ハンズフリースピーカ

安全上のご注意

FF-001 取扱説明書

お買い上げありがとう
ございます。正しく安全にお使いいただくために、
本書をよくお読みください。お読みになった後も大
切に保管し、必要に応じてご活用ください。

□ オーディオミニプラグ接続ケーブル
約 2000mm

ここでは、あなたや他の人々への危害や財産の損害
を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため
に守っていただきたい事項を示しています。
● 注意事項は危害や損害の程度により、次の表示
をしています。

□ ハンズフリー変換ケーブル

ご確認ください
本製品の付属品と各部の名称を示します。
お買い上げの商品に次のものが同梱されていない場
合は、弊社までお知らせください。

平型プラグ

発着信スイッチ

マイク

危険
警告

□ ハンズフリースピーカ本体
約 1020mm

動作表示ランプ ヘッドホン接続端子
オーディオミニ
プラグ接続端子

注意

誤った取り扱いをした場合、死亡また
は重傷を負う差し迫った危険の発生が
想定される内容です。
誤った取り扱いをした場合、死亡また
は重傷を負うなど人身事故の原因とな
ることがあります。
誤った取り扱いをした場合、怪我をし
たり、機器の故障の原因になることが
あります。

□ 単 3 アルカリ電池× 2 本
● 図記号の意味は次のとおりです。
「特に注意していただきたいこと」を示します
（△の中に警告内容が書かれています）
。
「必ず実行していただきたいこと」を示します
（●の中に指示内容が書かれています）。
「してはいけないこと」を示します（○の中や
近くに禁止内容が書かれています）。

□ 取扱説明書（本書）
電池カバー

危険
走行中は、運転者による本製品や携帯電話
の操作をしないでください。

使用上のご注意
本製品は「平型」端子専用です。
携帯電話の「イヤホンマイク端子」をご確認くだ
さい。また、お使いの携帯電話の機種によっては
本製品のスイッチ操作による発着信ができない
場合があります。詳しくは携帯電話の取扱説明
書でご確認ください。
適合表
D253i・D253iWM・D505iS・D506i・F505iGPS・F506i・
N505iS・N506i・N506iS・P213i・P253i・P505i・

DoCoMo P505iS・P506iC・SO505iD・SO506i・SO506iC・
SO506iS・SH252i・SH505i・SH506iC
D900i・D901i・D901iS・F700i・F700iS・F880iES・
F881iES・F900i・F900iC・F900iT・F901iC・F901iS・
F O M A N700i・N900i・N900iS・N900iG・N901iC・N901iS・
P700i・P900i・P900iV・P901i・P901iS・SH700i・
SH700iS・SH851i・SH901iC・SH901iS
J-T010・V301SH・V302SH・V402SH・V501SH・
Softbank
V601SH・V601N・V401SA・V301D・V401D・V501D・
(Vodafone) V501T・V601T・V602T・V603T・V801SH・902SH・
903SH・802SH・703SH・802N・902T
A5501T・A5504T・A5506T・A5509T・A5511T・
W21T・W31T・A5404S・A1404S・W21S・W31S・
A5503SA・A5405SA・A5507SA・A5508SA・
A5510SA・W21SA・W22SA・W31SA・W32SA・
au
A5406CA・A5407CA・A5512CA・A5513CA・W21CA・
W31CA・A1403K・A5502K・W21K・W31K・W32K・
A5307ST・W22H・W31H

電池の交換のしかた
1

付属の電池について
付属の単 3 電池はテスト用のため、寿命にばら
つきがあります。あらかじめご了承ください。

● ハンズフリー変換ケーブルのマイクスイッチ
部とハ ン ズ フ リ ー ス ピ ー カ 本 体 は 、 必 ず
１メートル以上離してご使用ください。
● 携帯電話とハンズフリースピーカ本体を近づ
けると、通話時にバリッバリッといった音や
ブゥンブゥンという雑音が発生しますが、故
障ではありません。携帯電話とハンズフリー
スピーカ本体を約１メートルほど離すと雑音
が最小になります。
この現象は DoCoMo のムーバ全機種に発生
しますが、通話に支障はありません。

内部の刻印で電
池の向き（プラス／
マイナス）を確認で
きます。
マイナス側 の バネ
端子に、電池を押
し込むようにし
て取り付けてく
ださい。

濡れた手で本製品に触らないでください。
以下のような場所へは取り付けないでください。
● エアバッグの動作の妨げになる場所
● 運転の妨害となる恐れのある場所
● 突起物として危険が生じる場所
● 衝撃が加わる場所

本製品またはその付属品は、お子様が手に
触れないようにしてください。
特に乾電池には絶対に触れさせないようにご注
意ください。

注意
水滴や油などで濡らさないでください。
故障の原因になります。

分解・改造を行わないでください。
弊社では分解・改造を行った場合の責任・補償
は一切負いかねます。

3

電池カバーを元通り取り付けます。
電池カバーをハン
ズフリースピーカ
本体の取り付け部
に沿って奥にスラ
イドさせます。
カチッと音がす
るまでしっかり
と押し込んでく
ださい。

電池カバーを取り外します。

向きに注意して、単 3 電池（2 本）を
取り付けます。

警告
感電するおそれがあります。

快適にご使用いただくために

電池カバーの上
部を押しながら
手前にスライドさ
せます。

2

道路交通法で禁止されています。

取り付け部

メモ
● 電池を取り外すときは、電池をプラス側
から持ち上げます。
● 電池を取り付けると、動作表示ランプが
約 7 0 秒間点灯してから消灯します。
その後はハンズフリースピーカ本体の動
作時（音声が入ってきたとき）に点灯し、
音声の強弱に合わせて点滅します。
● 動作表示ランプの点灯は電池の寿命が無
くなるにつれて暗くなりますので、交換
の目安にしてください。

携帯電話のバッテリーの充電中は、本製
品を使用しないでください。
雑音の発生や誤動作の原因になります。

電磁気の発生している場所での使用は避
けてください。
長期間使用しない場合は、電池を外して
保管してください。
ご使用の前に電話帳やメールなどの控え
を取ってください。
本製品使用による要因で、携帯電話のメモ
リーの消失、および通話の機会を逃したため
に発生した付随的な補償について、当社では
一切の責任を負いかねます。あらかじめご了
承ください。

携帯電話とのつなぎかた
ヘッドホン接続端子

■ 自動車に取り付けて

メモ
● ハンズフリースピーカ本体には、市販の
イヤホンまたはヘッドホン（オーディオ
ミニプラグのもの）を接続できます。
イヤホン／ヘッドホンを接続した場合
は、スピーカから音が出ません。

オーディオミニ
プラグ接続ケーブル
オーディオミニ
プラグ接続端子

マイクスイッチ部
（マイクと発着信スイッチ）

ハンズフリースピーカ本体
コード止め
（両面テープなどで固定します）

こんな使いかたができます！
■ 鞄、バッグなどに入れて
カバンから携帯電話を取
り出さずに電話を受けて
お話ししたり、電話をか
けたりできます。

■ モノラルスピーカとして
ミニラジオやコンパ
クトプレイヤーなど
に接続すれば、アン
プ付きのモノラルス
ピーカとして使用で
きます。

ハンズフリー
変換ケーブル

携帯電話の
平型端子

携帯電話

クリップでカバンの
肩ひもや胸ポケット
に取り付けることが
できます！

● 携帯電話の機種により、平型端子の向きが異なります。
端子とプラグの向きに注意して接続してください。

電話を受ける
1

携帯電話の呼び出し音が鳴ったら、
「発着信スイッチ」を長押しします。

2

メモ
● 本製品を使用するには、あらかじめ携帯
電話でリモートスイッチ（本製品の発着
信スイッチ）を使用する設定が必要な場
合があります。詳しくはお使いの携帯電
話の取扱説明書をご覧ください。

約２秒間押し続けると「プープー」と
鳴って電話が切れます。
相手のかたが電話を切った場合は、同様
に「プープー」と鳴り、自動的にこちら
からの通話も切れます。

約２秒間押し続けると電話に出ることが
できます。スイッチを離してお話しくだ
さい。

発着信スイッチを
約２秒長押し

電話を切るには、もう一度「発着信ス
イッチ」を長押しします。

マイクに向かって
お話しください。

● 携帯電話で「自動着信」を設定すると、ス
イッチを押さなくても自動的に電話に出
ることができます。詳しくはお使いの携
帯電話の取扱説明書をご覧ください。

発着信スイッチを
約２秒長押しして
電話を切ります。

● 通話を終えた後も、しばらく動作表示ラ
ンプが点灯していることがあります。

電話をかける
1

待ち受け中に「発着信スイッチ」を長
押しします。
あらかじめ携帯電話で設定した番号に電
話をかけます。
発着信スイッチを使わずに、普通に携帯
電話でダイヤルしたり、電話帳から電話
をかけることもできます。

発着信スイッチを
約２秒長押し

マイクに向かって
お話しください。

2

電話を切るには、もう一度「発着信ス
イッチ」を長押しします。
約２秒間押し続けると「プープー」と
鳴って電話が切れます。
相手のかたが電話を切った場合は、同様
に「プープー」と鳴り、自動的にこちら
からの通話も切れます。
発着信スイッチを
約２秒長押しして
電話を切ります。

メモ
● 発着信スイッチを使用して電話をかける
には、あらかじめ電話をかけたい番号を
イヤホン発信用として登録しておく必要
があります。詳しくはお使いの携帯電話
の取扱説明書をご覧ください。
● 通話を終えた後も、しばらく動作表示ラ
ンプが点灯していることがあります。
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