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商品のご確認

フィリップス ワイヤレススピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとう
ございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず
保管してください。

商品をご確認ください

電源アダプタ

本体

オーディオケーブル

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。
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必ずお守り
ください

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要
な内容ですので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに想定される内容を
「警告」と「注意」とに区分けしています。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が 
想定される内容。

○絵表示について

○絵表示の例 ・ 記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的
な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。

記号は、「危険、警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

・  記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体
的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）
を示します。

安 全 上 の ご 注 意

　警　告

煙や異臭、異音が出たり、落下や破損
したときはコンセントから電源アダプ
タを抜く。
そのまま使用すると、事故の原因になりま
す。必ず使用を中止し、お買い上げの販売
店または小泉成器修理センターにご相談
ください。

本製品の内部に金属物や燃えやすい
ものを入れない。
事故や故障の原因となります。

分解・修理・改造をしない。
事故や故障の原因となります。修理はお
買い上げの販売店または小泉成器修理セ
ンターに修理をご依頼ください。

水の近くで使用しない、水にぬらさ
ない。
本製品に水が入ったり、ぬらさないように
ご注意ください。事故や故障の原因となり
ます。

　iPod/iPhone/iPad/その他外部機器との接続時のご注意

誤った取扱いをすると、iPod/iPhone/iPad/その他外部機器の内部に保存されているデータが
破損したり消失する可能性があります。必ず事前にバックアップをしてください。
本製品を使用したことによるデータの破損または消失について、いかなる場合においても当社では責任を負
いかねます。データの復元、再インストール、損失補償などはいたしません。また、他社の機器に対する保証や
修理も一切行っておりません。あらかじめご了承ください。
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雷が鳴ったら本体や電源プラグ部に
触らない。
感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグ部の抜き差し
をしない。
感電の原因となります。

電源アダプタの破損に注意する。
電源アダプタを傷付けたり、電源コードを
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
たばねたり、重い物を載せたり、挟み込ん
だり、加工したりしない。電源コードが破損
し、火災や感電の原因となります。

電源プラグ部は確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、感電・発火の原
因となります。

電源アダプタが傷んだり、コンセントの
差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグ部のほこりや汚れを取る。
ほこりや汚れがたまると、火災の原因とな
ります。電源プラグ部を抜き、やわらかい
乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、コンセント
から電源プラグ部を抜く。
長期間通電した状態で保管したり放置す
ると、絶縁劣化や漏電などにより火災の原
因となります。

自動車など乗り物の運転中は使用し
ない。
運転の妨げになり事故の原因となります。

　警　告

　注　意

置く場所に注意する。
油煙や湯気が当たる場所に置かない。温
度が高くなる場所や、熱を発生する機器
のそばに置かない。直射日光の当たる高
温の自動車内に置かない。湿度やほこり
の多い場所に置かない。事故や故障の原
因となります。

不安定な場所の上に置かない。
ぐらつく台や傾いた所など、不安定な場所
に置かないでください。落ちたり、倒れたり
してケガの原因となることがあります。

本体の上に物を載せない。
重量で外装が変形したり破損するなど、
故障の原因となることがあります。また、
載せた物が落下したり倒れたりし、事故
や故障の原因となることがあります。

お手入れは、やわらかい乾いた布で
ふく。
水や液体洗剤、シンナー、ベンジンなどを
使わないでください。
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1 音量を最小に設定してください。（P.9「音量の調節」の項をお読みください。）

2 音がゆがみなくはっきりと快適に聞こえるまで「ゆっくりと」音量を上げてください。

3 耳が疲れない程度の適度な音量と使用時間で聴いてください。

「適切な音量」の設定方法

注意
●一般的に「安全な」音量であっても、長時間・長期にわたって音を聴き続けた場合、聴
力障害を引き起こすことがあります。

●本製品は適度に使用し、長時間連続で使用せず、必ず休憩を取るようにしてください。
●聴覚が順応するままに、音量を上げないよう気をつけてください。
●周囲の音が聞こえなくなるほど音量を上げないでください。

　大音量で使用しない

「適切な音量」に設定する。
「音」は感覚的なものなので、あてになりません。時間とともに、聴覚の「快適なレベル」は大音量に順応してし
まいます。長時間聴いていると「普通」だと思っている音が、聴覚にとっては大音量で害のあるものになってい
る可能性があります。これを防ぐため、下記のように聴覚が大音量に順応する前に音量を安全なレベルに設定
してください。
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接続できる
iPod/iPhone/iPad

注意

●対応以外のiPod/iPhone/iPadを本製品に接続しないでください。本製品で対応して
いないiPod/iPhone/iPadの動作は保証していません。
●対応しているiPod/iPhone/iPadでも、ソフトウェアのバージョンが古い場合は本製品
で操作できないことがあります。その場合はソフトウェアのバージョンアップを行って
ください。
●iPod/iPhone/iPad本体の操作方法やソフトウェアのバージョンアップ方法は各製品
に付属している説明書などをお読みください。
●機種やソフトウェアのバージョンによって異なる動作や表示などを行う場合がありま
すが、基本的な音楽再生の利用には支障ありません。

30ピンDockコネクタを持つ以下の
iPod/iPhone/iPadに対応しています。
（2011年10月現在）

■AirPlay対応機種（AirPlayおよびUSBケーブル接続で再生できます）
※iOS4.2以前では使用できません。iOS4.2.3以降をインストールしてください。

●「Made for iPod/iPhone/iPad」とは、iPod、iPhone、iPad専用に接続するよう設計され、アップルが
定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。

● Apple Inc.は、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
● iPod nano、iPod classic、iPod、iPod touch、iPad、AirPlayは、 Apple Inc.の米国およびその他の
国における登録商標または商標です。

● 日本におけるiPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づきApple Inc.が使用しています。

iPhone 2G iPhone 3GiPod nano
2G～6G

iPod classic
（80/120/160GB）

iPod 5G video
（30/60/80GB）

iPod touch 1G

■AirPlay非対応機種（USBケーブル接続で再生できます）

iPhone 4
iPhone 4S

iPhone 3GSiPod touch 
2G～4G

iPad iPad 2
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正面

背面

各部の名称

本体

電源アダプタ オーディオケーブル

電源プラグ部

DCプラグ

VOL＋/VOL－ボタン
「VOL＋」ボタンで音量が大き
くなり、「VOL－」ボタンで音
量が小さくなります。

ON/OFFスイッチ
電源のON/OFFスイッチで
す。約10秒間押し続けると、本
体の各設定をリセットします。

Wi-Fiセットアップボタン
Wi-Fiネットワークとの接続時
や、接続状態の表示に使用し
ます。

MP3-LINK端子
付属のオーディオケーブルを
使用し、外部機器を接続する
端子です。

USB Aプラグ受部
iPod/iPhone/iPad 付属のUSB
ケーブル（本製品には付属して
いません）を接続する端子です。

DC IN端子
電源アダプタのDCプラグを接
続する端子です。

電源表示ランプ
電源がONの時に点灯します。
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電源の入れ方

1 電源アダプタのDCプラグを本体のDC IN端子につないで、ご家庭のコンセントに電源プラグ部を
差し込みます。

2 コンセントにつなげると、自動的に本体の電源が入ります。起動中はWi-Fiセットアップランプが緑色
に高速点滅します。各設定は、高速点滅が終わってから（約35秒）操作をしてください。

3 電源がONの時にON/OFFスイッチを押すと電源表示ランプが消灯しスタンバイモードになり、ス
タンバイモードの時にON/OFFスイッチを押すと電源表示ランプが点灯し通常モードになります。
※30分以上信号入力がない場合、自動的にスタンバイモードになります。この設定は、App Storeから入手でき
る「Philips Fidelioアプリケーション」で変更することができます（iOS搭載機種のみインストール可能）。 
Philips Fidelioアプリケーションは、フィリップスが提供している無料アプリケーションです。

注意
●当社専用の電源アダプタ以外は使用しないでください。
●長期間使用しない場合は、コンセントから電源プラグ部を抜いてください。
●コンセントから抜く時は、電源プラグ部を持って引き抜いてください。絶対に電源コー
ドを引っ張らないでください。

海外（100～240V）でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめの
うえご使用ください。
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音量の調節

音量の調節

イコライザ機能を使用する

・再生中に本体のVOL＋/VOL－ボタンを押し、「＋」ボタンで音量が大きくなり「－」ボタンで音量が小さく
なります。
・「－」ボタンを押し続けると音量が下がり続け、無音になります。
・「＋」ボタンを押し続けると音量が上がり続けます。大音量に注意してください。
・AirPlayで接続した場合：iPod/iPhone/iPadの音量ボタンや音量スライダでも音量の調節ができます。
・USBで接続した場合：iPod/iPhone/iPad側で音量操作できません。本製品のVOL＋/VOL－ボタンで音
量を調節してください。

［iPod/iPhone/iPadをAirPlayで再生する場合］
App StoreからPhilips Fidelioアプリケーションをダウンロードし、イコライザ機能やその他の機能が使用
できます。

［PC/MacをAirPlayで再生する場合］
iTunesのイコライザ機能を使用します（ウインドウ＞イコライザ）。
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AirPlayについて

Wi-Fiの設定

AirPlay 機能と
Wi-Fiの設定

本製品はAirPlay機能によって、Wi-Fiネットワークに接続したMac、PC、iPod touch、iPad内のiTunes
音楽ライブラリを再生することができます。

本製品をご家庭のWi-Fiネットワークに接続するには、本製品とWi-Fiネットワーク両方の設定が必要とな
ります。
一度正しく接続すると、本製品にWi-Fi設定が記憶されます。
設定後、本製品の電源が入り、Wi-Fiネットワークに接続されている時はいつでも、AirPlayで音楽を楽し
むことができます。

本製品を接続する前に、以下の点をご確認ください。

1 Wi-Fiルータの電源がはいっており、正しく動作することを確認してください。

2 本製品の電源を入れ、起動していることを確認してください （P.8「電源の入れ方」） 。

3 Wi-Fiルータの種類を確認し、下記の2通りの方法で設定します（ルータの種類については、Wi-Fi
ルータに付属している取扱説明書をご覧ください） 。
［Wi-Fiの自動設定］
Wi-FiルータがWPS（Wi-Fi Protected Setup）対応で、PBC（Push Button Connection）をサポー
トしている場合。
→P.11「自動設定（WPS対応ルータの場合）」をご覧ください。
［Wi-Fiの手動設定］
Wi-FiルータがWPS（Wi-Fi Protected Setup）に対応していない場合。
→P.12「手動による初期設定（WPS非対応ルータの場合）」をご覧ください。
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Wi-Fiの
自動設定

1 Wi-FiルータのWPSボタンを押します。

2 すぐに本製品の背面にあるWi-Fiセットアップボタンを押します。

3 Wi-Fiセットアップボタンの表示が、赤色、黄色、緑色に交互に点滅します。

4 2分以内にWi-Fiセットアップボタンの点滅が止まり、緑色に点灯してビープ音が鳴ると、正しく接続
された状態です。
※本製品のWi-Fiセットアップボタンの表示が黄色に点滅する場合、接続失敗です。

5 接続に失敗した場合、ON/OFFスイッチを約10秒間押し続けてリセットし、2分ほど待ってから項目
「1」に戻り、もう一度試してください。
※それでも接続できない場合は、手動設定が必要です（P.12「手動による初期設定（WPS非対応ルータの場
合）」をご覧ください）。

自動設定（WPS対応ルータの場合）

設定前に、本製品の電源が入っていることを確認してください。

※Wi-Fiルータの種類によって
は、接続時にWPSボタンを押し
続けるか、ルータの設定で
WPS PBC機能を有効にする必
要があります。詳細はルータの
取扱説明書をご覧ください。
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手動による初期設定（WPS非対応ルータの場合）

本製品を手動でWi-Fiルータに接続するには、インターネットブラウザを使い、本製品の本体設定ページ
でWi-Fi設定を変更する必要があります。
そのために、インターネットブラウザを持つWi-Fi対応機器（iPod touch/iPhone/iPad、Wi-Fi対応PC/
Mac）が必要です。
※また、WPS対応ルータでも下記の手順で手動設定することが可能です。

Wi-Fiの
手動設定

手動設定の流れ

①Wi-Fiルータの設定情報を調べる（P.13）

⬇
②本製品のWi-Fiセットアップボタンを押す（P.14）
（新規Wi-Fiネットワーク名「Philips Fidelio AirPlay」を作成）

⬇
③Wi-Fi対応機器（iPod touch/iPhone/iPad、Wi-Fi対応PC/

Mac）を「Philips Fidelio AirPlay」に接続（P.15・P.16）
Wi-Fiルータの電源をオンにし、Wi-Fi対応機器（iPod touch/iPhone/iPad、
Wi-Fi対応PC/Mac）の設定画面から「Philips Fidelio AirPlay」に接続し、
Wi-Fiネットワークに接続する。

⬇
④インターネットブラウザで本体設定ページを開く（P.17）

⬇
⑤「①」の設定情報をもとに本体設定を変更する（P.18）

⬇
⑥Wi-Fi対応機器（iPod touch/iPhone/iPad、Wi-Fi対応PC/

Mac）をWi-Fiルータのアドレスに再び接続する（P.19）
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①Wi-Fiルータの設定情報を調べる

本製品の設定のために、下記のようにルータの設定情報を事前にお調べください。

1 Wi-Fi設定ページの以下の情報をメモします。
● ネットワーク名（SSID）
● Wi-Fiセキュリティモード（通常はWEPかWPA、使用可能であればWPA2）
● Wi-Fiパスワード（Wi-Fiセキュリティを有効にし、パスワードを設定している場合）
→メモした情報はP.18、P.19で使用します。
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②本製品のWi-Fiセットアップボタンを押す

1 本製品の電源を入れ、起動後に本体のWi-Fiセットアップボタンを5秒以上押し続けます。

2 Wi-Fiセットアップボタンの表示が、緑色と黄色に交互に点滅します。

本製品のWi-Fiセットアップボタンを押します。

注意

●本体の電源を切ると、SSIDの「Philips Fidelio AirPlay」は消えます。
●Wi-Fiセットアップモードへの切り替えが失敗した場合、本体の電源を切ってから再び
電源を入れ、もう一度試してください。
●フィリップスのAirPlay対応製品を2台以上、上記の方法で手動設定すると 「Philips 

Fidelio AirPlay」というSSIDが重複し、Wi-Fiネットワークが相互干渉する場合があ
ります。その場合は、ひとつずつ設定を行ってください。
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③Wi-Fi対応機器（iPod touch/iPhone/iPad、Wi-Fi対応PC/Mac）を
「Philips Fidelio AirPlay」に接続

2 ネットワークリストからルータのアドレスを選択し、しばらく
（約1分）待つと「Philips Fidelio AirPlay」が出てきます。そ
の後、「Philips Fidelio AirPlay」を選択します。
※リストに「Philips Fidelio AirPlay」がない場合、 Wi-Fiネット
ワークの「オン」 「オフ」をやり直し、ネットワークを再度スキャ
ンしてください。

3 iPod touch/iPhone/iPad画面の上に  マークが表示されます。
※  マークが表示されるまで約1分かかります。

1 Wi-Fiルータの電源をオンにしてください。iPod touch/
iPhone/iPadの「設定」画面を開き、Wi-Fiネットワークを
「オン」にします。

Wi-Fiルータの電源をオンにし、iPod/iPhone/iPadまたはPC/MacからWi-Fiネットワークに接続します。
PC/Macを使用する場合は次ページをご覧ください。

［接続にiPod touch/iPhone/iPadを使用する］

Philips Fidelio AirPlay
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1 PC/MacのWi-Fiセットアップツールまたはコント
ロールパネルを開きます。

2 利用可能なWi-Fiネットワークをスキャンします。

3 ネットワークリストから「Philips Fidelio AirPlay」
を選択します。
※リストに「Philips Fidelio AirPlay」がない場合、 

Wi-Fiネットワークを再度スキャンしてください。

4 PC/MacのWi-Fi設定が完了するまで待ちます。

［接続にWi-Fi対応PC/Macを使用する］
・PC/MacをWi-Fiネットワークに接続する方法は、PC/Macの取扱説明書をご覧ください。
・Wi-Fiネットワークに接続中は、PC/Macにネットワークケーブルを接続しないでください。
※以下、画面写真はWindows7のもので、実際の画面はPC/Macの機種によって異なります。
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④インターネットブラウザで本体設定ページを開く

1 ネットワークリスト「Philips Fidelio AirPlay」に接
続した状態でブラウザを起動します。

1 Safariの「環境設定」で「ブックマーク」のタブを
選び、「ブックマークバー；Bonjourを表示」に
チェックします。

2 インターネットブラウザのアドレスバーに
「192.168.1.1」と入力すると、本体設定ページが
表示されます。

2 ブックマークバーのBonjourをクリックしてプル
ダウンリストを表示し「Philips_Fidelio XXX 」を
選択すると、本体設定ページが開きます。
※上記XXX部分は、本体によって異なる文字が入り
ます。

［アドレスバーに「192.168.1.1」と入力して本体設定ページを開く場合］
P.15 ［③Wi-Fi対応機器を「Philips Fidelio AirPlay」に接続］ で設定したWi-Fi対応機器でインターネット
ブラウザ（Safari、Internet Explorerなど） を起動し、本体設定ページを開きます。

［SafariのBonjour機能を使用して本体設定ページを開く場合］
Safariを使用する場合、Bonjour機能で本体設定ぺージを開くこともできます。



18

1 画面の指示に従い設定してください。
※ここで本体の名前を変更することができます。フィリップスのAirPlay対応機器が複数あり、それらを区別した
い時には名前を変更してください。

⑤「①」の設定情報をもとに本体設定を変更する

2 「ページを開けません」とポップアップしますが、そのままにしてください。設定が完了し、Wi-Fiネッ
トワークへの接続が成功すると、本体のWi-Fiセットアップボタンの点滅が止まり、緑色に点灯して
ビープ音が鳴ります。
※Wi-Fiセットアップボタンの表示が緑色に点灯しない場合、Wi-Fiネットワークへの接続が失敗しています。

Wi-Fiルータと本製品、両方の電源を切り、再び電源を入れてWi-Fiネットワークに接続されるか確認してくだ
さい。解決しない場合、もう一度、本体設定ページを開いて設定し直してください。
※設定終了後、もしくは電源を入れ直した時、SSIDの「Philips Fidelio AirPlay」は消えます。設定中の場合はP.14
「②本製品のWi-Fiセットアップボタンを押す」をご覧になり、SSID「Philips Fidelio AirPlay」を作り直してく
ださい。
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⑥Wi-Fi対応機器（iPod touch/iPhone/iPad、Wi-Fi対応PC/Mac）を
Wi-Fiルータのアドレスに再び接続する

本体設定ページを開くために使用したWi-Fi対応機器（iPod touch/iPhone/iPad、Wi-Fi対応PC/Mac）
の設定を、P.13「①Wi-Fiルータの設定情報を調べる」でメモした内容に戻すことで、Wi-Fi対応機器と
本製品をAirPlayで接続することができます。

1 iPod touch/iPhone/iPadの場合：「設定」画面を開き、
Wi-Fiネットワークを「オン」にします。
PC/Macの場合：PC/MacのWi-Fiセットアップツール
またはコントロールパネルを開き、利用可能なWi-Fi
ネットワークをスキャンします。

2 ネットワークのリストからP.13「①Wi-Fiルータの設定
情報を調べる」でメモしたSSIDを選びます。ルータで
ネットワークキー（パスワード）を設定している場合
は入力し、接続します。

3 Wi-Fiネットワークに接続されるまで待ちます。
次回から、同じWi-Fiネットワークに接続し、本体の電
源を入れるだけでAirPlayをお楽しみいただけます。
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iPod/iPhone/iPadを
使って音楽を聴く

AirPlay対応機種

注意

●機種やソフトウェアのバージョンによって異なる動作や表示などを行う場合がありま
す。また、iPod/iPhone iPadはiOS4.2以前ではAirPlay機能を使用できません。
iOS4.2.3以降をインストールしてください。

●iPod/iPhone/iPad本体の操作方法などは、各製品に付属している説明書などをお読
みください。

●以下の手順通りに操作しても音楽が流れない場合は、次のいずれかの操作を行い、
もう一度接続を行ってください。
・Wi-Fi接続を解除し、再度Wi-Fiルータに接続します。
・バックグラウンドで実行しているアプリを全て終了します。
・iPod/iPhone/iPadを再起動します。

1 iTunes音楽ライブラリを再生するiPod/
iPhone/iPadが本製品と同じWi-Fiネット
ワークに接続されていることを確認してく
ださい。 

2 iPod/iPhone/iPadのiPodアプリを起動し
ます。

3 AirPlayアイコン
をタップします。

4 AirPlayのリスト
から、P.11で自
動設定された本
製品の名前か、
P.18で手動設定
した名前を選択
します。

5 iPod/ iPhone/
iPadを再生しま
す。しばらくする
と本製品から音
楽が流れます。

・iPod touch 2G～4G
・iPhone 3GS

・iPhone 4
・iPhone 4S

・iPad
・iPad 2
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PC/Macを
使って音楽を聴く

1 iTunes音楽ライブラリを再生するPC/Macが本製品と同じWi-Fiネットワークに接続されていること
を確認してください。

4 AirPlayのリストから、P.11で自動設定された本製品の名前
か、P.18で手動設定した名前を選択します。
※PC/Mac内蔵スピーカーや、他のAirPlay対応スピーカーを同時に
選択し、複数のスピーカーから同時に音楽を流すこともできます。

2 iTunesを起動します。

5 iPod/iPhone/iPadを再生します。しばらくすると本製品から
音楽が流れます。
※本製品からiTunesでの音楽再生を管理するには、環境設定＞デバ
イス＞リモートスピーカーからiTunesのコントロールを許可、に
チェックを入れてください。

3 ウィンドウ右下のAirPlayアイコンをタップします。

AirPlay対応機種

注意

● iTunesソフトウェアのバージョンによって異なる動作や表示などを行う場合がありま
す。また、iTunes9以前ではAirPlay機能を使用できません。iTunes10以降にアップ
グレードしてください。
● iTunesの操作方法などは、製品に付属している説明書などをお読みください。
● iTunesのバージョンによっては、AirPlayのアイコンは  ではなく  である場合
があります。

・iTunes10以降がインストールされたPC/Mac
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USB接続で
音楽を聴く

USB接続対応機種

注意

●機種やソフトウェアのバージョンによって異なる動作や表示などを行う場合がありま
すが、基本的な音楽再生の利用には支障ありません。
●iPod/iPhone/iPad本体の操作方法などは、各製品に付属している説明書などをお読
みください。

●USB接続は、下記のiPod/iPhone/iPadにのみ対応しています。それ以外のUSB接続
機器には対応していません。

●USBケーブルは付属していません。iPod/iPhone/iPadに付属のUSBケーブルを使
用してください。

1 USBケーブルのDOCKコネクタ側をiPod/
iPhone/iPadに接続し、Aプラグ側を本製品の
USB Aプラグ受部に接続します。 

2 iPod/iPhone/iPadのiPodアプリを起動し、再生します。
※USBケーブル接続の時はiPod/iPhone/iPad側で音量調節ができません。本体のVOL＋/VOL－ボタンで音
量調節してください。

※AirPlayで再生中にUSB接続した場合、AirPlayの再生を停止した時に、USB接続での再生モードになります。

・iPod nano 2G～6G
・iPod classic（80/120/160GB）
・iPod 5G video（30/60/80GB）
・iPod touch 1G～4G

・iPhone 2G
・iPhone 3G
・iPhone 3GS
・iPhone 4

・iPhone 4S
・iPad 
・iPad 2
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外部機器を
使って音楽を聴く

付属のオーディオケーブルを使って
iPod/iPhone/iPad以外の外部機器を接
続することができます。

1 接続する外部機器の音量をあらかじめ小
さくしておきます。

2 本製品のMP3-LINK端子に、付属のオー
ディオケーブルを差し込みます。

3 オーディオケーブルのもう一方を、接続す
る外部機器の出力端子に差し込みます。

4 AirPlayの再生と、USB接続での再生をど
ちらも停止します。
※AirPlayおよびUSB接続での再生中は、外部
機器からの音楽は流れません。

5 接続した外部機器の再生を開始し、外部
機器と本製品の音量を調節します。

注意
●音量は、接続する外部機器に左右されます。出力の大きい外部機器に接続すると音
量が大きく、出力の小さい外部機器に接続すると音量が小さくなります。使用する外
部機器の出力に応じて、適切な音量に調節してください。

●外部機器の出力によっては、大音量が出ることがあります。接続する前に、あらかじめ
外部機器の音量は小さくしてください。

・3.5mmステレオミニプラグの出力端子を持つ製品（デジタルオーディオプレイヤー、テレビ、パソコンなど）

［外部機器を取り外す］
外部機器の再生を停止し、電源を切ってから
オーディオケーブルを取り外します。

接続できる外部機器
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ファームウェアを
アップデートする

警告 ●必ず本製品の電源を入れた状態でアップデートを行ってください。
　絶対にアップデートの最中に電源を切らないでください。

注意

●ファームウェアのアップデートは、PC/Macからのみできます。
●Safari以外のインターネットブラウザを使用するには、Wi-Fiルータの設定ページを
開き、本製品のIPアドレスを確認し、メモしてください。Wi-Fiルータに接続中の機器
のIPアドレスを確認する方法は、Wi-Fiルータの取扱説明書をご覧ください。

●アップデートが失敗した場合は、以下の「アップデートの手順」をもう一度試してくだ
さい。
●正常にアップデートした後に、Wi-Fi接続に問題が出た場合は、本製品のON/OFF
スイッチ（  ）を5秒間押し続けリセットし、Wi-Fiネットワークの再設定をしてくださ
い（P.10「AirPlay機能とWi-Fiの設定」をご覧ください）。

1 PC/Macのインターネットブラウザで、フィリップスのサポー
トページ www.philips.com/support（図❶）を開きます。

2 検索窓（図❷）に製品の品番「AD7000W」と入力し、最新の
ファームウェアアップデートファイルを検索します。

3 アップデートファイルをPC/Macのハードディスクに保存します
（図❸）。

アップデートファイルのダウンロード

アップデートの手順

1 本製品の電源を入れます。 起動後にビープ音が鳴り、Wi-Fiセットアップボタンが緑色に点灯します。
本製品は最後に設定されたWi-Fiネットワークに自動的に接続します。

2 本製品とPC/Macが同じWi-Fiネットワークに接続されているか確認してください。

3 Safariを起動し、Bonjourプルダウンリストから「Philips_
Fidelio XXX 」を選択し、本体設定ページを表示します。
※上記XXX部分は、本体によって異なる文字が入ります。
※インターネットブラウザのアドレスバーにIPアドレス「192.168.1.1」
と入力し、本体設定ページを表示することもできます。

4 画面の指示に従いファームウェアをアップデートします。

www.philips.com/support

 XXXX

 XXXX. zip
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電源が入らない

▶電源アダプタはきちんと差し込まれていますか？
電源アダプタがコンセントにきちんと差し込まれていますか？確認してください。
▶コンセントが通電していますか？
コンセントが通電しているか確認してください。
▶電源アダプタが断線していませんか？
新しい電源アダプタをお買い求めください。

本体からの反応がない

▶リセットしてください。
ON/OFFスイッチ（  ）を5秒間押し続けリセットし、Wi-Fiネットワークの再設定をしてください 
（P.10「AirPlay機能とWi-Fiの設定」をご覧ください）。
▶本体の電源を入れなおしてください。
電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んで本体の電源を入れなおしてください。

故障かな？
と思ったら

故障かな？と思ったら、お調べください。

音が聞こえない

▶電源が入っていますか？
電源プラグがきちんと差し込まれているか、コンセントが通電しているか確認してください。
▶音量が最小になっていませんか？
本体のVOL＋/ VOL－ボタンで調節してください。

【USB接続で聴く場合】
▶USBケーブルが正しく接続されていますか？

USBケーブルがiPod/iPhone/iPadと本体にきちんと差し込まれていますか？確認してください。
▶iPod/iPhone/iPadに正しいデータが入っていますか？

iPod/iPhone/iPadで再生可能な正しいデータが入っているか確認してください。
正しいデータ形式やデータの入れ方は、各製品に付属している説明書などをお読みください。

【外部機器を使って聴く場合】
▶オーディオケーブルが正しく接続されていますか？
オーディオケーブルが外部機器と本製品の両方にきちんと差し込まれていますか？
確認してください。

▶外部機器から音声が出力されていますか？
外部機器から音声が出力されていないと、本製品から音が出ません。
外部機器の音声出力の方法は、各製品に付属している説明書などをお読みください。
▶外部機器の音量が最小になっていませんか？
外部機器の音量を調節してください。
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Wi-Fiネットワークに繋がらない
▶Wi-Fiルータが802.11b/g 対応かを確認してください。
本製品のAirPlay機能は、Wi-Fi 802.11b/g対応ルータで使用できます。
▶Wi-Fiルータが802.11n 対応の場合、802.11b/gモードに設定できますか？

802.11n接続のみのルータは対応していません。ただし、802.11b/gモードに設定できる場合は使用可能です。
▶Wi-FiルータがWPS-PIN方式ですか？
本製品はWPS-PIN方式に対応していません。
▶WPS方式またはWPS-PBC方式なのに、繋がらない。

Wi-Fiを手動で設定してください。P.12「Wi-Fiの手動設定」をお読みください。
▶Wi-FiルータのSSIDブロードキャストが無効になっていませんか？

SSIDブロードキャストを有効にしてください。
▶近くに電磁波を発する製品がありませんか？
本製品とWi-Fiルータを、テレビやビデオ、携帯電話などの電磁波を発する製品から、なるべく離してお使いくださ
い。電磁波が干渉し、Wi-Fi信号に影響を与える可能性があります。

▶PC/Macがイーサネットで接続され、Wi-Fi接続が切れていませんか？
AirPlay機能は、イーサネット環境では使用できません。Wi-Fiネットワークへの接続が必要となります。
▶SSIDや本製品の名前に記号や特殊文字、日本語を使用しないでください。

SSIDや本製品の名前にスペースや% # *のような記号、特殊文字、日本語が含まれていませんか？英数字のみの
シンプルなSSIDにしてください。
▶Wi-Fiの自動設定をした時は、SSIDを変更してください。

P.11でWi-Fiの自動設定をした時、Wi-Fiルータの機種によっては自動でSSIDが作成されます。SSIDを英数字の
みのシンプルなものに変更してください。また、セキュリティ向上のため、Wi-Fiセキュリティモードを変更してくだ
さい。

AirPlayアイコンが表示されない
▶Wi-Fiネットワークに接続されていますか？
本製品がWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。
▶Bonjour機能が使用可能になっていますか？

iTunesを起動する前に、PC/MacでBonjour機能が使用可能であることを確認してください。たとえばWindows 
XPの場合、スタート＞コントロールパネル＞管理ツール＞サービス＞Bonjour serviceをダブルクリックし、開始を
クリック後、OKで確定してください。
▶問題が解決しない場合
本製品を再起動してください。
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以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、
お買い求めの販売店かフィリップスサポートセンターにお問い合わせ願います。

PC/MacでAirPlay接続ができない
▶ファイアウォールやセキュリティソフトが有効になっていませんか？
一時的にファイアウォールやセキュリティソフトを無効にし、AirPlayが使用するポートがブロックされていないか確
認してください。ブロックを解除する方法は、ファイアウォールやセキュリティソフトのヘルプをご覧ください。
▶AirPlay使用中に途切れたり止まった場合、再起動してください。

iTunes音楽ライブラリを再生する機器と本製品の両方を再起動してください。

AirPlay再生中に音が途切れる
▶Wi-Fiネットワークの障害を取り除いてください。
以下をお試しください。
・本製品とWi-Fiルータの距離を近くしたり、その間の障害物を取り除く。
・隣接するWi-Fiチャネルの使用を避け、別のチャネルを設定する。
・Wi-FIネットワークの速度が十分かどうかを確認する。
・複数の機器が同じWi-Fiルータを使用している場合、AirPlayの動作に影響が出る場合があるため、ルータに接
続している他の機器の電源を切る。
・Quality of Service（QoS）を有効にする（QoS対応のWi-Fiルータの場合）。
・他のWi-Fiルータの電源を切る。
・動画再生や容量が重いファイルのダウンロードなどを止め、Wi-Fiルータへの負荷を減らす。
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Register online at www.philips.com/welcome today to  
get the very most from your purchase.

 Visit our World Wide Web Site at http://www.philips.com/welcome

���������	�
���
�����
����
�������
�����
��
��������
���
���
��
���
�������
��	����
������
��������
��	��
����
��!
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For Customer Use
Enter below the Serial No. which is locat-
ed on the rear of the cabinet. Retain this
information for future reference.

Model No.__________________________

Serial No. ________________________

Know these
safetysymbols

This “bolt of lightning” indicates unin-
sulated material within your unit may

cause an electrical shock. For the safety of
everyone in your household, please do not
remove product covering.

The “exclamation point” calls atten-
tion to features for which you should

read the enclosed literature closely to pre-
vent operating and maintenance problems.

WARNING: To reduce the risk of fire or
electric shock, this apparatus should not be
exposed to rain or moisture and objects
filled with liquids, such as vases, should not
be placed on this apparatus.

CAUTION: To prevent electric shock,
match wide blade of plug to wide slot, fully
insert.

ATTENTION: Pour éviter les choc élec-
triques, introduire la lame la plus large de la
fiche dans la borne correspondante de la
prise et pousser jusqu’au fond.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS

INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Congratulations on your purchase, 
and welcome to the “family!”

Dear PHILIPS product owner:
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P.S.  To get the most from your PHILIPS purchase, be 
sure to  register online at:

www.philips.com/welcome
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PHILIPS LIMITED WARRANTY
ONE (1) YEAR

WARRANTY COVERAGE:
PHILIPS warranty obligation is limited to the terms set forth
below.

WHO IS COVERED: 
Philips warrants the product to the original purchaser or the per-
son receiving the product as a gift against defects in materials and
workmanship as based on the date of original purchase
(“Warranty Period”) from an Authorized Dealer. The original
sales receipt showing the product name and the purchase date
from an authorized retailer is considered such proof. 

WHAT IS COVERED:
The Philips warranty covers new products if a defect in material
or workmanship occurs and a valid claim is received by Philips
within the Warranty Period. At its option, Philips will either (1)
repair the product at no charge, using new or refurbished
replacement parts, or (2) exchange the product with a product
that is new or which has been manufactured from new, or ser-
viceable used parts and is at least functionally equivalent or most
comparable to the original product in Philips current inventory,
or (3) refund the original purchase price of the product.
Philips warrants replacement products or parts provided under
this warranty against defects in materials and workmanship from
the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for
the remaining portion of the original product’s warranty,
whichever provides longer coverage for you. When a product or
part is exchanged, any replacement item becomes your property
and the replaced item becomes Philips’ property. When a refund
is given, your product becomes Philips’ property. 
Note: Any product sold and identified as refurbished or
renewed carries a ninety (90) day limited warranty.

Replacement product can only be sent if all warranty
requirements are met. Failure to follow all requirements
can result in delay. 

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMI-
TATIONS:
This Limited Warranty applies only to the new products manu-
factured by or for Philips that can be identified by the trademark,
trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not
apply to any non-Philips hardware product or any software, even
if packaged or sold with the product. Non-Philips manufacturers,
suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their
own products packaged with the bundled product. 

Philips is not liable for any damage to or loss of any programs,
data, or other information stored on any media contained within
the product, or any non-Philips product or part not covered by
this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or
other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident,
abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-Philips product, (b)
to damage caused by service performed by anyone other than
Philips or Philips Authorized Service Location, (c) to a product or
a part that has been modified without the written permission of

Philips, or (d) if any Philips serial number has been removed or
defaced, or (e) product, accessories or consumables sold “AS IS”
without warranty of any kind by including refurbished Philips
product sold “AS IS” by some retailers.

This Limited Warranty does not cover:
Shipping charges to return defective product to Philips. 
abor charges for installation or setup of the product, adjust-

ment of customer controls on the product, and installation or
repair of antenna/signal source systems outside of the product.
roduct repair and/or part replacement because of improper

installation or maintenance, connections to improper voltage
supply, power line surge, lightning damage, retained images or
screen markings resulting from viewing fixed stationary con-
tent for extended periods, product cosmetic appearance items
due to normal wear and tear, unauthorized repair or other
cause not within the control of Philips.

amage or claims for products not being available for use, or
for lost data or lost software.

amage from mishandled shipments or transit accidents when
returning product to Philips.

 product that requires modification or adaptation to enable
it to operate in any country other than the country for which
it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or
repair of products damaged by these modifications. 

 product used for commercial or institutional purposes
(including but not limited to rental purposes).
roduct lost in shipment and no signature verification receipt

can be provided.
ailure to operate per Owner’s Manual.

TO OBTAIN ASSISTANCE IN THE U.S.A., PUERTO
RICO, OR U.S. VIRGIN ISLANDS…
Contact Philips Customer Care Center at:

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

TO OBTAIN ASSISTANCE IN CANADA…
1-800-661-6162 Speaking)
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) - (English or Spanish 
Speaking)

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS
WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY THE CON-
SUMER. PHILIPS SHALL NOT BE LIABLE ANY INCIDEN-
TAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BREACH 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PROD-
UCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE
LAW, ANY IMPLIED WARRANTY MERCHANTABILITY OR

A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT
IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION THIS
WARRANTY. 

Some states do not allow the exclusions or limitation of inciden-
tal or consequential damages, or allow limitations on how long an
implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may
not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights.  You may have other rights which vary from state/province to state/province.

3140 035 50201
Philips, P.O. Box 10313 Stamford, CT 06904
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〈保証書・最終ページに付属〉
● 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入を 
お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容を 
よくお読みのあと大切に保管してください。

【補修用性能部品の最低保有期間】
● 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
● 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】
● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、 

 フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】
● 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。 
尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

【保証期間中は】
● 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。 

 保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】
● 修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】
● 本製品の保証は海外においても有効です。
● 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後の 
アフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
● 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門に 
お問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN 
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
● お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ 

http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」
に基づき適切に管理いたします。

保証書と修理サービスについて
（必ずお読みください）

保証
期間 お買い上げ日から1年間

保証と
アフターサービス
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お買い上げ
店名お買い上げ日 年　   月　   日

TEL.　  　（　　 　）

便 利 メ モ

● フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店にお申し出ください。
● 修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

ホームページアドレス http://www.philips.co.jp/

仕　　　　様

●本体にさわると時々電気を感じる。
●こげくさい臭いがする。
●電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
●その他の異常、故障がある。

ご使用の時、このような症状はありませんか？

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源コードをコン
セントから外して、必ず販売店にご相談ください。

フィリップス コンシューマー ライフスタイル事業部

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター
suppor t.japan@philips.com 0120-336-634

品 番 AD7000W

消 費 電 力 25W（待機時消費電力0.5W）

定 格 電 圧 AC100-240V（50/60Hz）

本 体 質 量 約1.3kg

サ イ ズ 298（W）×168（H）×106（D）mm

定 格 出 力 2×5W

S N R 90dB

M P 3 - L I N K 0.6V 10kΩ
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〈無料修理規定〉
1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保
証期間内に故障した場合には、無料修理します。 

2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書
をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商
品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

3.ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、
フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
1   使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
2   お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
3   火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
4   一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
5   保証書の提示がない場合。
6    保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き
換えられた場合。

※ 保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するも
のです。従って保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の
事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませ
ん。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店ま
たはフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは
取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期間内の
サービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく
場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップ
スエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ 
に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方
針」に基づき適切に管理いたします。

無料修理規定



フィリップス ワイヤレススピーカー 保証書 持込修理

CERT I F IC ATE  OF  PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ
の日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご
依頼ください。
お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャ
パンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱い
についての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品 名 ワイヤレススピーカー

品 番 AD7000W

保 証 期 間 お買い上げ日より1年

対 象 部 分 本体

お 買 い 上 げ 日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

お 客 様

ご住所 〒

ご芳名

電話番号

★ 販 売 店

販売店名・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★  ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。 
贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

●東日本修理センター　〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
●西日本修理センター　〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

日本販売代理店 小泉成器株式会社   　〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7   　TEL：06-6262-3561

対応時間：平日10：00～18：00　（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

 この印刷物は再生紙を使用しております。 3140.035.2795.2

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター
suppor t . j apan @phi l ips .com 0120-336-634


