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1 重要な安全に
関する説明

聴覚の安全

危険
 聴覚の損傷を避けるために、大音量でイヤーピ
ースを使用する時間を制限し、音量を安全なレ
ベルに設定してください。音量が大きいほど、安
全な視聴時間は短くなります。

イヤーピースを使用するときは、次のガイド
ラインに従ってください。
• 適切な音量で、適切な時間だけ試聴し
てください。

・ 耳の適正を考え音量を上げ続けないよ
うに注意してください。

• 周囲の音が聞こえないほど音量を大きく
しないでください。

• 危険を伴う場合には、使用を慎重に行う
か、一時的に使用を中止してください。

• イヤホンやイヤーピースの音圧が高いと
難聴になることがあります。

• 運転中に両耳をふさがれたイヤーピー
スを使用することは推奨されておらず、
一部の地域では運転中に違法となる場
合があります。

• 安全のため、交通機関や危険が予想さ
れる環境にいるときは、音楽や電話に
気を取られないようにしてください。

一般情報
損傷や不具合を避けるために :

注意

 イヤーピースや充電ケースを高温に晒さないでくだ
さい。

 イヤーピースや充電ケースを落とさないでください。
 イヤーピースや充電ケースは、水滴や水しぶきがかか
る場所に置かないでください。

 イヤーピースや充電ケースを水の中に入れないでくだ
さい。

 アルコール、アンモニア、ベンゼン、研磨剤を含む洗
浄剤は使用しないでください。

 清掃が必要な場合は、柔らかい布で拭いてください。
必要に応じて、水または薄めた中性洗剤を最少量加え
て湿らせ、製品を清掃してください。

 内蔵バッテリーは、日光、火災等の高温にさらされな
いようにしてください。

 バッテリーを不適切に代用すると爆発の危険性がありま
す。同じまたは同等のタイプでのみ置換してください。

使用・保管時の温度・湿度について
• 温度が -20°C(-4°F)~50°C(122 °F)の範囲
内で使用または保管してください。(最大
90%の相対湿度 )

• 温度が 0°C(32°F)~45°C(113 °F)の範囲内
で使用または保管してください。(最大
90%の相対湿度 )

• バッテリーの寿命は、高温または低温の
条件下で短くなる場合があります。

• 安全装置を無効にする可能性のある誤っ
たタイプのバッテリーとの交換 (例えば、
一部のリチウム電池タイプの場合 )。

• バッテリーを火や高温のオーブンに捨てた
り、バッテリーを機械的に押しつぶしたり切
断したりすると爆発する可能性があります。

• 極端に高温の周囲環境に電池を放置する
と、爆発や可燃性の液体やガスの漏出を
引き起こす可能性があります。

• 極端に低い気圧にさらされた電池は、爆
発や可燃性の液体やガスが漏れる恐れが
あります。
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2 お使いの完全ワ
イヤレスイヤフ
ォン

付属品

フィリップス完全ワイヤレスイヤフォン
Philips TAT8505

取り替え可能ゴム製イヤーキャップ x 3ペア

クイック スタート ガイド

その他のデバイス
Bluetoothに対応し、イヤーピース
(8ページの「テクニカルデータ」を参照
してください。)と互換性のある携帯電話
またはデバイス (ノートパソコン、PDA、
Bluetoothアダプタ、MP3プレーヤー
など )。

ご購入ありがとうございます。そしてフィリ
ップスへようこそ！フィリップスが提供するサ
ポートをすべてご利用いただくには、お客
様の製品を www.philips.com/welcome 

からご登録いただく必要があります。
フィリップス完全ワイヤレスイヤフォンは、
次のようにご利用いただけます。
• ハンズフリーでワイヤレスによる便利な
通話

• 音楽をワイヤレスでコントロール
• 通話と音楽の切り替え。

USB-C充電ケーブル (充電のみ )
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お使いの完全ワイヤレスイ
ヤフォンの概要

 マイク

 多機能タッチ

 LEDインジケータ (イヤーピース )

 LEDインジケータ (充電ケース )

 Bluetoothペアリングボタン

 USB充電スロット

6
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注意

ワイヤレス充電の注意事項
 充電ケースとワイヤレス充電器の間に金属物や磁石な
どの導電性物質が入っている場合は、充電ケースをワイ
ヤレス充電器の上に置かないでください。

 充電ケースが正常に充電できなかったり、過熱したり、
充電ケースやカードが破損することがあります。

3 はじめに

バッテリーの充電

充電ケース

イヤーピース

ワイヤレス充電器でのバッテリー充電

注釈

 初めてイヤーピースを使用する前に、イヤーピー
スを充電ケースに入れてバッテリーを 3時間充電
し、バッテリーの容量と寿命を最適化します。
 損傷を避けるため、付属品 USB-C充電ケーブル
のみを使用してください。

 イヤーピースを充電する前に通話を終了してくださ
い。イヤーピースの充電を行うために接続すると、
イヤーピースの電源がオフになります。

USBケーブルの一端を充電ケースに、もう
一端を電源に接続します。

• 充電プロセスは、前面パネルの青色
LEDライトによって確認されます。

• 充電ケースが完全に充電されると、青
色のライトが点灯します。

• 充電プロセスは、イヤーピースの白色
LEDライトで確認することができます。

• イヤーピースが完全に充電されると、
白色のライトが消えます。

• イヤーピースを充電ケースに入れてくだ
さい。

• 充電ケースのカバーを閉じます。
• 充電ケースの中心をワイヤレス充電器の中
心に置きます。

• 充電が完了したら、充電ケースをワイヤレ
ス充電器から外します。

ヒント

ヒント

 充電ケースは、イヤーピースを充電するための携
帯用バックアップバッテリとして機能します。充電ケ
ースが完全に充電されると、イヤーピースを 3回
分フル充電することができます。

 通常、USBケーブルを使用するフル充電には 1.5時
間かかります (イヤーピースまたは充電ケース )。

ヒント

 ワイヤレス充電ではフル充電に 4時間かかります。
 ワイヤレス充電器は付属していません。

イヤーピースを充電ケースに入れてください。

ワイヤレス充電
充電ケースにはワイヤレス充電コイルが内蔵
されています。ワイヤレス充電器またはワイヤ
レス充電器として機能する別のデバイスを使用
して充電することができます。 

イヤーピースが充電を開始します。

充電ケースが充電を開始します。
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両方のイヤーピースの LEDが白色
と青色で交互に点滅します。 

03"

初めて Bluetoothデバイス
をイヤーピースとペアリング
する

充電ケースのトップカバーを開き、充電
ケースの背面からペアリングボタンを約
3秒間押し続けます。

イヤーピースが完全に充電され、電源が
オフになっていることを確認します。

シングルイヤーピース (モノラルモ
ード )
モノラルで使用する場合は、充電ケースから
左右どちらかのイヤーピースを取り出してくだ
さい。イヤーピースは自動的に電源が入りま
す。イヤーピースから「Power on」という音
声が再生されます。

注釈

注釈

 電源を入れた後、イヤーピースが以前に接続され
た Bluetoothデバイスを検出できない場合は、自
動的にペアリングモードに切り替わります。

注釈

 充電ケースから 2番目のイヤーピースを取ると、お
互いのイヤーピースが自動的にペアリングされます。

 イヤーピースは 4つのデバイスをメモリに格納しま
す。4 台以上のデバイスをペアリングしようとすると、
最初にペアリングされたデバイスが新しいデバイス
に置き換わります。

イヤーピースを他の Bluetooth
デバイスとペアリングする

イヤーピースはペアリングモードにな
り、Bluetoothデバイス (例えば携帯
電話 )とペアリングする準備ができま
した。

Bluetoothデバイスの Bluetoothデ
バイス機能をオンにして、「 Philips 

TAT8505

Bluetoothデバイスで Bluetooth機
能をオンにします。

Bluetoothデバイスとイヤーピースをペ
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。

次の例は、イヤーピースを Bluetoothデバ
イスとペアリングする方法を示しています。

イヤーピースとペアリングする別の Bluetooth

デバイスがある場合は、以前にペアリングまた
は接続された他のデバイスの Bluetooth機能
がオフになっていることを確認します。次に、
「イヤーピースを初めて Bluetoothデバイスと
ペアリングする」の手順に従います。

イヤーピースのパスワードには「0000」
(4つのゼロ )を必要に応じて入力します。
Bluetooth 3.0以降を搭載した 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 TAT8505
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右のイヤーピースをダブルタップすること
で別の ANCモードへ切り替えることがで
きます。
• 耳に入れるとANC機能がオートアクテ
ィブになります。

• MFBボタンを 2回タッチすると、アウ
ェアネスモードに切り替わります。

• MFBボタンを 2回タッチすると、ANC

機能がオフになります。

ヒント

注釈

 イヤーピースは一度に 2つ以上のデバイスに接続
することはできません。ペアリングされた
Bluetoothデバイスが 2つある場合は、接続する
デバイスの Bluetooth機能だけをオンにします。

 イヤーピースをオンにした後でお使いの
Bluetoothデバイスの Bluetooth機能をオンにす
る場合は、デバイスの Bluetoothメニューに移動
して、イヤーピースをデバイスに手動で接続する
必要があります。

ヒント
 イヤーピースを取り外すと、自動的にスリープモード
になります。イヤーピースを戻すと、アクティブモー
ドに切り替わります。

 イヤーピースが 5分以内に Bluetoothデバイスに
接続できない場合は、バッテリーを節約するため
に自動的に電源が切れます。

 一部の Bluetoothデバイスでは、接続が自動的に
行われない場合があります。この場合、お使いの
デバイスの Bluetoothメニューに移動し、イヤー
ピースを Bluetoothデバイスに手動で接続する必
要があります。

青色 LEDが点滅します。

イヤーピースは、最後に接続した
Bluetoothデバイスを検索し、自動
的に再接続します。最後に接続した
デバイスが使用できない場合、イ
ヤーピースは最後から 2番目に接
続したデバイスを検索して再接続し
ます。

4 イヤーピースの
使用

Bluetoothデバイスで Bluetooth

機能をオンにします。

充電ケースのトップカバーを開きます。

イヤーピースをお使いの
Bluetoothデバイスに接続
する

作業

ANCオン 右のイヤー
ピース

右のイヤー
ピース

ダブルタップ

ダブルタップアウェアネス
モード

ANCオフ 右のイヤー
ピース

右のイヤー
ピース

ダブルタップ

タップ＆ホー
ルド 

アテンション
モード

多機能ボ
タン

操作

ANCの制御（アクティブノ
イズキャンセル）

ANCの有効化

ANCオン

アウェアネスモードANCオフ
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作業

イヤーピース
の電源をオン
にする

イヤーピース
を充電ケー
スから取り出
すと電源がオ
ンになります

イヤーピース
を充電ケー
スに戻すと電
源がオフに
なります

イヤーピース
の電源をオフ
にする

電源オン /オフ

多機能ボ
タン

操作

音楽のコントロール

音楽の再生 /

一時停止

前にスキップ
する

右のイヤー
ピース

トリプル
タップ

音量の調節 

+/-

携帯電話制
御経由

右のイヤー
ピース

ピーっという
音が鳴るま
で、0.8 秒触
れてください

通話と音楽の管理

作業 多機能
ボタン

操作

ヘッドフォンのステー
タス

インジケータ

ANCモードの切り
替え

青色 LEDが点灯し
ます

ANC LEDインジケータのステータス 通話コントロール

応答する /通
話中に発信者
を切り替える

電話を切る /

電話を拒否
する

右のイヤー
ピース

タップ＆ホー
ルド

右のイヤー
ピース

ダブルタップ

作業 多機能ボ
タン

操作

充電ケース（3つの青色
LED）
充電ケース LED
（USBオン）

インジケータ

USBがオンになっている
限り点灯し続けます
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左のイヤー
ピース

Googleフェッ
チ /確認

ダブルタップ

ヒント

 USBがオフの場合、ケース開閉後 30秒間 LEDが点灯し
ます

LEDインジケータのステータス

イヤーピースは
Bluetoothデバイス
に接続されています。
イヤーピースはペア
リングの準備ができ
ています
イヤーピースがオン
になっていますが、
Bluetoothデバイスに
接続されていません

低バッテリーレベル
(イヤーピース )

青色の LEDは 5秒毎
に 2回点滅します

青色と白色の LEDが交
互に点滅します

白色の LEDは 5秒毎
に点滅します

バッテリーが完全に
充電されています
（イヤーピース）。

青色と白色の LEDが
消灯します

ヘッドフォンのステー
タス

インジケータ

バッテリーが完全に
充電されています
（充電ケース）。

ケース LEDスライド
を参照してください

Bluetoothデバイスのバッテリー
LEDインジケータ

イヤーピースに接続すると、Bluetoothデバイ
ス上にバッテリーインジケータが表示されます。

作業 ボタン 操作
左のイヤー
ピース

トリガーボイス
（Siri/Google）
アシスタント 

2秒間長押
しします

左のイヤー
ピース

音声アシスタン
トの停止

シングル
タップ

音声アシスタント

装着方法

充電ケース LED

（USBオフ）
インジケータ



5 イヤーピースの
リセット

6 テクニカルデ
ータ

注釈

 仕様は予告なく変更されることがあります。

音楽再生時間 - ANC有効時：5時間｜
Bluetoothによる ANC無効時：6時間
通話時間 - ANC有効時：5時間｜
Bluetoothによる ANC無効時：6時間
待機時間 — 200時間
充電時間：1.5時間
リチウムイオン電池 55mAh（各イヤー
ピース）、リチウムイオン電池 560mAh

（充電ケース）
Bluetooth バージョン：5.0

互換性のある Bluetooth プロファイル：
• HSP (Hands-Free Pro�le-HFP)

• A2DP(Advanced Audio 

Distribution Pro�le)

• AVRCP (Audio Video Remote 

Control Pro�le)

対応している音声コーデック：SBC、
AAC

周波数範囲：2.402～ 2.480 GHz

送信機電力：< 10 dBm

動作範囲：10メートル (33フィート )

自動電源オフ
充電用 USB-Cポート
ワイヤレス充電
バッテリー残量低下警告：あり

それぞれのイヤーピースの多機能タッ
チを 25秒以上長押しします。

Bluetooth デバイスとイヤーピース
をペアリングするには、イヤーピース
を充電ケースに戻して電源をオフにし
ます。充電ケースのトップカバーを開
き、充電ケースの背面からペアリング
ボタンを約 3秒間押し続けます。
Bluetoothデバイスの Bluetoothデ
バイス機能をオンにして、 Philips 

TAT8505を選択します。
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ペアリングまたは接続の問題が発生した
場合は、次の手順に従ってイヤーピース
をリセットできます。

Bluetooth デバイスで、Bluetooth

メニューに移動し、デバイスリストか
ら Phillips TAT8505 を削除します。

Bluetooth デバイスの Bluetooth 機
能をオフにします。



7 通知

これにより、MMD Hong Kong Holding 

Limitedは、この製品が指令 2014/53/EU

の必須要件及びその他の関連規定に適合
していることを宣言します。適合宣言は
www.p4c.philips.comからご確認いただ
けます。

適合宣言

古い製品とバッテリーの廃棄

製品は、リサイクルおよび再利用が可能な
高品質の材料およびコンポーネントを使用し
て設計および製造されています。

製品に表示されているこの記号は、その製
品が欧州指令 2012/19/EUの対象であるこ
とを意味します。

この記号の意図として欧州指令 2013/56/EU

の適用を受ける内蔵充電式電池で、一般家
庭では廃棄できないものを使用しています。
充電式バッテリーを専門業者に取り外しても
らうために、製品を正式な回収センターま
たはフィリップスのサービスセンターに持ち
込むことを強くお勧めします。
電気・電子製品と充電式電池の地域別回収
システムについてお知らせします。地域のル
ールに従い、一般廃棄物と一緒に製品と充
電式バッテリーを廃棄しないでください。古
い製品や充電式電池を適切に廃棄すること
で、環境や健康への悪影響を防止します。 

内蔵バッテリーの取り外し
お客様の国に電子製品の回収・リサイクルシ
ステムがない場合、イヤーピースを廃棄する
前にバッテリーを取り外してリサイクルするこ
とで環境を保護することができます。

• バッテリーを取り外す前に、イヤーピー
スが充電ケースから外れていることを確
認してください。

• バッテリーを取り外す前に、充電ケース
が USB充電ケーブルから外れているこ
とを確認してください。
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EMFのコンプライアンス
本製品は、電磁界への曝露に関して適用さ
れるすべての規格および規制に準拠してい
ます。

環境情報 
不要な梱包はすべてなくしました。段ボー
ル (箱 )、発泡スチロール (緩衝液 )、ポリ
エチレン (袋、保護フォームシート。)に分
別しやすい梱包を心がけました。
製品は、専門会社によって解体された場合
にリサイクルおよび再利用できる材料で構
成されています。梱包材、使用済みバッテ
リー、古い機器の廃棄については、各地域
の条例に従ってください。

コンプライアンス通知
FCC 規則、パート 15 に準拠しています。次
の 2 つの条件にしたがって操作する必要が
あります。
1.このデバイスは有害な干渉を引き起こすこ
とはありません。

2.このデバイスは、受信した干渉 ( 望ましく
ない動作を引き起こす可能性のある干渉を
含む ) をすべて受け入れる必要があります。

FCC法規
本装置は、テストの上、FCC規則の 15部
に準拠するクラス Bデジタルデバイスの限
度に適合していることが明らかにされていま
す。これらの制限は、住宅設備における有
害な干渉からの妥当な保護を提供するよう
に設計されています。本機器は、無線を発
生させ、使用し、放射する場合があります

周波エネルギーを生成、使用、および放射す
る可能性があり、マニュアルに従って取り付
けや使用を行わないと、無線通信に有害な干
渉を引き起こす可能性があります。ただし、
以下のことを保証するものではありません。
干渉は特定のインストールでは発生しませ
ん。この装置がラジオまたはテレビの受信に
有害な干渉を引き起こす場合は (装置の電
源を入れたり切ったりすることで判別できま
す )、次のいずれかの方法で干渉を修正する
ことをお勧めします。 

受信アンテナの方向または場所を変えます。
装置と受信機の距離を離します。
装置は、受信機が接続されているものとは異
なる回路のコンセントに接続してください。
サポートについては、ディーラーまたは経験
豊富な無線 /TV技術者に相談してください。

FCCの放射線被曝に関する声明 :
この装置は、管理されていない環境に対し
て定められた FCCの放射線被曝限度に適合
しています。
この送信機は、他のアンテナまたは送信機と
同じ場所に設置したり、連動させたりしない
でください。

カナダ :
このデバイスには、カナダのイノベーション・科学
経済開発省ライセンス免除 RSSに準拠するライセ
ンス免除送信機 /受信機が含まれます。次の 2 つ
の条件にしたがって操作する必要があります。(1)

このデバイスは有害な干渉を引き起こすことはあり
ません。(2)このデバイスは、あらゆる干渉 (この
デバイスが望ましくない動作を引き起こす可能性
のある干渉を含む )をすべて受け入れる必要があ
ります。

注意 : 法令等遵守責任者が明示的に承認し
ていない変更・改造を行った場合、お客様
の操作権限が無効になる可能性があること
にご注意ください。
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ICの放射線被曝に関する記述 :
この装置は、管理されていない環境に対し
て定められたカナダの放射線被曝限度に適
合しています。
この送信機は、他のアンテナまたは送信機
と同じ場所に設置したり、連動させたりしな
いでください。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
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7 商標

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは 

Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、
MMD Hong Kong Holding Limited はラ
イセンス契約に基づいてかかるマークを使
用しています。その他の商標および商標名
は各所有者に帰属します。

Bluetooth

Siri は米国およびその他の国で登録された 

Apple Inc. の商標です。

Siri

Google、Google Playは Google LLCの
商標です。

Google
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8 よくあるご質問

Bluetoothの電源がオンになりません。
バッテリーレベルが低いです。イヤーピース
を充電してください。

BluetoothデバイスとBluetoothイヤーピー
スをペアリングできません。
Bluetoothがオフになっています。イヤーピ
ースをオンにする前に、Bluetoothデバイス
の Bluetooth機能を有効にし、Bluetoothデ
バイスをオンにします。

ペアリングができません。
• 両方のイヤーピースを充電ケースに入れ
ます。

• 以前に接続した Bluetoothデバイスの
Bluetooth機能が無効になっていることを
確認します。

• お使いの Bluetoothデバイスで、
Bluetoothリストから「Philips TAT8505」
を削除します。

• イヤーピースをペアリングします (6ペー
ジの「初めてイヤーピースを Bluetooth
デバイスとペアリングする」を参照してく
ださい )。

Bluetoothデバイスでイヤーピースを検知でき
ません。
•  イヤーピースが以前にペアリングされたデ
バイスに接続されている場合があります。
その接続されているデバイスをオフにする
か範囲から離してください。

•  ペアリングがリセットされたか、イヤーピ
ースが以前に別のデバイスとペアリングさ
れている可能性があります。ユーザーマニ
ュアルの説明に従って、イヤーピースと
Bluetoothデバイスを再度ペアリングしま
す。(6ページの「初めてにイヤーピース
とBluetoothデバイスをペアリングする」
を参照してください )。

Bluetoothイヤーピースが Bluetoothステレオ
対応の携帯電話に接続されているが、音楽は
携帯電話のスピーカーでしか再生されません。
お使いの携帯電話のユーザーマニュアルをご
参照ください。イヤーピースを通じて音楽を
聞くを選択してください。

音質が悪く、音飛びノイズが聞こえます。
・ Bluetoothデバイスが動作範囲外にあり
ます。イヤーピースとBluetoothデバイ
ス間の距離を短くするか、間の障害物を
取り除きます。

•  イヤーピースを充電してください。

携帯電話からのストリーミングが非常に遅い場
合、またはオーディオストリーミングがまったく
機能しない場合は、オーディオの品質が低下し
ます。
お使いの携帯電話が (モノラル )HSP/HFPだ
けでなく、A2DPもサポートしていて、
BT4.0x(またはそれ以上 )互換であることを確
認してください (10ページの「テクニカルデー
タ」を参照してください )。

アプリのダウンロード
QRコードをスキャンするか、「ダウンロード」
ボタンを押すか、あるいは Apple App Storeま
たは Google Playで「Philips Headphones」
と検索してアプリをダウンロードしてください。
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Philipsおよび Philips Shield Emblemは、Koninklijke Philips N.V.の登録商
標であり、ライセンスに基づいて使用されます。本製品は、MMD Hong Kong 

Holding Limited またはその関連会社の 1 つの責任により製造および販売されて
おり、MMD Hong Kong Holding Limited は本製品に関する保証会社です。
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