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1 安全上の重要な
情報

聴力に関する安全性

  
危険

•• 聴力の低下を防ぐため、大音量での使用は短時間とし、
通常は適切な音量で使用してください。•音量を大きく
する場合は使用時間を短くしてください。

ヘッドフォンを使用する場合は、次のガイドライ
ンに従ってください。
• 適切な音量と使用時間を守ってください。
• 耳が慣れてきたと感じた場合でも、音量を

上げ過ぎないでください。
• 周囲の音が聞き取れないほど音量を上げ

ないでください。
• 危険が予測される状況での使用は十分に

注意し、必要に応じて使用を中断してくだ
さい。

• イヤフォンおよびヘッドフォン使用時の過
度の音量は、聴力低下の原因となります。

• 運転中は、ヘッドフォンで両耳を覆わない
でください。地域によっては、運転中のヘッ
ドフォンの使用が法律で禁じられているこ
とがあります。

• 歩行中やその他危険が予測される状況で
は、音楽や電話で集中力が散漫になると危
険ですので、使用しないでください。

一般情報

損傷および故障を防ぐために：

注意

•• ヘッドセットを過度の熱にさらさないでください。
•• ヘッドセットを落とさないでください。
•• ヘッドセット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。
•• ヘッドセットを水に浸さないでください。
•• アルコール、アンモニア、ベンゼン、または研磨剤を含
む洗浄剤はいっさい使用しないでください。
•• 汚れた場合は、少量の水または薄めた石けん水で湿ら
せた軟らかい布で拭いてください。
•• 内蔵電池を直射日光や炎などの過度の熱にさらさな
いでください。
•• 間違った型の電池を装着すると、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。

動作／保管時の温度と湿度
• 保管時の温度は•-15°C～55°C•です。動作

時の温度は•45°C（最高）（相対湿度は最高•
90％）です。

• 高温または低温の環境では、電池の寿命
が短くなることがあります。
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2 Bluetooth ワイ
ヤレスヘッドフォ
ン 

フィリップス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
このフィリップスワイヤレスヘッドセットは、次
のようにご利用いただけます。
• 便利なハンズフリー通話をワイヤレスで

楽しむ
• 音楽をワイヤレスで制御する
• 通話と音楽を切り替える

パッケージの内容

フィリップス完全ワイヤレスヘッドセット 
SHB4385

  
交換可能なゴム製イヤーキャップ•2•

充電ケース

USB•充電ケーブル（充電専用）•• 

クイックスタートガイド

その他のデバイス

Bluetooth•をサポートし、このヘッドセットと適
合する、携帯電話や他のデバイス（たとえば、ノ
ート型•PC、Bluetooth•アダプター、MP3•プレイ
ヤー、など）•('テクニカルデータ'•12•ページ•を
参照)。

Bluetooth ワイヤレスヘッドセ
ットの概要 
 

3

1

2



4
JA

4

5  
a マイク

b マルチファンクションボタン 

c LED インジケータ（ヘッドセット）

d Micro USB 充電スロット

e LED インジケータ（充電ケース）
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3 はじめに

充電

注

•• 電池を適切な容量と寿命で動作させるために、ヘッド
セットを初めて使用する前に、ヘッドセットを充電ケー
スにセットして約•3•時間充電してください。
•• 製品に付属の•USB•充電ケーブルのみを使用してくだ
さい。その他のケーブルの使用は故障の原因となるこ
とがあります。
•• ヘッドセットを充電するときは通話を終了してくださ
い。ヘッドセットと充電器を接続すると電源がオフに
なります。

充電ケース
USB•ケーブルの一方の端を充電ケースに接続
し、もう一方の端を電源に接続します。

 » 充電ケースの充電が開始されます。
• 充電中は、ケースの•USB•ソケットの横にあ
る•LED•ライトが白で点灯します。

• 充電ケースが完全に充電されると、インジ
ケータライトは消灯します。

ヒント

•• 充電ケースは、ヘッドセットを充電するためのポータブ
ルなバックアップ電池としても使用できます。充電ケー
スが完全に充電されている場合、ヘッドセットを•1•回、
完全に再充電できます。

ヘッドセット
充電ケースにヘッドセットをセットします。
 » ヘッドセットの充電が開始されます。

• 充電中はイヤーピースの•LED•ライトが白
で点灯します。

• ヘッドセットが完全に充電されると、インジ
ケータライトは消灯します。

 

ヒント

•• 通常、（ヘッドセットまたは充電ケースを）完全に充電す
るには約•2•時間かかります。
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ヘッドセットと Bluetooth デバ
イスを初めてペアリングする

1 ヘッドセットが完全に充電され、電源がオ
フになっていることを確認します。

2 両方のイヤーピースのマルチファンクショ
ンボタンを約•3•秒間押し続けます。

 

  
 » 両方のイヤーピースの LED が白で 3 
回点滅した後、青で点滅します。

 » 両方のイヤーピースの電源がオンにな
り、相互にペアリングします。

 » ヘッドセットがペアリングモードにな
り、Bluetooth デバイス（携帯電話など）
とペアリングできるようになります。

3 Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオ
ンにします。

4 ヘッドセットを Bluetooth デバイスとペア
リングします。Bluetooth デバイスのユーザ
ーマニュアルを参照してください。

注

•• 電源をオンにした後、以前接続したことのある•
Bluetooth•デバイスを検出できない場合、ヘッドセット
は自動的にペアリングモードへ切り替わります。

ヘッドセットと Bluetooth デバ
イスとのペアリング

1 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにしま
す。
 » ヘッドセットは 2 分間ペアリングモー
ドになります。

2 ヘッドセットを携帯電話とペアリングしま
す。詳細については、携帯電話のユーザー
マニュアルを参照してください。

ヒント

•• ヘッドセットには最近ペアリングした•4•台までのデバイ
スが記録されます。4•台を超えるデバイスをペアリング
しようとすると、一番古いデバイスが新しいデバイスで
置き換えられます。

次に、ヘッドセットと•Bluetooth•デバイスをペア
リングする方法の例を示します。

1 Bluetooth•デバイスの•Bluetooth•機能を
オンにして、Philips SHB4385•を選択し
ます。

2 ヘッドセットのパスワードの入力を求
められたら、「0000」（ゼロ•4•つ）を入力
します。Bluetooth•3.0•以降に対応する•
Bluetooth•デバイスの場合は、パスワード
を入力する必要はありません。

 Philips SHB4385SHB4405
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ヘッドセットを別の Bluetooth デ
バイスとペアリングする
ヘッドセットを別の Bluetooth デバイスとペアリン
グする場合、以前ペアリング／接続したその他の全
デバイスの Bluetooth 機能をオフにしてください。
その後は、「ヘッドセットと Bluetooth デバイスを初
めてペアリングする」の手順に従います。

注

•• ヘッドセットのメモリには、最大•2•台のデバイスとの
リンクが記憶されます。2•台を超えるデバイスとペアリ
ングすると、最も古いペアリングデバイスが置き換え
られます。
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4 ヘッドフォンの
使用

ヘッドセットを Bluetooth デ
バイスに再接続する

1 Bluetooth•デバイスの•Bluetooth•機能をオ
ンにします。

2 ヘッドセットの電源がオフになっているこ
とを確認します。

3 ヘッドセットの両方のイヤーピースのマル
チファンクションボタンを約•3•秒間押し続
けます。  
 » 両方のイヤーピースの LED が白で 3 
回点滅した後、青で点滅します。

 » 両方のイヤーピースの電源がオンにな
り、相互にペアリングします。

 » ヘッドセットは、最後に接続した 
Bluetooth デバイスを探して自動的に
再接続します。最後に接続したデバイ
スが見つからない場合、ヘッドセット
はその前に接続したデバイスを探して
再接続します。

ヒント

•• ヘッドセットは、複数のデバイスに同時に接続すること
はできません。2•台の•Bluetooth•デバイスとペアリング
している場合、接続するデバイスの•Bluetooth•機能の
みをオンにしてください。
•• ヘッドセットの電源をオンにしてから•Bluetooth•デバイ
スの•Bluetooth•機能をオンにした場合は、デバイスの•
Bluetooth•メニューにアクセスし、ヘッドセットを手動で
そのデバイスに接続する必要があります。

注

•• ヘッドセットが•15•分以内に•Bluetooth•デバイスに接続
できなかった場合は、電池の消耗を防ぐために電源が
自動的にオフになります。
•• Bluetooth•デバイスによっては、自動接続できない
場合があります。その場合は、デバイスの•Bluetooth•
メニューにアクセスして、ヘッドセットを手動でその•
Bluetooth•デバイスに接続する必要があります。

電源オン／オフ

タスク マルチ
ファンク
ションボ
タン

操作

ヘッドセッ
トの電源を
オンにする

右および
左のイヤ
ーピース

3 秒間押し続けます。

ヘッドセッ
トの電源を
オフにする

右または
左のイヤ
ーピース

4•秒間押し続けます。
 » LED が白で 1 回
点滅

通話と音楽の管理
音楽コントロール

タスク マルチ
ファンク
ションボ
タン

操作

音楽を再生／一
時停止する

右のイヤ
ーピース

1•回押します。

右または
左のイヤ
ーピース

4•秒間押し続
けます。LED•が
白で•1•回点滅

次の曲に進む 右のイヤ
ーピース

2•回押します。

前の曲に進む 右のイヤ
ーピース

3•回押します。
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音量大 左のイヤ
ーピース

2•回押します。

音量小 左のイヤ
ーピース

1•回押します。

通話コントロール

タスク マルチ
ファンク
ションボ
タン

操作

着信に応答す
る／通話を終了
する

右のイヤ
ーピース

1•回押します。
 » ビープ音
が 1 回鳴
ります。

着信を拒否する 右のイヤ
ーピース

1•秒間押し続
けます。
 » ビープ音
が 1 回鳴
ります。

通話中に通話を
切り替える

右のイヤ
ーピース

2•回押します。

音声コントロール

タスク マルチ
ファンク
ションボ
タン

操作

Siri/Google•Now 右のイヤ
ーピース

2•回押した
後、1•秒間押し
続けます。

LED インジケータのステータ
ス  

ヘッドセットの
ステータス

LED

ヘッドセットは•
Bluetooth•デバ
イスに接続さ
れ、スタンバイ
モードになって
います。

LED•が•5•秒間隔で青で点滅
します。

ヘッドセットの
電源がオンにな
りました。

LED•が•3•回白で点滅します。

ヘッドセットは
ペアリングモー
ドになってい
ます。

LED•が青で点滅します。

ヘッドセットの
電源はオンに
なっています
が、Bluetooth•
デバイスに接
続されていま
せん。

LED•が青で点滅します。接続
できない場合、ヘッドセットは
約•15•分で自動的にオフにな
ります。

バッテリー残量
が低下してい
ます（ヘッドセ
ット）。

バッテリー残量の低下を伝え
る音声がヘッドセットに流れ
ます。

バッテリー残量
が低下してい
ます（充電ケー
ス）。

充電ケースの•LED•が•1•秒間隔
で赤で点滅します。

電池の充電が
完了していま
す（ヘッドセッ
ト）。

ヘッドセットの•LED•が白で消
灯します。

電池の充電が
完了しています
（充電ケース）。

充電ケースの•LED•が消灯し
ます。
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装着方法

 
1 2

3
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5 ヘッドセットを出
荷時設定にリセ
ットする

ペアリングや接続で問題が生じた場合、以下の
手順に従ってヘッドセットを出荷時設定にリセ
ットしてください。

1 Bluetooth デバイスで Bluetooth メニュー
にアクセスし、デバイスリストから < > を
削除します。

2 Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオ
フにします。

3 ヘッドセットの電源をオフにします。その
後、両方のイヤーピースのマルチファンク
ションボタンを 11 秒間押し続けます。
 » 電源がオンになったことを伝える音声
が流れた後、両方のイヤーピースから
ビープ音が聞こえます。ペアリングの記
録が削除されます。

 » 次に、左のイヤーピースからビープ音
が聞こえた後、右のイヤーピースから
ビープ音が聞こえます。イヤーピース
が相互にペアリングを試みます。

 » 右のイヤーピースからビープ音が 2 
回聞こえた後、左のイヤーピースから
ビープ音が 2 回聞こえます。イヤーピ
ースが相互にペアリングされます。

4 ヘッドセットを Bluetooth デバイスとペ
アリングするには、Bluetooth デバイスの 
Bluetooth 機能をオンにして < > を選択
します。



12

6 テクニカルデ
ータ

ヘッドセット
• 音楽再生時間：6 時間（充電ケースの使

用により、さらに 6 時間）
• 通話時間：6 時間（充電ケースの使用に
より、さらに 6 時間）

• 待機時間：200 時間
• 充電時間：2 時間
• 充電式リチウムイオン電池：105 mAh（

各イヤーピース）
• Bluetooth バージョン：4.2

• 対応 Bluetooth プロファイル： 
• HSP（ハンズフリープロファイル - 

HFP） 
• A2DP（高度オーディオ配信プロフ
ァイル） 

• AVRCP（オーディオ／ビデオリモー
ト制御プロファイル）

• 対応オーディオコーデック：SBC
• 周波数帯域：2,402～2,480 GHz
• 送信機電力：4 dBm 未満
• 動作範囲：最大 10 m（33 フィート）

充電ケース
• 充電時間：2•時間
• 充電式リチウムイオン電池：350•mAh

注

•• 仕様は予告なく変更されることがあります
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7 通知

適合宣言

Gibson•Innovations•は、この製品が指令•
2014/53/EU•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.p4c.philips.com•でご覧い
ただけます

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。

 
このマークが付いた製品は、欧州連合における
指令•2012/19/EU•の適用を受けていることを
表します。

  
このマークは、この製品に欧州指針•2013/56/
EU•が適用される充電式電池が含まれており、
一般の家庭ごみと一緒に捨てることができない
ことを示しています。•製品を正規の収集場所に
持ち込み、専門家に充電式電池を取り外しても
らうことを強くお勧めします。•
お住まいの地域の電気電子製品および充電式
電池の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。•古くなった製品の適切な廃
棄は、環境と人体に及ぼす影響の低減につな
がります。

内蔵電池の取り外し

お住まいの地域に電気電子製品の回収／再利用
システムがない場合は、ヘッドフォンを廃棄する
前に電池を取り外してから、回収に出すようにし
てください。

• 電池を取り外す前に、充電ケースからヘッド
セットを必ず取り出してください。
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• 電池を取り外す前に、充電ケースから USB 
充電ケーブルを必ず抜いてください。

1

2

3

EMF の順守

この製品は、電磁場への暴露に関して適用され
るすべての規格および規制に準拠しています。

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。

商標

Bluetooth

Bluetooth•ワードマークおよびロゴは•Bluetooth•
SIG,•Inc.•が所有する登録商標であり、Gibson•
Innovations•Limited•によるこれらのマークの使
用は許可を受けています。•

Siri

Siri•は、米国および他の国々で登録された•Apple•
Inc.•の商標です。

Google

Google および Google ロゴは Google Inc. の登
録商標です。 
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8 よく寄せられる
質問

Bluetooth ヘッドセットの電源がオンになりま
せん。
電池残量が少なくなっています。ヘッドセットを
充電してください。
•
Bluetooth ヘッドセットと Bluetooth デバイス
をペアリングできません。
Bluetooth•が無効になっています。Bluetooth•
デバイスの•Bluetooth•機能を有効に
し、Bluetooth•デバイスの電源をオンにした後
で、ヘッドセットの電源をオンにしてください。
•
ペアリングが機能しません。
ヘッドセットがペアリングモードになっている
か、確認してください。
• 右のイヤーピースのマルチファンクション

ボタンを•4•秒間押し続け、ヘッドセットの
電源をオフにします。

• 以前接続したすべての•Bluetooth•デバイ
スの•Bluetooth•機能がオフであることを確
認します。

• ペアリングする•Bluetooth•デバイスの•
Bluetooth•リストから•<PHILIPS•SHB4385>•
を削除します。

• ヘッドセットをペアリングします•('ヘッドセ
ットと•Bluetooth•デバイスを初めてペアリ
ングする'•6•ページ•を参照)•。

•
Bluetooth デバイスでヘッドセットが認識され
ません。
•• ヘッドセットは以前ペアリングされていた
デバイスと接続している可能性がありま
す。接続されているデバイスの電源をオフ
にするか、動作範囲外に移動してください。

•• ペアリングがリセットされているか、ヘッド
セットがすでに別のデバイスにペアリング
されている可能性があります。このユーザ
ーマニュアルの手順に従って、ヘッドセット
を•Bluetooth•デバイスと再度ペアリングし
てください•('ヘッドセットと•Bluetooth•デ

バイスを初めてペアリングする'•6•ページ•
を参照)•。

Bluetooth ヘッドセットを Bluetooth ステレオ対
応携帯電話に接続しても、音楽が携帯電話のス
携帯電話のユーザーマニュアルを参照してくだ
さい。ヘッドセットから音楽を聴く設定を選択し
ます。
•
音質が悪く、パチパチ雑音が聞こえます
 • Bluetooth デバイスが動作範囲外にありま
す。ヘッドセットと Bluetooth デバイスを近
づけるか、間にある障害物を取り除いてくだ
さい。

 • ヘッドセットを充電します。

携帯電話からのストリーミング時の音質が非常
に悪い、またはオーディオストリーミングが機能し
ません。
携帯電話が（モノラル）HSP／HFP•だけでなく•
A2DP•('テクニカルデータ'•12•ページ•を参照)も
サポートし、BT4.x•以降に対応していることを確認
してください。•
•
音楽は聞こえますが、Bluetooth デバイスで操作（
再生／一時停止／次の曲／前の曲に進むなど）で
きません
Bluetooth 音源が AVRCP•('テクニカルデータ'•
12•ページ•を参照)•をサポートすることを確認し
てください。

ヘッドセットの音量レベルが小さすぎます。
一部の Bluetooth デバイスは、音量同期機能を介
して音量レベルをヘッドセットとリンクさせること
ができません。この場合、適切な音量レベルにな
るよう、Bluetooth デバイスとヘッドセットの音量
を個別に調整する必要があります。

イヤーピースを片方なくした場合、どうすればよい
ですか。 
ほとんどの国で、イヤーピースを片方のみ購入可
能です。購入可能な地域かどうか、価格、注文方法
など、詳細については、地域のお客様情報センタ
ーへお問い合わせください。お問い合わせ先の詳
細については、 
www.philips.com/support をご覧ください。
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•ヘッドセットを別のデバイスに接続できません。
どうすればよいですか。
 • 以前ペアリングしたデバイスの Bluetooth 
機能がオフになっていることを確認してく
ださい。

 • 2 台目のデバイスでペアリング手順を繰
り返します ('ヘッドセットと Bluetooth デ
バイスとのペアリング' 6 ページ を参
照)。

片方のイヤーピースからしか音が聞こえません。
 • 通話時は、右のイヤーピースからしか音は
聞こえません。   

 • 音楽を聴いていて片方のイヤーピースから
しか音が聞こえない場合は、次の要因が考
えられます。

 • もう一方のイヤーピースの充電が切れて
いる。最適な状態で使用するには、両方の
イヤーピースを完全に充電してください。

 • 左右のイヤーピース間の接続が切れてい
る。まず両方のイヤーピースの電源をオン
にします。その後、両方のイヤーピースの
マルチファンクションボタンを約 3 秒間押
し続けます。この操作により、イヤーピース
の電源がオンになり、2 つのイヤーピース
が接続されます。ヘッドセットを Bluetooth 
デバイスに再接続します。

 • ヘッドセットが複数の Bluetooth デバイス
に接続されている。接続しているすべての
デバイスの Bluetooth 機能をオフにしま
す。両方のイヤーピースの電源をオフにし
ます。その後、両方のイヤーピースのマル
チファンクションボタンを約 3 秒間押し続
けます。ヘッドセットを Bluetooth デバイス
に再接続します。このヘッドセットは、一度
に 1 台の Bluetooth デバイスだけに接続
するよう設計されています。ヘッドセットを 
Bluetooth デバイスに再接続する際は、以
前ペアリング／接続した他の全デバイスの 
Bluetooth 機能をオフにしてください。

 • それでも解決しない場合は、ヘッドセット
を出荷時設定にリセットしてください。

さらにサポートが必要な場合は、
www.philips.com/support•を参照してくだ
さい。
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