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USB	カバー内部に異物が混入しないように、カバーはしっか•	
りと閉めてください。

古くなった製品の廃棄
この製品は、再利用できる高品質な材料と部品を使って製造され
ています。	

 
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。

電池の廃棄
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。	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。

内蔵電池の取り外し

警告

電池を取り外す前に、ヘッドセットから	USB	充電ケーブルを必ず抜いて	•
ください。

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、ヘッドセットを廃棄する前に電池を取り外し回収に出すよ
うにしてください。

 
EU（欧州連合）向けの通知

 
Philips	Consumer	Lifestyle,	BG	Accessories	は、Philips	
Bluetooth	ヘッドセット	SHB6017	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。	この製品は、European	R&TTE	Directive	1999/5/EC	に
従って設計、テスト、製造されています。

1	 重要
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、このヘッドセットで両耳を覆わないでください。•	
地域によっては、運転中のヘッドセット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。

電場、磁場、電磁場（EMF）
1.		Philips	では、一般消費者向けに、電磁信号を放射および受信
する機能を持つ電子製品を製造販売しています。

2.		Philips	の企業理念には、当社製品に関して、お客様の健康お
よび安全に対するあらゆる措置を講ずること、適用される法的
要件に準拠すること、および製造時に適用される	EMF	基準を
順守することが含まれます。

3.		Philips	は、製品の開発、製造、販売において、お客様の健康に
悪影響を与えることがないよう尽力しています。

4.		Philips	製品は、正しい使用目的で適切に使用された場合、安
全に使用できることが、現時点で有効な科学的根拠によって確
認されています。

5.		Philips	は、国際的な	EMF	および安全基準の開発において積
極的な役割を果たしているため、当社製品へのそれらの基準
の早期統合を可能にしています。

一般情報
損傷および故障を防ぐために：
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。•	
ヘッドセットは流水で洗うことができます。ただし、充電ソ•	
ケットには水滴や水跳ねがかからな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。

動作温度と保管温度
-15ºC（5ºF）～55ºC（131ºF）の範囲外の環境では使用およ•	
び保管しないでください。電池の寿命が短くなることがあり
ます。
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。
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商標
商標は、Koninklijke	Philips	Electronics	N.V.	または各所有者に
帰属します。	Bluetooth	ワードマークおよびロゴは	Bluetooth	
SIG,	Inc.	の所有であり、Koninklijke	Philips	Electronics	N.V.	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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ポーチ•	

互換性
このヘッドセットは、Bluetooth対応携帯電話と互換性がありま
す。	Bluetooth	バージョン	2.1	に対応していますが、	ヘッドセッ
トプロファイル（HSP）、（A2DP)	-	高度オーディオ配信プロファイ
ル、	ハンズフリープロファイル（HFP）、およびオーディオ／ビデ
オリモート制御プロファイル（AVRCP）をサポートするその他のバ
ージョンの	Bluetooth	にも対応しています。

2	 Bluetooth	ステレオヘッ
ドセット

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
Philips	Bluetooth	ステレオヘッドセット	SHB6017	があれば、便
利なハンズフリー通話をワイヤレスで楽しむことができます。	人
間工学に基づいて設計されたソフトなイヤーピースで、長時間使
用しても快適な装着感を維持できます。	また、ヘッドセットはコン
ピュータまたは	USB	充電器に差し込むだけで充電できます。	
Philips	Bluetooth	ステレオヘッドセットを最大限にご活用いただ
くために、まずこのマニュアルをお読みください。

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。

 
Bluetooth	ヘッドセット•	

  
USB	充電ケーブル	•	

 
交換可能ゴム製イヤーキャップ•	

 
クイックスタートガイド•	

Exchangeable ear caps

Power on/off

Mic

LED

Adjustable ear hook

Charging socket

EN Quick Start Guide
Philips Bluetooth stereo headset SHB6017
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Bluetooth ステレオヘッドセットの概要

  Exchangeable ear caps

Power on/off

Mic

LED

Adjustable ear hook

Charging socket

JA

交換可能イヤーキャップ

電源オン／オフ

マイク

LED

調節可能イヤーフック

充電ソケット
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ヘッドセットと携帯電話のペアリング
ヘッドセットを初めて携帯電話に接続して使用するには、まず携
帯電話とペアリングする必要があります。	ペアリングが成功する
と、ヘッドセットと携帯電話の間に固有の暗号化されたリンクが
確立されます。	ヘッドセットのメモリには、最新の	3	件のリンクが
記憶されます。	3	台を超えるデバイスとペアリングする場合は、最
も古いペアリングデバイスのリンクから順に上書きされます。
1	 携帯電話の電源がオンになっており、Bluetooth	機能が有
効になっていることを確認します。

2	 ヘッドセットが充電され、電源がオフになっていることを確
認します。

3	 LED	が赤と青で交互に点滅し始めるまで、	 	を押し続け
ます。	青の	LED	のみが点灯しても、指を離さないでくださ
い。
ヘッドセットは、約	5	分間ペアリングモードになります。	»

4	 ヘッドセットを携帯電話とペアリングします。	詳しくは、携
帯電話のユーザーマニュアルを参照してください。

ペアリングの例を以下に示します。
1	 携帯電話の	Bluetooth	メニューで、ヘッドセットを探しま
す。

2	 Bluetooth	2.1	以上を使用する携帯電話では、パスコードの
入力は不要です。

3	 見つかったデバイスの中から「Philips SHB6017」を選択しま
す。
ヘッドセットのピンコードの入力を求められたら「•	 0000」
（0	を	4	つ）を入力します。	

 Settings

Select Back

Connectivity

10:37

Enter Password

****

0000

Settings

Bluetooth

Select Back

Connectivity

10:35

Add
Bluetooth
device

Settings

Devices Found

Select Back

10:36

Philips SHB6017

3	 はじめに
ヘッドセットの充電

警告

電池の適切な容量と寿命を維持するために、ヘッドセットを初めて	•
使用する前に、約	4	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。
ヘッドセットは、充電中でも通常どおりに使用できます。	•

1	 USB	キャップを取り外します。

 
2	 ヘッドセットを、USB	充電ケーブルを使用して有効な	USB	ポ
ートに差し込みます。
充電中は	LED	が赤で点灯し、充電が完了すると消灯し	»
ます。

 
ヒント

 • 一般に、完全に充電するには	2	時間かかります。
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ヘッドセットの操作
ペアリングモードに
する

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。	LED	が赤と青で
交互に点滅し始めるまで、 	を押し続
けます。

電池残量を確認する 初めて使用する場合：2	秒間	 	を押し
続けます。
操作中：VOL +	と	VOL -	を同時に押し
続けます。	
>50%：青で	1	回点滅
>25%：赤で	2	回点滅
<25%：赤で	3	回点滅

ヘッドセットの電源をオ
ン／オフにする

LED	が点灯／消灯するまで	 	を押し続
けます。

音楽を再生／一時停
止する

	をタップします。

音楽を停止する 	を押し続けます。
次／前のトラック ／ 	をタップします。
音量を調節する VOL +／VOL -	を押します。
着信に応答する／通話
を終了する

	をタップします。

着信を拒否する 	を押し続けます。
リダイヤルする 	をすばやく	2	回押します。
音声ダイヤルを有効に
する*

ビープ音が鳴るまで	 	を押し続けま
す。

マイクをミュート／ミュ
ート解除する

通話中に	 	を	2	回続けてタップしま
す。

通話を携帯電話に転
送する

通話中に	 	を押し続けます。

*	お使いの携帯電話でこの機能がサポートされている場合のみ。

三者通話の制御
携帯電話およびネットワークオペレーターが三者通話に対応して
いる場合は、ヘッドセットを使用して三者通話を制御することがで
きます。

現在の通話を保留にして、着信
に応答する

新しい通話の着信中に	 	を押
します。

現在の通話を終了にして、着信
に応答する

新しい通話の着信中に	 	を押
し続けます。

通話を切り換える 通話中に	 	を押します。

4	 ヘッドセットの使用
ヘッドセットを携帯電話に接続します。
1	 携帯電話の電源をオンにしてから、LED	ライトが点灯するま
で		 	を押し続けて、ヘッドセットの電源をオンにします。	
電源がオンになると、ヘッドセットは、最後に接続されて	»
いたデバイスに自動的に再接続されます。	
最後に接続されていたデバイスが使用できない場合、	»
ヘッドセットは最後から	2	番目に接続されていたデバイ
スへの再接続を試行します。	最後から	2	番目に接続さ
れていたデバイスが見つからない場合は、接続できるデ
バイスが見つかるまで、以前ペアリングしたことのある
すべてのデバイスを順に探します。	ヘッドセットには、以
前ペアリングしたことのあるデバイスが最大	3	件記憶さ
れています。

ヒント

 • ヘッドセットの電源をオンにした後で、携帯電話の電源または	
Bluetooth	機能をオンにした場合は、携帯電話の	Bluetooth	メニュ
ーからヘッドセットを接続してください。

自動節電
ヘッドセットが動作範囲内にある接続対象の	Bluetooth	機器を	
5	分以内に検出できなかった場合は、電源が自動的にオフにな
り、電池の消耗を防ぎます。

ヘッドセットの装着
1	 耳にぴったりフィットするイヤーピースを選びます。
2	 イヤーフックをそっと耳にかけます。
3	 イヤーフックのゴムの部分を耳にフィットする高さに調整し
ます。

4	 イヤーピースをねじって、ぴったりフィットする位置に調整し
ます。適切な位置に装着することで、ノイズ遮断効果が発揮
されます。

 
JA
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LED とビープ音
LED	が赤と青で交互に
点滅

ヘッドセットでペアリングの準備がで
きています。

LED	が	6	秒間隔で青で
点滅

ヘッドセットがデバイスに接続されて
います。

LED	が	3	秒間隔で青で	2	
回ずつ点滅

ヘッドセットが接続されていません。

LED	が	0.5	秒間隔で青
で点滅

着信／発信中です。

LED	が	1	秒間隔で青で
点滅

ヘッドセットで通話中です。

1	分間隔で	LED	が赤で	
3	回点滅し、ビープ音が	
2	回鳴る

電池残量が少なくなっています。

LED	が赤で点灯 ヘッドセットの充電中です。
LED	が消灯 ヘッドセットの電源がオフになってい

ます／充電が完了しました。
5	秒間隔でビープ音が
鳴る

マイクがミュートされています。

ヘッドセットのクリーニング
ヘッドセットは次の方法でクリーニングしてください。
清潔な布で拭く•	
流水で洗い流す•	

注意

ヘッドセットは水に浸さないでください。	•

JA
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5	 テクニカルデータ
音楽再生時間：最長	4.5	時間、通話時間：最長	5	時間•	
待機時間：最長	120	時間•	
フル充電にかかる時間：通常約	2	時間•	
充電式リチウムポリマー電池（105	mAh）•	
Bluetooth	2.1、Bluetooth	ステレオ対応（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）、Bluetooth	モノラル対応（HSP	-	ヘッ
ドセットプロファイル、HFP	-	ハンズフリープロファイル）
音響エコーキャンセレーション	•	
デュアルマイクノイズ抑制•	
調節可能イヤーフック•	
ノイズ遮断インイヤー設計•	
動作範囲最大	10	m（33	フィート）•	
イヤーキャップ（3	サイズ）付属•	
クイックドライポーチ付属•	
汗に強く、水洗い可能•	

仕様は予告なく変更されることがあります

JA
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6	 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。
電池が消耗しています。•	
ヘッドセットを充電してください。	»

携帯電話に接続できません。
Bluetooth	が無効になっています。•	
携帯電話で	Bluetooth	機能を有効にし、携帯電話の電	»
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ません。•	
このユーザーマニュアルの手順に従ってください。	»

LED	ライトが赤と青で交互に点滅し始めるまで		» 	ボタン
を押し続けてください。	青の	LED	のみが点灯しても、指
を離さないでください。

携帯電話でヘッドセットが認識されません。
ヘッドセットは以前別の機器にペアリングされていた可能性•	
があります。
現在接続されている機器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、ヘッドセットが以前別の•	
機器にペアリングされていた可能性があります。
このユーザーマニュアルの手順に従って、ヘッドセット	»
を携帯電話とペアリングしてください。

音声ダイヤルまたはリダイヤルが機能しません。
お使いの携帯電話でこれらの機能をサポートしていない可•	
能性があります。	

通話相手に音声が届かず、こちら側では 1 秒間隔でビープ音が
聞こえます。
マイクがミュートされています。•	
	» 	をすばやく	2	回押して、ミュートを解除してください。

音質が悪く、パチパチ雑音が聞こえます。
Bluetooth	音源が動作範囲外にあります。•	
ヘッドセットと	Bluetooth	音源を近づけるか、間にある	»
障害物を取り除いてください。

イヤバッドが適切な位置に挿入されていません。•	
このユーザーマニュアルの手順に従って、イヤーピース	»
を挿入し、耳にぴったりフィットするようにイヤーフック
を調整してください。

音楽は聞こえるが、機器でコントロール（次の曲／前の曲に進む
など）できません。
Bluetooth	音源が	AVRCP	に対応していません。•	
音源のユーザーマニュアルを確認してください。	»

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

JA
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