
スイッチのオン/オフを切り替える
には      を押したままにします。

P9

Through Bluetooth, connect the P9 speaker 
with your Bluetooth device, such as an iPad, 
iPhone, Android phone, or laptop.
You can also connect the speaker to an audio 
device through an MP3 link cable (not supplied).

On your Bluetooth device, activate Bluetooth and 
search for P9. 
For the first-time connection, select P9 to start 
pairing. 
If necessary, enter the passcode. 

After successful connection, start music play on the Bluetooth device.  
The music streaming may be interrupted by obstacles between the device and P9, such as walls, or other 
devices nearby that operate in the same frequency.

If P9 is connected through Bluetooth and an MP3 link cable at the same time,  music should play 
through Bluetooth. 

P9 が Bluetooth と MP3 リンクケーブルの両方で接続されている場合、音楽は Bluetooth を利
用して再生されます。

Press and hold     to switch on or 
off.

Pairing with a device for the first time: 
White and blue light flashes alternately.
Connecting with a paired device: 
White light flashes.

To clear the paired devices from your 
speaker, press and hold     and    until the
amber light is on .

ペアリング済みデバイスをスピーカーか
ら削除するには、ライトが青点に点
灯するまで      と      を押したままにします。

The amber light is on after the paired devices are 
cleared. Then, the white and blue light flashes alternately. 
You enter the pairing mode. 

ペアリング済みデバイスが削除されると、ライトが青
色で点灯します。
その後、ライトは白と青で交互に点滅し、
ペアリングモードになります。

Connected: White light is always on and a Beep 
sounds. 
Next time you switch on P9, the speaker connects to 
the last paired device automatically. 
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Bluetooth を利用して、P9 スピーカーを iPad

、iPhone、Android フォン、ノート PC など

の Bluetooth デバイスに接続します。

スピーカーとオーディオデバイスの接続には

、MP3 リンクケーブル（別売）を使用するこ

ともできます。

Bluetooth デバイスで、Bluetooth を有効にして
から、P9 を検出します。
初めて接続する場合は、P9 を選択するとペアリ
ングが開始されます。
必要に応じてパスコードを入力します。

接続が完了したら、Bluetooth デバイスで音楽を再生します。
デバイスと P9 の間に壁があったり、同じ周波数で動作するデバイスが近くにある場合は、音楽ストリ
ーミングが中断されることがあります。

Power LEDs
電源 LED

Connection status LED
接続状態 LED

USB port
USBポート

初めてデバイスとペアリングした場合：ラ
イトが白と青で交互に点滅します。
ペアリング済みデバイスと接続した場合：
ライトが白で点滅します。

接続完了：ライトが白で点灯し、ビープ音が鳴ります。
次回 P9 のスイッチをオンにすると、スピーカーは最後
にペアリングされていたデバイスに自動的に接続されま
す。

リセット

再生
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If you are unable to complete the connection, remove the 
paired P9 from your device and then, reconnect. 
再度接続する場合：
もし、うまく接続ができない場合には、お手持ちの端末
から 登録されているP9を解除した後に、再度ペアリング
をしてください。
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When you close the protective cover, the music play is muted.  To unmute, open the cover within five seconds. 
When the protective cover is closed for more than five seconds,  the speaker is switched off. 

保護カバーを閉じると、音楽の再生はミュートされます。 
ミュートを解除するには、5 秒間カバーを開けたままにします。
保護カバーを閉めた状態で 5 秒以上経過すると、スピーカーのスイッチはオフになります。

Charging ongoing: The four power LEDs light up white alternately. Charging complete:  All four power LEDs light up white.

充電中：4 つの電源 LED ライトが白で順番に点滅します。
充電完了：4 つすべての電源 LED ライトが白で点灯します。

To check the battery level, touch the speaker.  The power LEDs light up. The red light flashes when the battery is low. 

電池残量を確認するには、スピーカーをタッチすると、電源LEDライトが点灯します。
電池残量が少なくなるとライトが赤で点滅します。

When music plays from the speaker through an MP3 link cable,  increase the volume on the audio player if necessary. 

音楽を MP3 リンクケーブルを使用してスピーカーで再生している場合に音量を上げるには、オーディオプレイヤーの音量を

上げてください。
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Specifications 仕様

Amplifier
Rated output power: 2 X 10 RMS (THD= 1%)
Signal to noise ratio:  > 65 dB
AUDIO-IN: 0.6 V RMS 22 kOhm

Bluetooth
Standard: Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR
Frequency band: 2.402 ~ 2.480 GHz ISM Band
Range: 10 m (free space)

General information
AC power
   Philips OH-1028E1502000U

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz, 800 mA MAX
Output: 15 V DC, 2 A

Built-in battery
   Model no : ICR18650X3
   Cell Model: ICR18650
   Rating: 2200 mAh, 11.1V
Operation Power Consumption: <30 W
Charging
   maximum 1000 mA for USB, 600 mA for power adapter 
   (power off)
Dimensions
   Main Unit (W x H x D): 287 x 125 x 55 mm
Weight
   Main Unit: 1.3 kg

アンプ
定格出力：2 X 10 RMS (THD= 1%)
SNR： > 65dB
オーディオ入力：0.6 V RMS 22 kOhm

Bluetooth
規格：Bluetooth 2.1 + EDR
周波数帯：  2.402～2.480 GHz ISM バンド
有効範囲：10 m（自由空間）

一般情報
AC 電源
    Philips OH-1028E1502000U
    入力：100-240 V～50/60 Hz、800 mA MAX
    出力：15 V DC、2 A
内蔵バッテリー
    モデル番号：ICR18650X3
    電池モデル：ICR18650
    定格：2200 mAh、11.1V
操作時消費電力<30 W
充電
    最大 1000 mA（USB）、600 mA（電源アダプター）（電源
    オフ時）
サイズ
   本体（幅 x 高さ x 奥行き）：287 x 125 x 55 mm
重量
   本体：1.3 kg
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