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1 重要

安全上の注意

安全上の重要な情報
•	 すべての警告に注意してください。
•	 すべての指示に従ってください。
•	 機器を水の近くで使用しないでください。
•	 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、電源コードまたはプラグ
の損傷、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。

•	 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）。 
•	 間違った方法で電池を装着すると、破裂の危険があります。 電池を入

れ換える場合は、同じ型の電池、または同等の電池のみを使用してく
ださい。 

警告

 • 機器のケーシング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。
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通知

WOOX Innovations 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。

 
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。
WOOX Innovations は、この製品が 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。 適合宣言書
は、www.philips.com/support でご覧になれます。

古くなった製品の廃棄

 
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。
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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、WOOX Innovations 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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注

 • タイププレートは機器の底面にあります。
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2 ポータブルスピーカー

Philips 製品をご購入いただきありがとうございます。 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

このスピーカーを使用して、次のことをお楽しみいただけます。
•	 Bluetooth 接続経由で外部デバイスのオーディオを再生する。
•	 AUX ソケットを使用して外部デバイスのオーディオを再生する。
•	 電話をかける。

パッケージの内容

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。
•	 製品本体
•	 USB ケーブル
•	 ショートユーザーマニュアル
•	 安全シート
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スピーカーの概要

  
a バッテリ/Bluetooth インジケータ

•	 BT100 のステータスに応じて、点灯、点滅、または消灯します。
•	 詳細については、「充電インジケータ」および「Bluetooth インジケー
タ」のセクションを参照してください。

b 内蔵マイク

c 
•	 着信に応答するには押す。
•	 現在の通話を終了するには押す。
•	 着信を拒否するには 3 秒間押し続ける。
•	 通話を BT100 と携帯電話の間で転送するには 3 秒間押し続ける。
•	 Bluetooth モードで、ペアリング情報を削除するには 8 秒間押し続
ける。

d DC IN
•	 USB ケーブルを使用して BT100 を充電する。

e OFF  AUX
•	 スライドして Bluetooth/AUX IN モードを選択する。
•	 スライドしてスピーカーの電源をオフにする。

f AUX
•	 外部プレーヤーに接続する。

d

c
b

e

f
a
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3 はじめに

この章の指示には、必ず順番どおりに従ってください。

内蔵バッテリーの充電

BT100 は、内蔵の充電式バッテリーから電力を供給されます。

注

 • 使用する前に内蔵バッテリーを完全に充電してください。

 
付属の USB ケーブルで次のソケットを接続します。
•	 スピーカーの DC IN ソケット
•	 コンピュータの USB ソケット 

OFF      
  AUX
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充電インジケータ

LED バッテリー
Bluetooth モード 青で点滅/青で点灯（動作ステー

タスによって異なる）
充電中

青で点滅/青で点灯（動作ステー
タスによって異なる）

充電完了

AUX 入力モード 白で点滅 充電中
白で点灯 充電完了

OFF モード 白で点滅 充電中
消灯 充電完了

注

 • Bluetooth モードでバッテリーが空の場合、BT100 は自動的にオフになります。 充電
中、Bluetooth インジケータは白で点滅します。 Bluetooth モードに戻すには、BT100 をオフに
して、Bluetooth モードをもう一度選択します。

ソースの選択または電源をオフにする

OFF  AUX スイッチをスライドして、ソースを選択するか、BT100 の電源を
オフにします。
•	  ：Bluetooth 接続経由で外部 Bluetooth デバイスの音楽を再生します。
•	 AUX 入力：オーディオ入力ケーブルを使用して外部デバイスの音楽を

再生します。
•	 オフ：BT100 の電源をオフにします。
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4 Bluetooth デバイスの使用

このスピーカーでは、Bluetooth でプレーヤーのオーディオを再生したり電話
をかけることができます。

注

 • オーディオ入力ケーブルが AUX ソケットに接続されていないことを確認してください。
 • フィリップスは、すべての Bluetooth デバイスとの互換性を保証しません。
 • デバイスとこのシステムをペアリングする前に、Bluetooth の互換性についてデバイスのマニ
ュアルを読んでください。

 • この製品は、ペアリングしたデバイスを最大 8 件記憶できます。
 • デバイスで Bluetooth 機能が有効になっていること、およびデバイスが他のすべての 

Bluetooth デバイスから認識されるように設定されていることを確認してください。
 • このシステムと Bluetooth デバイスの間に障害物があると有効動作範囲が狭くなることが
あります。

 • 干渉の原因となり得る他の電子機器から離してください。

デバイスの接続

1 スライダーを  に切り替えます。
2 Bluetooth デバイスで BT100 を検索します。
3 デバイスリストで、PHILIPS BT100 を選択します。

•	 PHILIPS BT100 との Bluetooth 接続の許可を求めるメッセージが表
示された場合は、メッセージを確認します。

•	 パスワードが必要な場合は、「0000」と入力してから確認します。
 » Bluetooth 接続が完了すると、BT100 でビープ音が 2 回鳴ります。

Bluetooth インジケータ
上部の LED インジケータは Bluetooth 接続のステータスを示します。

LED Bluetooth 接続
青で点滅 接続中または接続待機中
青で点灯 接続済み
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デバイスの切断
•	 BT100 で、この製品との Bluetooth 接続を無効にします。
•	 通話中でないときに、BT100 で  を押し続けます。

注

 • 他の Bluetooth デバイスを接続する前に、現在のデバイスを切断します。

デバイスの再接続
•	 ペアリングされた Bluetooth デバイスで自動再接続が有効になってい

る場合、この製品はデバイスを検出すると再接続します。 
•	 ペアリングされた Bluetooth デバイスが自動再接続をサポートしていな

い場合は、この製品と手動で再接続します。

Bluetooth でのオーディオの再生

注

 • 接続された携帯電話に着信があった場合は、音楽の再生が一時停止します。

ボタン 機能
Bluetooth ペアリング情報を削除するには、8 秒間押し続ける。
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通話の発信

Bluetooth モードでのボタンの機能

ボタン ステータス 機能
着信中 着信に応答するには押す。

着信を拒否するには 3 秒以上押し続ける。
通話中 現在の通話を終了するには押す。

通話を BT100 と携帯電話の間で転送するには 3 
秒以上押し続ける。
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5 外部デバイスの音楽の再生

MP3 プレーヤーなどの外部デバイスの音楽を BT100 で聴くことができます。

  
1 3.5 mm コネクターを使用してオーディオ入力ケーブルで次のソケット

を接続します。
•	 この製品の AUX ソケット
•	 外部デバイスのヘッドフォンソケット

2 スライダーを AUX の位置に切り替えます。
3 デバイスのオーディオを再生します（詳細はデバイスのユーザーマニ

ュアルを参照）。

OFF      
  AUX

OFF      
   AUX

1

2
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6 製品情報

注

 • 製品情報は予告なく変更されることがあります。

アンプ
定格出力 2W RMS
信号対雑音比（SN 比） >70dB
Aux-in リンク 300 mV RMS、10 kohm

Bluetooth
Bluetooth 仕様 V3.0 + EDR
対応プロファイル HFPv1.5、AD2Pv1.2
先進機能 エコー／ノイズキャンセリング
有効範囲 見通し距離 10 m（33 フィート）
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一般情報
DC 電源 USB：5V、500mA
内蔵リチウムポリマーバッテリー 3.7V 500mAH
バッテリー動作時間 8 時間異常

寸法 - 本体（L x W x H） 63 x 63 x 82 mm
重量 - 本体 0.18 kg
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7 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。

General（全般）

電源が供給されない
•	 スピーカーを充電してください。

音声が出力されない
 • 接続されたデバイスで音量を調整します。
 • Bluetooth でオーディオを聴く場合は、AUX ソケットにオーディオ入力ケ
ーブルが接続されていないことを確認してください。

 • Bluetooth デバイスを有効動作範囲内で使用していることを確認してく
ださい。

スピーカーが応答しない
 • スピーカーを再起動してください。

Bluetooth デバイスについて

Bluetooth 対応デバイスに接続するとオーディオ品質が低下する。
 • Bluetooth の受信状態が良くありません。 デバイスを製品の近くに移動
するか、間にある障害物を取り除きます。
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デバイスに接続できない。
 • デバイスの Bluetooth 機能がオンになっていません。 Bluetooth 機能を
オンにする方法については、Bluetooth デバイスのユーザーマニュアルを
参照してください。

 • この製品が既に別の Bluetooth 対応デバイスに接続されています。 デバ
イスを切断してから、もう一度試してください。

ペアリングしたデバイスの接続と切断が繰り返される。
 • Bluetooth の受信状態が良くありません。 デバイスを製品の近くに移動
するか、間にある障害物を取り除きます。

 • デバイスによっては、省電力機能で自動的に Bluetooth 接続がオフにな
ることがあります。 これはこの製品の不具合ではありません。
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