携帯電話－固定電話アダプタ(Bluetooth 接続)

取扱説明書

by TTRMKR

携帯電話－固定電話アダプタ(Bluetooth 接続)
取 扱 説 明 書
目次
1

セットアップ ...................................................................................................................... 2

1.1

AC アダプタと電話機の接続 .................................................................................................. 2

1.2

ナンバーディスプレイの設定................................................................................................. 2

1.3

Bluetooth 機器の登録（ペアリング）と接続（能動モード） ............................................... 2

1.4

Bluetooth 機器の登録（ペアリング）と接続（受動モード） ............................................... 4

2

通常の使用方法 ................................................................................................................... 5

2.1

着信 ........................................................................................................................................ 5

2.2

発信 ........................................................................................................................................ 5

2.3

Bluetooth の切断 ................................................................................................................... 6

2.4

Bluetooth の接続 ................................................................................................................... 6

2.5

Bluetooth ペアリングの解除とやり直し ............................................................................... 7

2.6

スマートフォンの通話アプリ（Skype,LINE 等）での通話 .................................................. 8

3

モード設定 .......................................................................................................................... 9

3.1

受話・送話音量の設定 ........................................................................................................... 9

3.2

ノイズ低減 ............................................................................................................................. 9

3.3

ナンバーディスプレイ ......................................................................................................... 10

3.4

固定電話の回線種別 ............................................................................................................. 10

3.5

ダイヤル終了から発信までの待ち時間 ................................................................................ 10

3.6

発着信許可 ........................................................................................................................... 10

3.7

市外局番自動付加 ................................................................................................................ 10

3.8

オフフック時 Bluetooth 自動接続 ....................................................................................... 11

3.9

Bluetooth 接続受付許可 ...................................................................................................... 11

3.10 Bluetooth 常時自動接続 ...................................................................................................... 11
3.11 Bluetooth のペアリングと接続・切断 ................................................................................. 11
3.12 Buetooth の切断 .................................................................................................................. 11
3.13 Bluetooth ペアリングの解除 ............................................................................................... 11
3.14 再起動 .................................................................................................................................. 12
3.15 設定初期化 ........................................................................................................................... 12
3.16 バージョン番号確認 ............................................................................................................. 12
4

付録 .................................................................................................................................. 13

4.1

仕様 ...................................................................................................................................... 13

4.2

技術基準適合証明について .................................................................................................. 13

4.3

特殊ダイヤル操作一覧 ......................................................................................................... 14

－ 1 －

携帯電話－固定電話アダプタ(Bluetooth 接続)

取扱説明書

by TTRMKR

1 セットアップ
1.1

AC アダプタと電話機の接続

以下の手順で本アダプタ背面の各端子にケーブルを接続して下さい。
１）モジュラージャック(TEL)に固定電話を接続してください
２）DC ジャック(DC12V)に付属の AC アダプタの DC プラグを差し込んで下さい。
また、AC アダプタをコンセントに差し込んで下さい。

1.2

ナンバーディスプレイの設定

接続する電話機のナンバーディスプレイ機能の有無に合わせて、本アダプタのナンバーディス
プレイ機能の有効・無効を適切に設定して下さい。設定方法は 3.3 節を参照して下さい。

1.3

Bluetooth 機器の登録（ペアリング）と接続（能動モード）
以下の手順に従って Bluetooth 機器(携帯電話)の登録（ペアリング）を行ってください。
(Y!mobile の一部の携帯電話については 1.4 節の方法を参照してください)。

１）携帯電話をペアリング可能な状態にします。
携帯電話の Bluetooth 機能をオンにして、検出可能（ペアリング可能）な状態にしてください。
操作方法は携帯電話によって異なりますが、主に以下のようになっています。
・iPhone の場合：
「設定」／「設定」-「一般」の「Bluetooth」設定画面にて Bluetooth をオンに
して、設定画面を表示したままにしておいてください。
・Android 携帯の場合：
「設定」／「設定」-「無線とネットワーク」の「Bluetooth」にて「検出可
能」や「機器の検索」を選択してください。Android 4.x では自機名称をタップすると検出可能
な状態になります。
・フィーチャーフォン(docomo／softbank／au など、ほとんどの機種)の場合：
「メニュ-」-「LifeKit」-「Bluetooth」／「メニュー」-「便利ツール」-「Bluetooth」／「メニ
ュー」-「設定」-「Bluetooth」などにある、
「接続待機」
・
「登録機器リスト」
・
「デバイス」
・
「サ
ーチ」などを選択してください。
「接続待機」と「新規機器登録」
「サーチ」などの複数の接続方法がある場合、
「接続待機」を選
択して下さい。「接続待機」を選ぶと、携帯電話画面が待ち受け画面に戻りますが、それで
Bluetooth の接続待機状態になっています。続けて以下の操作を固定電話で行って下さい。
※フィーチャーフォンで「接続待機」が無い機種は、1.4 節の方法でペアリングを行って下さい。
詳細は、携帯電話の取扱説明書の「Bluetooth 機器の登録」や「ペアリング」の項を参考にして
ください。
※ペアリング時には、登録したい機器とは別の Bluetooth 対応機器が近くにある場合は、その機
器の Bluetooth 機能をオフにするか、電源をオフにしてください。（誤って別の機器と接続しな
いようにするため）。ペアリング後は、その機器の Blueooth 機能をオンにしても大丈夫です。
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２）固定電話の受話器を上げると「プー・プー．．．」という高い音程の断続音がしていることを確
認して下さい。（Bluetooth が接続されていない状態の時の発信音です）。
そして受話器を上げたまま「１」を入力してください。
（機器番号１番に登録します。最大５台
まで登録でき、２番～５番に登録するには「２」～「５」を入力して下さい）。
受話器から「接続中：
（3 から 0 のカウントダウン）
」というアナウンスが流れるので、そのま
ま受話器を上げておいてください。カウントダウンの意味は、以下の通りです。
３：ペアリング先サーチ中
２：ペアリング実行中
１：ハンズフリー接続中
０：完了
３）ペアリング実行中には、携帯電話で以下のような応答が起こります（機種により異なります）。
・何のメッセージも無く、自動的に接続する
・接続するかどうかのメッセージが現れる。その場合、許可してください。
・接続するかどうかのメッセージの後、パスワード(PIN)入力画面が現れる。
この場合には、
「0000」を入力してください。
（接続先の名称は、
「TTR-ADPT1」と表示されま
す）。
４）接続が成功すると、受話器の音が「ツー」に変わりますので、受話器を置いて下さい。
ペアリング・接続作業を中止するには：受話器を置いて下さい。
トラブルシューティング：カウントダウンが進まない場合は、以下のことを試してください。
・本節１）に戻り、携帯電話がペアリング可能な状態になっているかを再確認する。
・周辺に別の Bluetooth 機器がある場合、その機器の Bluetooth 機能をオフにする。
・本アダプタのペアリング情報を消去して、再度ペアリングを開始して下さい（2.5 節参照）。
・携帯電話の Bluetooth 機器一覧に TTR-ADPT1 の名称が登録されている場合には一旦登録（ペ
アリング）を解除して、再度ペアリングを開始して下さい。
・一旦携帯電話の電源をオフ・オンしたり、本アダプタの電源を一旦抜くか、再起動（3.14 節）
行ってみてください。
・
「１」～「５」のいずれかの番号に携帯電話を登録（ペアリング）すると、同じ携帯電話を異な
る番号には登録できませんので、確認して下さい。設定初期化（3.15 節）をすると出荷時の状
態に戻すことができます。
一度ペアリングを行えば、次回からは必要ありません。
（通常の使用では、Bluetooth の接続・切
断(2.4 節、2.3 節)を行うだけです）
。
電源が切れても、ペアリング情報は保存されています。ペアリングの解除（3.13）、本アダプタの
設定初期化(3.15 節)を行った場合にはペアリング登録情報が消去されます。
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Bluetooth 機器の登録（ペアリング）と接続（受動モード）
一部のフィーチャーフォンには「接続待機」の機能がないため、1.3 節の方法でペアリングを
行うことが出来ません。
以下の方法でペアリングと接続を行って下さい。

１）固定電話の受話器を上げると「プー・プー．．．」という高い音程の断続音がしていることを
確認して下さい。
（Bluetooth が接続されていない状態の時の発信音です）。
そして受話器を上げたまま「８１」を入力してください。
（機器番号１番に登録します。最大５
台まで登録でき、２番～５番に登録するには「８２」～「８５」を入力して下さい）。
受話器から「接続中．．．」というアナウンスが流れるので、そのまま受話器を上げておいてく
ださい。
２）携帯電話にて、以下の操作を行って下さい。
・ WILLCOM ／ Y!mobile の 携 帯 電 話 (PHS) の 場 合 ： 待 ち 受 け 画 面 か ら 決 定 ボ タ ン 押 し 、
「Bluetooth」メニュー画面から、
「親機モードで接続」の操作を行って下さい。
機種によってはさらに「登録機器一覧(親機)」などを選択し、「検索」を行ってください。。
・その他の携帯電話の場合：Bluetooth 設定画面から、「新規機器既登録」「機器の検索」等に類
するメニューを選んでください。
３）携帯電話の Bluetooth 機器リストに本アダプタ「TTR-ADPT1」が登録されたら、それに対
して接続操作をしてください。
（検出や接続操作が成功するまで数回繰り返し操作する必要がある場合があります）。
（携帯電話の機種により、登録操作と接続操作の二段階が必要な場合があります）。
携帯電話に接続するかどうかのメッセージと、パスワード(PIN)入力画面が現れた場合には
「0000」を入力し、接続を許可して下さい。
４）受話器の音が「ツー」に変わればペアリングおよび接続は完了です。
この方法は、ペアリングを解除してから、外部からのペアリング・接続要求を受け付けます。
この方法で一旦ペアリングした後の接続・切断はそれぞれ 2.4 節、2.3 節の方法で行って下さい。
トラブルシューティング：携帯電話が本アダプタを検出できない場合：
・携帯電話の種類によっては（登録機器リストと新機器登録のメニューが分かれている場合など
に）、既に「TTR-ADPT1」がリストに登録されている場合は、新規機器登録メニューで検出・検
索できない場合があります。一旦機器リストにて登録を削除してから、再度検出・検索を行って
下さい。
一度ペアリングを行えば、次回からは必要ありません。
（通常の使用では、Bluetooth の接続・切
断(2.4 節、2.3 節)を行うだけです）
。
電源が切れても、ペアリング情報は保存されています。ペアリングの解除（3.13）、本アダプタの
設定初期化(3.15 節)を行った場合にはペアリング登録情報が消去されます。
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通常の使用方法

2
2.1

着信

携帯電話に着信があると接続した固定電話の呼び出し音鳴ります。
ナンバーディスプレイ対応の電話機を接続し、本アダプタのナンバーディスプレイ機能がオンに
設定してあり（3.3 節参照）、発信元が番号通知を有効にしている場合、発信元の電話番号が表示
されます。
受話器を上げると通話を開始します。受話器を置くと通話が終了します。
受話器を上げた状態で着信があった場合、受話器から「ブブブブ」という音が鳴ります。
この場合、一端受話器を置いて下さい。そして、固定電話の呼び出し音が鳴ってから、受話器を
上げて通話を開始して下さい。

2.2

発信

固定電話の受話器を上げて、受話器から「ツー」という音がするのを確認します。
（この際、
「プー・プー．．．」という高い音程の断続音が聞こえたら、携帯電話と Bluetooth での
接続ができていません。Bluetooth 機器の登録と接続(1.2 節)の操作が完了しているかを確認し
てください。
次に、固定電話で電話番号を入力します。しばらく経つと自動的に発信します。（番号入力終了
から発信までの時間は設定できます。3.5 節を参照してください）。
プッシュホンの場合、電話番号の最後に「＃」を入力するとすぐに発信します。
同じ番号に連続して発信して相手が応答しないことが何度か続いた場合、発信できない場合があ
ります（携帯電話会社による再発信規制）。その場合は、受話器から「プー・プー．．
．」という音
が鳴ります。この場合、しばらく時間をあけてから（数分かかる場合もあります）再度発信して
ください。
また、携帯電話の操作により発信後、固定電話で通話することもできます（携帯電話の種類によ
り出来ない場合があります）。
固定電話の受話器を置いたまま、携帯電話で発信操作をしてください。少し（1,2 秒）経ってか
ら受話器を上げてください。受話器から発信中の音が聞こえ、以後は通常の発信と同じです。

－ 5 －

携帯電話－固定電話アダプタ(Bluetooth 接続)

2.3

取扱説明書

by TTRMKR

Bluetooth の切断

携帯電話アダプタでの通話をしない場合には、以下の手順で Bluetooth の接続を切断して下さ
い。
以下の通り、3 つの方法があります。
① 接続した固定電話の操作により切断する方法
・受話器を上げて「９」を入力します（全ての接続を切断する場合）。
・受話器を上げて「９１」～「９５」を入力します（機器番号を指定して切断する場合。
「９」に
続く 2 桁目が機器番号に相当します）。
Bluetooth の切断が完了すると、受話器からの音が「ツー」から「プー・プー．
．
．」に変化しま
す。
② 携帯電話の操作により切断する方法
携帯電話から本アダプタ「TTR-ADPT1」を選び、「切断」の操作を行って下さい。（操作方法
は携帯電話によって異なります。この操作ができない携帯電話もあります）。
③ 自然に切断される場合
携帯電話の Bluetooth 機能をオフにしたり、Bluetooth の電波が届かない場所に移動した場合
にも Bluetooth は切断されます。

2.4

Bluetooth の接続

Bluetooth が切断された後、再度本アダプタを使用して固定電話で通話するには、携帯電話と
Bluetooth で接続をする必要があります。
以下のいずれかの方法で接続できます。
※既に別の携帯電話と Bluetooth で接続をしている場合は、まずその携帯電話と切断(2.3 節)を
行ってから新たな携帯電話と接続を行ってください。
※以下の方法で接続をするには、ペアリング（1.2 節）をしておく必要があります。
① 固定電話の受話器を上げて自動的に接続する方法 ←通常はこの方法が便利
受話器を上げると最後にペアリング操作または接続操作をした機器番号「１」～「５」の携帯
電話に接続します。
受話器を上げると「ツ・ツー．
．．
．．ツ・ツー．．
．．
．」の繰り返し音が鳴り、その後「接続中：
（1
から 0 のカウントダウン）」というアナウンスが流れます。
携帯電話との接続が完了すると受話器からの音が「ツー」に変化します。
接続を中止するには、受話器を置いて下さい。
※この操作による接続を行うには、
「オフフック時自動接続（3.7 節）
」がオンになっている必
要があります。本機能は出荷時にはオンになっています。
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② 固定電話の操作により接続する方法 ←接続する携帯電話を指定したい場合
受話器を上げた後、接続したい機器番号「１」～「５」を回して下さい。
受話器から「接続中：
（1 から 0 のカウントダウン）
」のアナウンスが流れた後、接続完了する
と受話器の音が「ツー」に変化します。
接続を中止するには、受話器を置いて下さい。
③ 携帯電話の操作により接続する方法

←接続する携帯電話を指定したい場合

携帯電話から本アダプタ（名称は「TTR-ADPT1」）を選び、「接続」の操作を行って下さい。
（操作方法は携帯電話によって異なります）。
④ 常時自動接続の設定をする方法

←可能な限り常時接続しておきたい場合

Bluetooth の接続が切れている間、本アダプタから常時接続を試みます。ペアリングが完了し
ている携帯電話すべてに対し、順に接続を試みます。
そのため、何らかの理由により Bluetooth の接続が切れても、再度接続可能な状態・電波到達
範囲に入ると、自動的に接続されます。
接続が完了していると、受話器を上げた時に「ツー」音が鳴ります。
接続が完了していない場合には受話器を上げた時に「プー・プー」音が鳴ります。
この方法で接続するには「常時自動接続（3.10 節）」が有効になっている必要があります。出
荷時にはオフになっています。
接続が完了すると、受話器を上げた時に「ツー」音が鳴ります。
接続が完了していない場合には受話器を上げた時に「プー・プー」音が鳴ります。
この方法で接続するには「Bluetooth 接続受付許可（3.9 節）」が有効になっている必要がありま
す。出荷時にはオンになっています。

2.5

Bluetooth ペアリングの解除とやり直し

一旦登録した機器番号（「１」～「５」のいずれか）へのペアリングを解除し、新たな携帯電話
とペアリングするには以下の手順に従って下さい。
受話器を上げて「０００１」～「０００５」を入力して下さい。それぞれ機器番号「１」～「５」
番のペアリングを解除し、新規にペアリングを開始します。
または、以下の方法ではペアリングの解除だけを行います。(3.13 節参照)。
受話器を上げて「００００」を入力し、設定モードに入ります。
「３桁の機能番号を入力して下さい」とアナウンスが流れたら機能番号「330」を入力して下さ
い。
「一桁の番号を入力して下さい」とアナウンスが流れたら１～５を入力して下さい。それぞれ、
機器番号「１」～「５」に対応しています。
「設定しました」とアナウンスが流れ、ペアリング解除が完了します。
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スマートフォンの通話アプリ（Skype,LINE 等）での通話

Skype,LINE 等の通話アプリは、Bluetooth の HFP(ハンズフリープロファイル)に対応しておら
ず、HSP（ヘッドセットプロファイル）で接続されるため、発信・着信は本アダプタに接続した
固定電話の操作にて行うことができず、スマートフォン本体での操作が必要です。
また、スマートフォンの機種により、着信音がスマーフォン本体から鳴らない・発信／着信時に
通話が自動的に Bluetooth ハンズフリーに切り替わりスマートフォン本体で通話できないなど
の不具合が発生する場合があるため、本アダプタにはそれらの不具合を限定的ながら回避する機
能が組み込まれています。
本アダプタとスマートフォンを Bluetooth で接続している場合、通話アプリの着信・発信時には
以下のような挙動を示し、各種操作を行うと固定電話の受話器にて通話が可能です。
※本機能は全てのスマートフォンでの動作を保証するものではありません。本機能が動作しな
い場合、通話アプリの着信時にスマートフォンからも固定電話からも着信音が鳴らない・音声通
話デバイス（スマートフォン本体または固定電話の受話器）の切り替えがうまくいかないなどの
不具合が発生する場合があります。
１）通話アプリへの着信時、以下のいずれかの動作になります。
・スマートフォンにて着信音が鳴り、スマートフォンにて通話ができる。（iPhone iOS8.x など）。
この場合、下記３）の操作にて、固定電話の受話器での通話に切り替えることができます。
・スマートフォンにて着信音が鳴らず、固定電話に着信がある(Android4.x など)。ナンバーディス
プレイ対応電話機の場合、発信元電話番号は「0000」と表示されます。
この場合、固定電話の受話器を上げ、さらにスマートフォンで着信操作をすると、受話器で通話
ができます。受話器を置くと、下記４）の通り、スマートフォンでの通話に切り替わります。
２）通話アプリでの発信操作時、以下のいずれかの動作になります。
・スマートフォンにて発信すると、通常通りそのままスマートフォンにて発信・通話ができる。
(iPhone iOS8.x など)。
この場合、下記３）の操作にて、固定電話の受話器での通話に切り替えることができます。
・スマートフォンにて発信すると発信中音はスマートフォン本体から鳴らず、固定電話に着信があ
る(Android4.x など)。ナンバーディスプレイ対応電話機の場合、発信元電話番号は「0000」と表
示されます。
この場合、固定電話の受話器を上げると発信中音が聞こえ、通話相手が応答すると、受話器にて
通話できます。受話器を置くと、下記４）の通り、スマートフォンでの通話に切り替わります。
３）スマートフォンにて通話中、固定電話の受話器を上げて機器番号をダイヤルすると、受話器に
て通話できます。
４）固定電話の受話器にて通話中、受話器を置いても通話アプリの通話は終了せず、スマートフォ
ン本体での通話に切り替わるだけでこちらの声は相手に聞こえていますので注意してください。
通話の終了にはスマートフォンでの操作が必要です。
５）スマートフォンや通話アプリによっては、通話画面にて通話に使用するデバイス（スマートフ
ォン本体または固定電話の受話器）を切り替えることができることができる場合があります。
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モード設定

3

本アダプタには、各種設定項目があり、以下の手順で設定が可能です。
各設定項目は、電源が切れても保存されます。
１）設定を開始するには、受話器を上げて「００００」を入力します。
（受話器を上げた時の発信
音は「ツー」または「プー・プー．．
．」のどちらでも構いません）。
２）
「設定モードです。３桁の機能番号を入力して下さい」とアナウンスが流れるので、以下の通
り、アナウンスに従って操作して下さい。アナウンスの途中でも入力可能です。
３）現在の設定値が読み上げられます。
４）アナウンスに従い３桁の機能番号を入力します。
５）アナウンスに従い、以下の表を参考に、指定の桁数の設定値を入力します。
６）設定に成功すると「設定しました」とアナウンスが流れます。
７）アナウンスに従い、再び２）から繰り返すか、設定が完了したら受話器を置いて下さい。
＊）途中で設定を中断するには受話器を置いて下さい。

3.1

受話・送話音量の設定

機能番号

設定値

初期値

111

0～9

5

112

0～9

5

送話音量を設定します。（0:最小，9:最大）

113

0～9

4

Bluetooth 接続時の受話音量を設定します。111 番と合わせて使

受話音量を設定します。（0:最小，9:最大）

用できます。（0:最小，9:最大）
114

0～9

4

Bluetooth 接続時の送話音量を設定します。112 番と合わせて使
用できます。（0:最小，9:最大）

3.2

ノイズ低減

機能番号

設定値

初期値

321

0～9

4

受話音声が無音のときの雑音を減らします。

322

001～

100

321 の設定レベルより受話音声が小さい期間が 322 の設定値の

999

期間（単位：5 ミリ秒）続くと、無音とみなしミュートします。
321 の設定値を大きくすると雑音が減りますが、自然な通話感が
損なわれやすくなります。
322 の設定値が短いと通話中にミュートが切り替わり、雑音が入
る場合があります。
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ナンバーディスプレイ

機能番号

設定値

初期値

121

0,1

1

ナンバーディスプレイ機能の有効・無効を設定します。
接続する電話機のナンバーディスプレイ機能の有無に合わせて
設定して下さい。
0:無効
1:有効

3.4

固定電話の回線種別

機能番号

設定値

初期値

122

1～3

1

プッシュ式・ダイヤル式電話機のどちらでも、初期設定でほとん
どの場合動作しますが、万が一動作しない場合に設定して下さ
い。
1:プッシュ回線
2:ダイヤル回線(20pps)
3:ダイヤル回線(10pps)

3.5

ダイヤル終了から発信までの待ち時間

機能番号

設定値

初期値

123

05～99

35

ダイヤル終了から発信までの待ち時間を設定します。
ダイヤルの途中で発信してしまう場合、大きめ値を設定して下さ
い。単位は 0.1(秒)です。0.5 秒～9.9 秒の値を設定できます。

3.6

発着信許可

機能番号

設定値

初期値

311

0～3

3

Bluetooth 携帯電話での発信・着信の許可・禁止を設定します。
0:発信禁止，着信禁止
1:発信許可，着信禁止
2:発信禁止，着信許可
3:発信許可，着信許可

3.7

市外局番自動付加

機能番号

設定値

初期値

131

7桁

オフ

まで

市外局番の無い電話番号をダイヤルした際、自動的に市外局番を
付けて発信します。電話機を設置する地域の市外局番を設定して
下さい。
「0000」を設定すると本機能はオフになります。
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オフフック時 Bluetooth 自動接続

機能番号

設定値

初期値

312

0,1

1

受話器を上げた際に、自動的に Bluetooth 接続を開始するかどう
かを設定します。
0:開始しない

3.9

1:開始する

Bluetooth 接続受付許可

機能番号

設定値

初期値

313

0,1

1

携帯電話の操作による接続を受け付けるかどうかを設定します
0:受け付けない

1:受け付ける

3.10 Bluetooth 常時自動接続
機能番号

設定値

初期値

314

0,1

0

Bluetooth の常時自動接続を行うかどうかを設定します。
0:常時自動接続しない

1:常時自動接続する

3.11 Bluetooth のペアリングと接続・切断
機能番号

設定値

初期値

331

1～5

無し

Bluetooth のペアリングと接続を行います。
設定値 1,2,3,4,5 が機器番号「１」～「５」に対応しています。
入力した機器番号がペアリング未完了の場合、ペアリングを開始
します。ペアリング済みの場合、Bluetooth の接続を行います。

3.12 Buetooth の切断
機能番号

設定値

初期値

332

1～5,

無し

9

Bluetooth の切断を行います。
設定値 1,2,3,4,5 が機器番号「１」～「５」に対応しています。
設定値 9 は接続している全ての機器と切断します。

3.13 Bluetooth ペアリングの解除
機能番号

設定値

初期値

339

1～5

無し

Bluetooth のペアリングを解除します。
設定値 1,2,3,4,5 がそれぞれ機器番号「１」～「５」に対応しま
す。

－ 11 －

携帯電話－固定電話アダプタ(Bluetooth 接続)

取扱説明書

by TTRMKR

3.14 再起動
機能番号

設定値

初期値

000

無し

無し

内部制御回路が再起動します。
携帯電話アダプタの動作に何らかの異常が生じた場合に使用し
て下さい。
各種設定値や Bluetooth のペアリング情報は消去されません。

3.15 設定初期化
機能番号

設定値

初期値

999

無し

無し

携帯電話アダプタの各種設定値が出荷時の状態（各表の「初期
値」）に初期化され、内部制御回路が再起動します。
Bluetooth のペアリング情報も消去されます。
携帯電話アダプタの動作に何らかの異常が生じた場合に使用し
て下さい。

3.16 バージョン番号確認
機能番号

設定値

初期値

001

無し

無し

内部ソフトウェアのバージョン番号をアナウンスします。
３桁の番号(x.xx)が、取扱説明書の最後に書いてある番号(ver.BTx.xx)に対応しています。
任意の数字を一桁入力するとアナウンスを終了します。
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付録

4
4.1

仕様

電源

DC12V(AC アダプタより供給)

消費電力

待機時 1.5W 最大 2.5W
120mm(W)×100mm(D)×39mm(H) 突起部含まず

本体寸法

AC アダプタ接続時 140mm(D)
本体重量

約 150g

動作環境

温度

0℃～70℃

湿度

30%～90%RH（結露なきこと）

接続可能内線電話数

１回線
プッシュホン電話機・ダイヤル電話機に対応
無電源タイプの電話機（黒電話や家庭用電話機）も使用可能

ナンバーディスプレイ

対応

接続可能携帯電話数

Bluetooth 接続携帯電話１台

Bluetooth 仕様

Ver2.1+EDR Class2 (通信距離最大 10m、実用 3m 程度)

Bluetooth 対応プロファイル

HFP（ハンズフリープロファイル）

技術基準適合証明等

総務省の技術基準適合証明取得済みモジュールを内蔵

付属品

取扱説明書

（ペアリング可能台数：5 台）

AC アダプタ

4.2

技術基準適合証明について

本製品は日本の総務省の技術基準適合証明を受けた Bluetooth モジュールを内蔵しています。
モジュールの情報は以下の通りです。
認証製品名

WT32/Class 2 Bluetooth Module

認証申請者名:

Blue Giga Technologies Oy

認証番号

209-J00052

認証マークはモジュールの表示と同じものを取扱説明書や機器外部に転記できることが法律で
認められています。
必要な場合は以下のラベルをコピーして本アダプタの底面等に貼り付けてください。
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特殊ダイヤル番号一覧

受話器を上げて
1～5(Bluetooth 非接続中)

Bluetooth ペアリング・接続（能動モード）

1～5(Bluetooth 接続中)

Skype,LINE 等の通話アプリと音声接続

81～85

Bluetooth ペアリングの解除・接続（受動モード）

9

Bluetooth 全切断

91～95

Bluetooth 切断

0001～0005

Bluetooth ペアリングの解除とやり直し

0000

設定モードに入る

それ以外

通常発信

2016 年 1 月

TTRMKR
ver.BT-2.04,2.05,2.06
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