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1	 重要

安全上の注意
•	 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。

•	 ユーザーマニュアルに記載されている
電源のみを使用してください。

•	 製品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製品の上に置かな
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）。 

•	 電池（バッテリーパック、または装着さ
れている電池）を、日光や炎など過度の
熱にさらさないでください。

•	 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。

•	 ダイレクトプラグインアダプタのプラグ
を断路装置として使用している場合、断
路装置はすぐに動作可能な状態にして
おいてください。

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。

 • 機器は直射日光、裸火、熱から離して置いてくだ
さい。 

 • 機器を電源から切断するために、電源コード、プラ
グ、アダプターに手が届きやすいようにしておいて
ください。

通知
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。

環境への配慮
古い製品および電池の廃棄
ご使用の製品は、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。
このような製品を家庭のゴミと一緒に捨て
ることがないようにご注意ください。 お住
まいの地域での電気製品および電池の分
別収集ルールを確認してください。 製品お
よび電池を分別収集することにより、環境と
健康への潜在的なマイナス要因が削減さ
れます。
ご使用の製品には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。 電池を分別収集するこ
とにより、環境と健康への潜在的なマイナス
要因が削減されます。
お住まいの地域のリサイクルセンターにつ
いて詳しくは、www.recycle.philips.com を
参照してください。

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。 梱包材や
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。

http://www.recycle.philips.com
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商標に関する通知

		
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。 

		
「Made for iPod」および「Made for 
iPhone」は、各電子アクセサリーが iPod ま
たは iPhone に接続されるよう設計されて
おり、Apple の定める性能基準を満たしてい
ることが開発者によって保証されていること
を示します。 Apple はこの装置の操作およ
び安全および規制基準への遵守に関する責
任を負いません。 この製品を iPod または 
iPhone で使用する場合、ワイヤレス性能に
影響することがあります。
iPod および iPhone は、米国および他の国
々で登録された Apple Inc. の商標です。 

適合性
クラス	II	機器シンボル：

	
クラス II 機器は、二重絶縁が講じられてお
り、保護用接地の手段を持っていません。

注

 • タイププレートは電池コンパートメントの内側に
あります。

2	 ドッキングスピ
ーカー

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
•	 交換可能プラグアダプター
•	 クイックスタートガイド
•	 安全上の注意および通知

ドック用	iOS	アプリ
DS3480 のライトニングドックを使用する
と、iPhone／iPad で次のアプリを使用でき
ます。
 • ClockStudio	アプリ（サウンド設定、イ
ンターネットラジオの再生、時計および
アラームの設定、ファームウェアの更新
などができます）

ヒント

 • ClockStudio アプリは、iPhone／iPad の App	
Store からダウンロードできます。
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概要	
a 

•	 押すと、電源のオン／オフが切
り替わります。5 秒間押し続ける
と、Bluetooth がリセットされます。

•	 バッテリレベルインジケータ

b DC	IN
•	 付属の AC／DC 電源アダプター用
の AC 電源コネクター

c 
•	 外部デバイス用の充電コネクター 

d AUDIO	IN
•	 外部オーディオデバイス用のオーデ
ィオ入力コネクター

e 
•	 Bluetooth ステータスインジケータ

f 	iPod／iPhone	用ライトニングコネクタ
ーのドック

g 	、	
•	 音量の調節
•	 電源オン／オフ時のインジケータ

f

e

g

a

b

c

d

3	 はじめに

DS3480	を充電する
DS3480 の内蔵バッテリーは、付属の 
AC／DC 電源アダプターで充電します。 
1	 プラグをアダプターに接続します。
2	 AC 電源アダプターを次の箇所に接続
します。
•	 ドッキングスピーカー背面の電源
ソケット

•	 壁の電源コンセント	 » 充電中は、 
DS3480 の電源がオンの場合、  
は緑で点滅します。 
DS3480 の電源がオフの場合、  
は赤で点灯します。 
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 » 充電が完了すると、DS3480 の電源
がオンの場合、  は緑で点灯しま
す。DS3480 の電源がオフの場合、 
 は消えます。

ヒント

 • バッテリー残量が少なくなると、  は赤で点滅し
ます。

 • 充電式バッテリーの充電回数には制限があります。 
バッテリーの寿命や充電回数は、使用状況や設定
によって異なります。

電源のオン／オフを切り替
える
•	  を押して電源をオンにします。

 »  と  がオレンジで点灯します。 
 » Bluetooth ステータスインジケ
ータが点滅します。 DS3480	 が 
Bluetooth とペアリングまたは再接
続します。 

	
•	 電源をオフにする場合は、再度  を押
します。

自動スタンバイ
アイドルモード（再生されていない、ボタン
が操作されない状態）が 15 分続くと、プレ
イヤーの電源はオフになります。

4	 再生

ライトニングドックで再生する
DS3480 のライトニングドックを使用する
と、iPhone／iPod を再生できます。対応機
種は、次のとおりです。 
 • iPhone 5
 • iPod touch（第 5 世代）
 • iPod nano（第 7 世代）
1	 DS3480 の電源がオンになっているこ
とを確認してください。

2	 iPhone／iPod をドックに取り付けます。

	
•	 初めて iPhone／iPod をDS3480 
に取り付けた場合は、次のように
指示されるため、iPhone／iPod に 
ClockStudio アプリをインストール
します。 

		
3	 iPhone／iPod で音楽を再生します。 

ヒント

 • iPhone／iPod をドックから取り外すには、上に引
き上げます。

App store Ignore
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Bluetooth	で再生する
Bluetooth を使用すると、DS3480 
で Bluetooth 対応デバイス
（iPad、iPhone、Android フォン、ノート型 
PC など）の音楽を再生できます。	
Bluetooth	で接続する
1	 DS3480 で  を押して電源をオンに
します。

 » Bluetooth ステータスインジケ
ータが点滅します。 DS3480	 が 
Bluetooth とペアリングまたは再接
続します。 

	2	 Bluetooth デバイスで Bluetooth をオ
ンにしたら、Philips	DS3480 を検索し
ます。
•	 初めて接続するときは、Philips	

DS3480 を選択してペアリングを開
始します。

 » 接続が完了すると、Bluetooth イン
ジケータが青で点灯し、ビープ音が 
2 回鳴ります。 

		
 » 次回 DS3480 の電源をオンにす
ると、スピーカーは最後にペアリン
グしたデバイスと自動的に接続さ
れます。 

PHILIPS DS3480
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ヒント

 • 別の Bluetooth デバイスと DS3480 を接続さ
せる場合は、使用中の Bluetooth デバイスで 
Bluetooth をオフにします。

 • DS3480 からペアリングされたデバイスを削除す
るには、  を 5 秒間押し続けます。

Bluetooth	デバイスから再生する
1	 ライトニングドックから iPhone／iPod 
を取り外していることを確認します。 

2	 接続が完了したら、DS3480 で音楽を
再生します。 	
注

 • DS3480 と Bluetooth デバイスの距離が 10 m 
以内であることを確認します。

 • 音楽のストリーミング再生は、デバイスと DS3480 
間の障害物（壁、または同じ周波数を使うその他デ
バイスなど）によって途切れる場合があります。

オーディオケーブルで再生
する
MP3 接続ケーブルを使用して、MP3 プレイ
ヤーなどの外部オーディオデバイスの音楽
を DS3480 で再生することもできます。 
1	 DS3480 と外部オーディオデバイスを 

MP3 接続ケーブルで接続します。 	2	 DS3480 で次を行います。 
•	 DS3480 に取り付けた 

iPhone／iPad の音楽が一時停止さ
れていることを確認します。

•	 DS3480 に接続された Bluetooth 
デバイスの Bluetooth をオフにし
ます。

3	 外部オーディオデバイスで音楽を再生
し、音量を調整します。 
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音量を調整する
•	  または  を繰り返し押します。 
•	 すばやく音量を上げる、または下げるに
は、  または  を押し続けます。 
 » 最大音量または最小音量になる
と、  または  はオレンジで点滅
します。

	
5	 充電

ライトニングドックで充電す
る
DS3480 のライトニングドックでは、音楽
を再生しながら iPhone／iPod を充電でき
ます。 
1	 iPhone／iPod を DS3480 のライトニ
ングドックに取り付けます。 

2	 DS3480 を電源に接続します。 

		
USB	コネクターで充電する
DS3480 の USB コネクターを使用して携
帯電話を充電できます。 
1	 DS3480 と外部デバイスを USB ケー
ブルで接続します。 

2	 DS3480 を電源に接続します。 
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6	 ファームウェア
を更新する

iPhone／iPod の ClockStudioアプリを使
用して DS3480 のファームウェアを更新で
きます。
1	 iPhone／iPod がインターネットに接続
されていることを確認します。 

2	 DS3480 のライトニングドックに 
iPhone／iPod を取り付けます。
 » ClockStudio が利用可能な更新フ
ァームウェアを検索開始します。 

 » 更新ファームウェアがある場合、メッ
セージが表示されます。 

		3	 画面の指示に従って、ファームウェアの
更新を完了します。

注

 • ファームウェアの更新時は、iPhone／iPod の電源
をオンにしたまま DS3480 から取り外さないでく
ださい。

7	 仕様

アンプ
定格出力 5 W RMS x 2

一般情報
電源

 - AC 電源

 - 電池

モデル： 
KSASB0241200200D5
入力：100-240 V～ 
50/60 Hz、48-62 VA、0.6 A
出力：12 V  2.0 A
リチウムイオンバッテリー

操作時消費電力 <18 W
スタンバイモー
ド時消費電力

<0.5 W

iPod/iPhone の
最大負荷

5 V  1 A

サイズ 
 -  本体 

(W x H x D）
274 x 143 x 109 mm

重量
 - 本体 1.2 kg
動作温度と
湿度：

0°C～45°C、5%～90% 
湿度（全天候時）

保管温度と
湿度：

-40～70 °C、5～95 %

Bluetooth
Bluetooth のバ
ージョン

V2.1 + EDR

周波数帯 2.402～2.480 GHz ISM 
バンド

範囲 10 m（自由空間）
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8	 トラブルシュー
ティング
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。

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。 
機器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。

音がしない／音質が悪い
	• ドッキングスピーカーの音量を調節して
ください。	

	• iOS	デバイス、Bluetooth	デバイス、そ
の他外部デバイスの音量を調整してく
ださい。

スピーカーのボタンを押して
も反応がない
•	 ドッキングスピーカーで  と  を同

時に 3 秒間押してください。 ドッキン
グスピーカーが出荷時設定に復元さ
れます。

•	 AC 電源の接続を外し、再接続してから
ドッキングスピーカーの電源を再びオ
ンにしてください。

Bluetooth	の接続について
Bluetooth	接続が成功したのに	Bluetooth	
デバイスから音楽が再生できない
	• この	Bluetooth	デバイスは、スピーカー
での音楽再生には使用できません。	

Bluetooth	デバイスで再生すると音質が低
下する
	• Bluetooth	の受信状態が良くありませ
ん。	Bluetooth	デバイスをスピーカー
に近づけるか、Bluetooth	デバイスとス
ピーカーとの間にある障害物を取り除い
てください。

Bluetooth	デバイスとスピーカーを接続で
きない
	• 接続しようとしている	Bluetooth	デバイ
スは、スピーカーに必要なプロファイル
に対応していません。	

	• 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、デバイスのユーザ
ーマニュアルを参照してください。

	• スピーカーがペアリングモードになって
いません。	

•	 スピーカーが既に別の Bluetooth デバ
イスに接続されています。 該当するデ
バイスの Bluetooth 機能をオフにして
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。	Bluetooth	デバイスをスピーカー
に近づけるか、Bluetooth	デバイスとス
ピーカーとの間にある障害物を取り除い
てください。

	• 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。	





Specifications	are	subject	to	change	without	notice
©	2013	Koninklijke	Philips	Electronics	N.V.
All	rights	reserved.

DS3480_98_UM_V1.0
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