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1   ようこそ
この直感的でシンプルな Philips Tapster Bluetooth 
ステレオヘッドセットは、触れるだけの簡単操
作で音楽を楽しむことができます。FullSound 
テクノロジーが豊かで臨場感あふれる音質を
実現し、EverClear テクノロジーが残響や背景 
雑音を低減してクリアな音声を実現します。  
Angled Acoustics デザインにより、ヘッドセット
が耳にぴったりフィットするため、優れた音響
効果を体験できます。

このヘッドセットで音楽や電話を快適にお楽し
みいただくために、まずこのマニュアルをお読
みください。 Philips Tapster をぜひお楽しみくだ
さい。
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2.2   電磁場（EMF）について

1  フィリップスでは、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  当社の企業理念には、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  当社は、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  当社製品は、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  当社は、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。

2   重要

2.1   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。

• 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。

• 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。

• 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。
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2.3   通常のお手入れ

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。
• ヘッドセットに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。

• お手入れを行う場合は、 AC/DC アダプタの
電源プラグをコンセントから必ず抜いてくだ
さい。

• ヘッドセットが汚れた場合は、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。

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。

2.4   電池の廃棄に関する注意

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てください。 この製品に
は欧州指針 2006/66/EC が適用される充電池
が内蔵されています。この電池を一般の家庭ご
みと一緒に捨てることはできません。 製品を正
規の回収場所またはサービスセンターに持ち
込み、専門家に電池の取り外しを依頼してくだ
さい。

電池を取り外すことにより、製品は破壊されま
す。 
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2.5   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。 Tapster、EverClear、および FullSound は、
Koninklijke Philips Electronics N.V. の商標です。
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3   パッケージの内容：

キャリングケースPhilips Tapster Bluetooth  
ステレオヘッドセット SHB7110

イヤーフック（オプション）ラバーキャップ（交換用）

3.1   他に必要なもの：

Bluetooth ステレオストリーミングに対応した携
帯電話（Bluetooth A2DP プロファイル対応）。

ヘッドセットがサポートする Bluetooth プロフ 
ァイルを共有する場合は、それらのプロファ 
イルに対応する機器（ノートブック PC、 PDA、
Bluetooth アダプタ、MP3プレイヤーなど）。 これ
に該当するプロファイルは次のとおりです。

無線ステレオ再生用：
• Bluetooth 高度音楽配信プロファイル（A2DP）。

無線音楽制御用：
• Bluetooth オーディオ／ビデオリモート制御
プロファイル（AVRCP）。

無線ハンズフリー通信用：
• Bluetooth ヘッドセットプロファイル（HSP）ま
たは Bluetooth ハンズフリープロファイル 
（HFP）。

 Philips Tapster Bluetooth ステレオヘッドセッ
トは、Bluetooth バージョン 2.1+EDR に対応
していますが、上記のプロファイルをサポー
トするその他のバージョンの Bluetooth にも
対応しています。

ユーザーマニュアル CD

SHB7110

クイックスタートガイド USB 充電ケーブル
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4   Philips Tapster Bluetooth  

   ステレオヘッドセットで 

   できること
Philips Tapster Bluetooth ステレオヘッドセッ
トでできることは次のとおりです。
•  無線でのハンズフリー通話
•  無線での音楽再生
•  無線での音楽制御
•  通話と音楽の切り替え
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5   Philips Tapster Bluetooth ステレオヘッドセットの概要

LED インジケータライト

イヤピース（右）イヤピース（左）

マイク

充電ソケット

オン／オフ

タッチエリア

ラバーキャップ

イヤピース（右）イヤピース（左）

タッチエリア
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6   はじめに

6.1   ヘッドセットの充電

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 6 時間
充電してください。

  警告 
製品に付属の USB ケーブルと、市販の標準マ
イクロ USB ケーブルを使用してください。 それ
以外の充電器を使用すると、ヘッドセットが損
傷／故障することがあります。 

 注意
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通 
話が切れます。 いったん充電を開始したら、 
ヘッドセットは通常どおりに使用できます。

USB ケーブルを PC の有効な USB ポートに差
し込むか、USB アウトレットを使用して電源アダ
プタに差し込んでから、ヘッドセットの充電ソケ
ットに接続します。

充電中は LED インジケータが赤く点灯します。 
充電が完了すると LED が消灯します。 ヘッドセ
ットが完全に充電されている状態で再充電しよ
うとすると、LED は点灯しません。

一般に、完全に充電するには 2 時間かかります。 
充電中は、ヘッドセットを使用して電話や音楽
を楽しむことができます。

 ヒント
充電が完了したら充電器はコンセントから取り
外し、省エネと環境保護を心がけましょう。

6.2   Philips Tapster Bluetooth ステレオヘ
ッドセットと携帯電話のペアリング

Philips Tapster Bluetooth ステレオヘッドセットを
携帯電話に接続して使用するには、まずペアリ
ングする必要があります。  「ペアリング」とは、携
帯電話とヘッドセットの間に固有の暗号化され
たリンクを確立することです。

ペアリングは、ヘッドセットを携帯電話または他
の Bluetooth 機器に初めて接続して使用する
ときに 1 度だけ実行する必要があります。
• ただし、2 つの異なる Bluetooth 機器をヘッ
ドセットにペアリングする場合は、先にペアリ
ングした機器を再度ペアリングする必要のあ
る場合があります。 ヘッドセットでは、最大 2 
つの機器とのペアリングをメモリに保存して
おくことができます。3 つ以上の機器とペアリ
ングする場合は、古いペアリング機器から順
に上書きされます。

• 「ペアリング」は「接続」とは異なります。電話
機とヘッドセットは、いずれかの機器の電源
をオフにしたり、動作範囲から外れた場合は、
毎回「接続」しなければなりませんが、「ペアリ
ング」は通常 1 回しか必要ありません。 一般
的な電話設定では、Philips Tapster Bluetooth 
ステレオヘッドセットの電源をオンにすると、
自動的に電話機に接続されます。 
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4  オプション：より安定した装着感をお好みの
場合は、イヤフックをご使用ください。  

A. イヤピースとイヤシェルの間のボールをソケ
ットに挿入して固定します。

B. フックを回して耳にフィットさせます。
C. フックを耳の上にスライドさせます。
D. 手順 2、3 に従います。

6.3   ヘッドセットの装着

1  最適な音響効果を得るために、ご自分の耳
に合うサイズのキャップを選んでください。 
左右のイヤピースのサイズが異なってもか
まいません。

2  イヤピースを耳に挿入してから後ろに回し、
ぴったりフィットさせます。  

3  接続コードを首の後ろに回し、もう一方のイ
ヤピースも耳に装着します。

大

中

小

A

B
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 ヒント
ヘッドセットのタッチエリアの誤操作を防ぐた
めに、タッチコントロールは、ヘッドセットを耳
に挿入しないと機能しないようになっていま
す。 Philips Tapster Bluetooth ステレオヘッドセ
ットを耳に挿入すると有効化トーン（上昇音）、
耳から取り外すと無効化トーン（下降音）が聞こ
えます。

イヤピースの外側全体がタッチエリアです。 

ヘッドセットのすべての機能は、次の基本的な
動作で制御できます。

 タップ  
 表面を軽く叩く

 ダブルタップ 
 表面をすばやく 2 回軽く叩く

 押す   
 約 1 秒間押し続ける
 
 スライド  
 イヤピースの表面を指で前または後ろに 
 スライドする

7   タッチ式 Philips Tapster 

Bluetooth ステレオヘッド
セットの使用

7.1   Philips Tapster Bluetooth ステレオヘ 
   ッドセットと携帯電話の接続

LED が点灯するまで、オン／オフ  を押して、
ヘッドセットの電源をオンにします。 ヘッドセッ
トの電源をオンにすると、最後に接続された機
器に自動的に再接続されます。 最後に接続さ
れた機器が使用できない場合、ヘッドセットは
最後から 2 番目に接続された機器への再接続
を試行します。

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。

7.2   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。

7.3   タッチ式 Philips Tapster Bluetooth  
   ステレオヘッドセットの制御

Philips Tapster Bluetooth ステレオヘッドセットで
は、音楽や電話を簡単に制御できる直感的なタ
ッチコントロールを採用しています。 ヘッドセッ
トを数分使用して新しいコントロールに慣れる
と、一般的なボタンベースのヘッドセットよりす
ばやく簡単に操作できることを実感できるでし
ょう。

 タッチ面
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左 右

電源 電源
－ オン／オフ 押す  
音楽 音楽
次の曲／前の曲 前にスライド／ 

後ろにスライド
音量大きく／ 
小さく 

前にスライド／ 
後ろにスライド

停止 押す（約 0.5 秒間） 再生／一時停止 タップ
FullSound 
（ナチュラル／ダ
イナミックベース）

音楽の再生中にダブル
タップ

電話 電話
－ 音量大きく／ 

小さく 
前にスライド／ 
後ろにスライド

電話を受ける タップ
電話を切る／ 
拒否する

押す（約 0.5 秒間）

最後にかけた番号を
リダイヤル

ダブルタップ

音声ダイヤルを 
有効にする

押す（約 0.5 秒間）

通話を電話機／ヘッ
ドセットに転送する

イヤピースを取り外
す／挿入する

マイクをミュートする 通話中にダブルタ
ップ

着信に応答して、元の
通話を保留にします。

タップ

着信を拒否して、元の
通話を続行します。

押す（約 0.5 秒間）

これらの基本的な動作を使用した音楽または電話の制御方法は次のとおりです。

 ヒント
電話に関する機能はすべて右のイヤピースで制御できるため、左のイヤピースを耳に装着してい
なくても使用することができます。
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7.4   ヘッドセットの収納と携帯

ヘッドセットには、ヘッドセットとオプションのイ
ヤフックを収納するための保護キャリングケー
スが付属しています。 イヤピースをつなぐケー
ブルは、ケーブル溝に巻きつけて収納すること
ができます。
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8   Philips Tapster Bluetooth 

ステレオヘッドセットの
活用

8.1   電池残量の確認

ヘッドセットの電源をオンにした直後、LED に電 
池残量が表示されます。

LED の状態 電池残量
赤の点滅 3 回 25% 未満
赤の点滅 2 回 50% 未満
青の点滅 1 回 50% 以上

電池が完全になくなる約 5 分前になると、1 分
毎に短いビープ音が 2 回聞こえます。その場合
は、電池が完全になくなる前に、通話を終了す
るか電話機に転送してください。 また、通話可
能残り時間が約 5 分になると、LED が赤で点滅
します。

8.2   音声とオーディオの同時使用

Bluetooth ステレオヘッドセットは、1 つの Bluetooth  
音源（A2DP および AVRCP Bluetooth プロファ
イル対応）と 1 つの Bluetooth 通信源（HFP ま
たは HSP Bluetooth プロファイル対応）に同時
に接続することができます。

つまり、 Bluetooth ステレオヘッドセットは次の
機器に接続することができます。
• 音楽再生と通話の両方に利用可能な 

Bluetooth ステレオ対応電話機。
• Bluetooth 通信のみに対応した（Bluetooth 
ステレオ（A2DP）には対応していない）通話
可能な Bluetooth 電話機と、音楽再生可能
な Bluetooth ステレオ機器（Bluetooth 対応 
MP3 プレイヤー、Bluetooth オーディオアダプ
タなど）の両方。 この場合は、必ず先に電話
機を Bluetooth ヘッドセットとペアリングして
から、電話機とヘッドセットの電源をオフに
し、Bluetooth オーディオ機器とペアリングし
てください。 

SwitchStream 機能により、音楽を聞きながら、
同時に着信を待機することができます。 音楽の
再生中に着信があると、呼び出し音が聞こえま
す。その場合は、イヤピースをタップすると電話
に切り替わります。
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8.3   FullSound について

FullSound は、Bluetooth ヘッドセットに内蔵され
た強力なプロセッサ上で実行されるスマートデ
ジタル拡張アルゴリズムです。 圧縮された音楽
のベース、トレブル、ステレオ効果、および動的
情報を復元して拡張し、長年にわたる音響研究
と調整結果に基づいた、より自然でリアルな音
質を実現します。

Philips Tapster Bluetooth ステレオヘッドセットに
は 2 種類の FullSound 設定があります。
• 「ナチュラル」FullSound 設定は、特にクラシ
ックや、アコースティック、ジャズ、ボーカル主
体の音楽を最も自然に再現します。

• 「ダイナミックベース」FullSound 設定は、特
にヒップホップ、テクノなどベースの効いた
音楽、またはワークアウト用の音楽などの低
い周波数を強調して、さらにベースが強力な
音楽を再現します。

製品購入時は「ナチュラル」FullSound 設定が有
効になっています。 設定を切り替えるには、左の
イヤピースを 2 回ダブルタップします。 上昇音
が聞こえたら「ナチュラル」FullSound 設定、下降
音が聞こえたら「ダイナミックベース」FullSound 
設定に切り替わります。
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9   Philips Tapster Bluetooth  

   ステレオヘッドセットの 

   テクニカルデータ
• 直感的なタッチ式コントロール
• 豊かで臨場感あふれる音質を実現する 

FullSound デジタルサウンド拡張
• 残響や背景雑音を低減してクリアな音声を
実現する EverClear テクノロジー

• 人間工学に基づいた Angled Acoustics デザ
イン

• 音楽再生時間：最長 6 時間
• 通話時間：最長 7 時間
• 待機時間：最長 150 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（160mAh）
• Bluetooth 2.1+EDR、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）

• 動作範囲：最大 10 m（33 フィート）
• 周波数範囲： 20 Hz ～ 20 KHz 

仕様は予告なく変更されることがあります。
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10     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。
Bluetooth 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てからヘッドセットの電源
をオンにしてください。

ヘッドセットをうまく装着できません。耳にぴっ
たりフィットしません。
イヤピースがフィットしていません。
左右の耳に合ったサイズのイヤピースを使用し
てください。「挿入して回す」装着方法について
は、前のページを参照してください。 より安定し
た装着感をお好みの場合は、イヤフックを使用
してみてください。

タッチコントロールが機能しません。
イヤピースが耳に挿入されていません。
タッチコントロールは、ヘッドセットを耳に挿入
しないと機能しません。 イヤピースを左右の耳 
に挿入して、有効化トーン（上昇音）がすること
を確認してください。 有効化トーンが聞こえな 
かった場合は、イヤピースを耳に挿入し直して
ください。

タッチコントロールが思ったように反応しま
せん。
タッチコントロールに慣れる必要があります。
最初の数分は、タッチコントロールが思ったよ
うに反応しないことがあります。 これは、タッチ 
コントロールの反応度は、さまざまなユーザー
を想定して設定されているためです。 ヘッドセ 
ットを数分使用して、新しいコントロールに慣れ
るようにしてください。

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。 

 ユーザーマニュアルの指示に従って、ペアリ
ング処理を行ってください。

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。

Bluetooth ヘッドセットの使用時に、携帯電話で 
AM/FM ラジオが機能しません。
使用可能な AM/FM アンテナがありません。
ほとんどの携帯電話では、FM ラジオを使用する 
にはコード付きヘッドセットが必要です。 お使 
いの電話機がインターネットラジオに対応して
いる場合は、Bluetooth ヘッドセットでこの機能
を利用できます。

ヘッドセットを Bluetooth ステレオ（A2DP プ
ロファイル）対応電話機に接続しても、音楽が
電話機のスピーカーからしか聞こえません。
お使いの電話機では、スピーカーとヘッドセッ
トのどちらで音楽を聞くかを選択できる場合が
あります。 
音楽をヘッドセットに転送する方法について
は、電話機のユーザーガイドを確認してくださ
い。

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。
お使いの電話機が Bluetooth ステレオ（A2DP  
プロファイル）対応ではなく、Bluetooth モノラ
ル（HSP/HFP プロファイル）にしか対応してい
ない可能性があります。
電話機の互換性を確認してください。
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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。

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。
お使いの音楽機器がこの機能（AVRCP プロフ
ァイル）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/support にアクセスしてく
ださい。
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