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1 重要

安全に関する重要な情報
この翻訳版のドキュメントは、情報提供のみ
を目的しています。

英語版と翻訳版に不一致があった場合は、
英語版が正しいものとします。

•	 すべての指示に従ってください。

•	 すべての警告に注意してください。

•	 この機器を水の近くで使用しないでく
ださい。

•	 必ず乾いた布で拭いてください。

•	 通気口を塞がないでください。 製造元
の指示に従って設置してください。

•	 ラジエーター、ヒートレジスター、ストー
ブ、その他の発熱する機器（アンプを含
む）など、熱源のそばに設置しないでく
ださい。 

•	 製造元によって指定されている付属
品／アクセサリー以外は使用しないで
ください。

•	 修理は資格のある修理担当者に依頼し
てください。 機器が何らかの損傷を受
けた場合は修理が必要です。これには、
液漏れ、何らかの物体が機器内に混入
した、機器が雨や水分にさらされた、正
常に動作しない、機器を落とした、など
が含まれます。

•	 バッテリー使用上の注意：怪我、物品の
損傷、ユニットの破損を招くバッテリー
の液漏れを防止するために、バッテリー
（バッテリーパック、または装着されて
いるバッテリー）を、日光や炎など過度
の熱にさらさないでください。

•	 注意：間違った方法でバッテリーを装着
すると、破裂の危険があります。 バッテ
リーを入れ換える場合は、同じ型のバッ
テリー、または同等のバッテリーのみを
使用してください。

•	 機器に水滴がかかったり水跳ねしたり
しないようにしてください。 

•	 危険性のある物体を機器の上に置かな
いでください（液体の入った物、火が点
いたキャンドルなど）。

警告

 • この機器のケースは絶対に取り外さないでくだ
さい。 

 • 機器のどの部分にも絶対に潤滑剤を塗らないでく
ださい。

 • 機器は他の電子機器の上に絶対に置かないでく
ださい。

 • 機器は直射日光、裸火、熱から離して置いてくだ
さい。

 

部品/アクセサリーの交換について

部品/アクセサリーの交換が必要な場合は、 
www.philips.com/support を参照してくださ
い。  

Philips Consumer Lifestyle によって明示的に
承認された場合を除き、この機器に変更ま
たは改変を加えた場合は、この機器を操作
するための権限が無効になる可能性があり
ます。

通知
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この製品は、電波障害に関する EC（欧州共
同体）の要件を満たしています。

Philips Consumer Lifestyle は、このスピーカー
が Directive 1999/5/EC の必須要件およびそ
の他の関連条項に適合していることをここ
に宣言します。

EC 適合宣言書は、www.philips.com/support 
で提供されている PDF（Portable Document 
Format）版のユーザーマニュアルで確認で
きます。

EC 適合宣言書は、www.philips.com/support 
で提供されている PDF（Portable Document 
Format）版のユーザーマニュアルで確認で
きます。

 
ご使用の機器（プレイヤー）は、純度の高い
素材と材質を使用してデザインおよび製造
されたもので、リサイクルと再利用が可能
です。 

 
車輪付きのごみ箱に×マークが付いたこの
シンボルが製品に表示されている場合は、
その製品が欧州指令 2002/96/EC に準拠し
ていることを表します。

お住まいの地域の電気電子製品分別回収シ
ステムについて情報を入手してください。

製品を廃棄する際は地域の規則に従ってく
ださい。一般の家庭ごみと一緒に捨てない
でください。 適切な分別回収は、環境や人
体に及ぼす影響の低減につながります。

  

この製品には欧州指針 2006/66/EC が適用
される電池が含まれており、一般の家庭ゴミ
と一緒に捨てることはできません。お住まい
の地域での電池の分別収集ルールを確認し
てください。適切な分別回収は、環境や人体
に及ぼす影響の低減につながります。

内蔵バッテリーを取り外す場合は、必ず専門
業者に製品を持ち込んで依頼してください。

 
環境に関する情報

本製品の梱包には不必要な梱包材を使用し
ていません。 当社では、梱包材をダンボール
（箱）、発泡スチロール（緩衝材）、ポリエチ
レン（袋、保護発泡シート）の 3 種類の素材
ごとに簡単に分類できるように、努力を払っ
ています。 

システムは、リサイクル可能な素材で製造さ
れているため、専門業者による分解の後に
再利用できるようになっています。 梱包材、
使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法
については、お住まいの地域の廃棄手順に
従ってください。

  
Bluetooth® ワードマークおよびロゴ
は、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、Philips 
はライセンスに基づきこのマークを使用し
ています。 
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Skype は、Skype またその関連事業体の商標
です。 この製品はテスト済みで、音声および
映像品質に関する当社の認証基準を満た
していますが、Skype、Skype Communications 
S.a.r.l.、またはその関連事業体によって承認
あるいは推薦されているものではありませ
ん。

  
Skype からは緊急通報できません

Skype は電話の代わりにはなりません。緊急
通報はできませんのでご注意ください。

注

 • タイププレートは機器の底面にあります。
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2 WeCall スピー
カー

当社が提供するサポートを最大限にご利
用いただくには、製品を www.philips.com/
welcome でご登録ください。 

はじめに
この Bluetooth カンファレンススピーカー
（WeCall スピーカー）を使用して次のことを
実現できます。

•	 Bluetooth 対応スマートフォンに接
続して、直接 WeCall スピーカー経由
で携帯電話の通話または VoIP 通話
を行うことができます。

•	 付属の USB ケーブルで PC/Mac に
接続して、直接 WeCall スピーカー
経由で VoIP 通話を行うことができ
ます。

•	 Bluetooth 対応 iPhone に接
続し、WeCall アプリを使用し
て、WeCall スピーカー経由で電話会
議を行うことができます。

•	 Bluetooth 対応モバイル機器または 
PC/Mac から音楽を再生できます。

•	 付属の USB ケーブルで接続した 
PC/Mac から音楽を再生できます。

パッケージの内容
WeCall スピーカーのパッケージに以下の物
が含まれていることを確認してください。

•	 WeCall スピーカー

•	 キャリングケース

•	 USB ケーブル

•	 ドキュメント
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製品概要

 

a  ／ 

•	 通話中または音楽再生時に音量を
調整します。

b ON/OFF 電源スイッチ

•	 WeCall スピーカーの電源をオン/オ
フをします。

c CLEAR 

•	 既存のペアリング情報を削除します。

d 充電インジケータ

•	 バッテリー残量が少なくなったとき、
または WeCall スピーカーの充電中
は、赤に変わります。

e Micro USB ソケット

•	 付属の USB ケーブルを接続します。

a

b

c

d

e

f

i

h
g

f USB/  音源スイッチ

•	 音源として USB と Bluetooth を切り
替えます。

g 

•	 携帯電話の着信に応答します。

•	 携帯電話の通話を終了します。

h 音源インジケータ

•	 Bluetooth モードでは青に変わりま
す。

•	 USB モードでは緑に変わります。

i 

•	 通話相手に自分の声が聞こえない
ように、通話中に WeCall スピーカ
ーの 4 つの内蔵マイクをミュートし
ます。



7

Ja
pa

ne
se

JA

3 はじめに
注意

 • ここでの説明と異なる制御手順、調整手順、または
実行手順を行った場合は、有害な放射にさらされ
るか、その他の危険な操作を引き起こす可能性が
あります。

この章の指示には、必ず順番どおりに従って
ください。

WeCall スピーカーの充電
•	 WeCall スピーカーを、付属の USB ケー
ブルで PC/Mac に接続します。
 » 充電インジケータが赤に変わります。
 » WeCall スピーカーの充電が完了
すると、充電インジケータは消灯し
ます。

 
•	 また、WeCall スピーカーは USB 電源ア
ダプター（別売）でも充電できます。

ヒント

 • バッテリー残量が少なくなると、充電インジケータ
は赤で点滅します。

 • WeCall スピーカーを完全に充電するには約 2 時
間かかります。

 • WeCall スピーカーは完全に充電すると約 8 時間使
用できます。

WeCall スピーカーをオンに
する
•	 電源スイッチを ON の位置にスライド
します。

 » Bluetooth モードでは、ステータスイ
ンジケータが青に変わります。

 » USB モードでは、音源インジケータ
が緑に変わります。

 
•	 WeCall スピーカーをオフにするには、
電源スイッチを OFF の位置にスライド
します。

WeCall スピーカーの接続

オプション 1：Bluetooth 対応機器へ
の接続

WeCall スピーカーは、Bluetooth 対応モバイ
ル機器（携帯電話、タブレットなど）や、PC/
Mac とペアリングすることができます。 ペア
リングすると、WeCall スピーカーから音楽を
再生できます。また、携帯電話や VoIP で通
話するときに、スピーカーフォンとして利用
できます。

注

 • WeCall スピーカーと Bluetooth 対応機器の有効動
作範囲は約 10 m（30 フィート）です。
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1 WeCall スピーカーの底面にある音源ス
イッチを  の位置にスライドします。

  
2 Bluetooth 対応機器で Bluetooth を有効
にします。

3 Bluetooth 対応機器で「Philips WeCall ス
ピーカー」を選択し、必要に応じてペア
リングパスワード「0000」を入力します。

 » 音源インジケータが緑で点滅し始
めます。

 » ペアリングと接続が正常に完了し
たら、音源インジケータが青で点灯
し、WeCall スピーカーでビープ音が
鳴ります。

 
注

 • 新しい Bluetooth 対応機器とペアリングするには、
次の手順に従います。

 • 1. WeCall スピーカーの底面で CLEAR  を 3 秒以
上長押しして、既存の Bluetooth 接続を切断します。

 • 2. 現在接続している機器で Bluetooth 機能を無効
にします。

 • WeCall スピーカーは、最大 4 つのペアリング機器
を記憶できます。 5 つめの Bluetooth 対応機器とペ
アリングすると、最初に記憶された機器が上書き
されます。

ヒント

 • PC/Mac での安定した動作のため、USB 接続モード
での使用をお勧めします。

オプション 2：USB による接続

USB ケーブルは WeCall スピーカーの充電
だけでなく、WeCall スピーカーを PC/Mac に
接続して音楽を楽しんだり、VoIP 通話時にス
ピーカーフォンとして使用する場合に使用
できます。

1 WeCall スピーカーの底面にある音源ス
イッチを USB の位置にスライドします。

 
2 WeCall スピーカーを、付属の USB ケー
ブルで PC/Mac に接続します。
 » 音源インジケータが緑に変わります。
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4 WeCall スピー
カーの使用

スピーカーフォンとしての使
用
WeCall スピーカーを Bluetooth 対応携帯電
話や、タブレット、PC/Mac など、その他の機器
に接続した場合：

  
1 WeCall スピーカーで Bluetooth 音源を
選択していることを確認します。

2 携帯電話で、携帯電話または VoIP 通話
を発信します。または、タブレットや PC/
Mac で VoIP 通話（SkypeTM 通話など）を
発信します。

3 通話中は、WeCall スピーカーをスピー
カーフォンとして使用します。

ヒント

 • 携帯電話の着信があった場合は、  を押すと応
答できます。

 • 携帯電話での通話中は、  を押すと通話を終了
できます。

 • 通話相手に自分の声が聞こえないように、携帯電話
での通話中に  を押して WeCall スピーカーの 4 
つの内蔵マイクをミュートすることができます。

 • 携帯電話での通話中または VoIP 通話中は、WeCall 
スピーカーで  /  を使用して音量を調整でき
ます。

WeCall スピーカーを USB ケーブルを使用し
て PC/Mac に接続した場合：

  
1 WeCall スピーカーで USB 音源を選択し
ていることを確認します。

2 PC/Mac で VoIP 通話（SkypeTM 通話な
ど）を発信します。

3 通話中は、WeCall スピーカーをスピー
カーフォンとして使用します。
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WeCall アプリとの併用
（iPhone の場合）

1 Philips WeCall を iPhone にダウンロード
します。

  
2 WeCall スピーカーと iPhone の間で 

Bluetooth 接続を設定します ('オプショ
ン 1：Bluetooth 対応機器への接続' 7 ペ
ージ を参照)。

  
3 iPhone または Android フォンのカレンダ
ーで電話会議の予定を設定します。

4 Philips WeCall を実行して、カレンダーか
ら電話会議の予定をインポートします。

  

5 電話番号とコードを確認します。
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6 電話会議通話を発信します。

  
ヒント

 • 通話中は、WeCall スピーカーで  /  を使用し
て音量を調整できます。

 • 通話相手に自分の声が聞こえないように、通話中
に  を押して WeCall スピーカーをミュートするこ
とができます。

 • 通話中は、  を押すと通話を終了できます。
 • 通話した後、  を 2 回連続で押すと、最後に発信
した番号にリダイヤルできます。

Bluetooth または PC スピー
カーとしての使用
1 WeCall スピーカーで適切な音源を選択
していることを確認します。

2 Bluetooth モードでは、Bluetooth 対
応機器でオーディオの再生が開始さ
れ、WeCall スピーカーから出力されま
す。

  
•	 USB モードでは、PC/Mac でオーディオ
の再生が開始され、WeCall スピーカー
からが出力されます。

  
ヒント

 • オーディオ再生中は、WeCall スピーカーで  /  
を使用して音量を調整できます。

 • オーディオ再生中に、WeCall スピーカーで  を押
してミュートすることができます。
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5 製品情報

アンプ

定格出力 2W RMS
周波数特性 80 Hz～16 kHz、±3dB
信号対雑音比（SN 
比）

>75 dB

Bluetooth

Bluetooth® バー
ジョン

V2.1 + EDR

周波数帯 2.402～2.480 GHz ISM バ
ンド

有効範囲 10 m（自由空間）

スピーカー

スピーカ
ーインピ
ーダンス

4 Ω

スピーカ
ードライ
バー

1" スピーカー

感度 >84 dB/1 W/1 m

一般情報

DC 電源 入力：DC 5 V、1 A
バッテリー モデル番号：SDL-553055-

1000mAh

定格電圧と容量：DC 3.7 
V、1000 mAh

サイズ 

-  本体（W x H 
x D）

110 x 28 x 110 mm

重量

- ケース挿入時

- 本体

0.33 kg

0.17 kg
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は通話を開始しているかどうかを確認
してください。

Bluetooth 接続の設定に失敗した
 • WeCall スピーカーのスイッチがオンに
なっているかどうかを確認してください 
('WeCall スピーカーをオンにする' 7 ペ
ージ を参照)。

 • Bluetooth 音源を選択しているかどうか
を確認してください。

 • WeCall スピーカーと Bluetooth 対応機
器との距離が約 10 m（30 フィート）の
有効動作範囲であることを確認してく
ださい。

 • WeCall スピーカーと Bluetooth 対応機
器の間にある障害物を取り除いてくだ
さい。

 • WeCall スピーカーに接続された機器の 
Bluetooth 設定を確認してください（詳細
については、各機器のユーザーマニュア
ルを参照してください）。

 • WeCall スピーカーの底面にある 
CLEAR  を 3 秒以上長押ししてリセット
してから、もう一度試してください。

 • PC/Mac への Bluetooth 接続に問題があ
る場合は、PC の Bluetooth ドライバーま
たは Mac の iOS バージョンをアップグ
レードしてください。

 • 初めて Mac とペアリングした場
合、WeCall スピーカーが接続されて
いないように表示される場合がありま
すが、 故障ではありません。 このよう
な場合は、WeCall スピーカーを使用し
て VoIP 通話を発信するか音楽を再生
して、Bluetooth 接続を有効にしてくだ
さい。 

6 トラブルシュー
ティング
警告

 • デバイスのケースは絶対に取り外さないでくだ
さい。

システムは自分で修理しようとしないでくだ
さい。保証が無効になります。 

デバイスの使用中に問題が発生した場合
は、修理を依頼する前に以下の点を確認し
てください。 それでも問題が解決されない
場合は、Philips Web サイト（www.philips.com/
support）をご覧ください。 Philips にお問い
合わせの際は、お使いの機器と、モデル番
号およびシリアル番号をお手元にご用意く
ださい。

電源が供給されない
 • WeCall スピーカーのスイッチがオンに
なっているかどうかを確認してください 
('WeCall スピーカーをオンにする' 7 ペ
ージ を参照)。

 • WeCall スピーカーを再充電してくださ
い ('WeCall スピーカーの充電' 7 ペー
ジ を参照)。

音声が出力されない
 • WeCall スピーカーで  /  を押して音
量を調整してください。

 • 携帯電話、タブレット、または PC/Mac な
ど、接続された機器で音量を調節してく
ださい。

 • 適切な音源を選択しているかどうかを
確認してください。

 • WeCall スピーカーのスイッチがオン
になっているかどうかを確認してくだ
さい。

 • WeCall スピーカーへの Bluetooth また
は USB 接続を確認してください。

JA
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