
※Skypeは通常の電話に取って代わるサービスではなく、緊急通報に使用することは
できません。※

●パソコンからインターネットを利用して利用者同士で無料通話を行うことができる「Skype
　（スカイプ）」に対応したハンドセットです。
●Skypeソフトをインストールするには、付属のCD-ROMにあるSkype日本語ホームペー
ジURLへのショートカットをダブルクリックしてください。
●本製品に付属のCD-ROMからパソコンに“Wellphone”ソフトをインストールするだけで、
すぐに本製品をSkypeでの通話に使用できます。

●USBポートを使いますので、コネクタひとつでパソコンと接続し、通話ができます。

●本製品のマイク部分の近くで強く息を吹きかけ続けたり、大きな音を立てたりすると、
本製品に支障や障害をきたす場合があります。

●本製品で通話中にキーパットを連続して押すと、本製品に支障や障害をきたす場合があ
ります。

●通話中に音声が聞こえにくくなった場合などは、一度本製品をパソコンから取り外して、
再度パソコンに接続してください。

対応機種 次の条件に対応したWindowsマシン
・USB1.1以上のポートを装備している
・CPU：Pentium 400MHz以上
　　　　（または同等以上の互換CPU）
・メモリ：128MB以上

対応OS Windows XP/2000

対応Skypeソフト Skype Ver.1.3以降

取 扱 説 明 書 MM-HSUSB5SK

ご使用になる前によくお読み下さい。 

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

●ハンドセット
●スタンド
●取扱説明書
●CD-ROM
●SkypeOut 約30分 
　無料通話クーポン

１台
１個
１冊
１枚

１枚
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ト
内
容

最初に
ご確認

  ください。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

Skype専用USBハンドセット

警　告
絶対にしてはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を
守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定されます。

注　意
この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、
物的損害が発生する可能性があります。

本製品の分解/改造/修理をご自分で行わないでください。火災や感電の恐れがあります。

本製品の取り扱いにあたっては、必ずパソコンのマニュアルをご覧になり、注意事
項に従ってください。

警　告

本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器
ですので故障の原因になります。

本製品は次のようなところで使用しないでください。
・直射日光のあたるところ
・暖房器具の周辺、火気の周辺
・高温/多湿になるところ、結露を起こすようなところ、急激な温度の変化がある
　ところ
・平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するところ
・静電気の発生するところ
・ほこりの多いところ

本製品のコネクタに汚れ、ほこりなどが付着している場合は、乾いたきれいな布で
取り除いてください。汚れたまま使用すると故障の原因になります。

本製品をシンナーやベンジンなどの有機溶剤でふかないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で取り除いてください。ひどい汚れは、水に
濡らしたきれいな布に中性洗剤を少量含ませ、固くしぼってからふいてください。

お子様の周辺で本製品を操作したり、お子様が本製品を操作する場合は、大人が
監視し、取り扱いには十分注意してください。けがや感電の恐れがあります。

本製品やパソコンから煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにパソコンの電源
を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。その後、お買い求めの
販売店にご相談ください。そのまま使用を続けると、感電の恐れや火災の原因と
なります。

本製品は水を使う場所や湿気の多い場所で使用しないでください。感電の恐れや
火災、故障の原因になります。

本製品やパソコンに液体や異物が入った場合は、すぐにパソコンの電源を切り、
ACコンセントから電源プラグを抜いてください。その後、お買い求めの販売店に
ご相談ください。そのまま使用を続けると、感電の恐れや火災の原因となります。

本製品を廃棄処分するときは、各地方自治体の制定する条例に従ってください。

ぬれた手で本製品を操作しないでください。感電の恐れや故障の原因になります。

注　意

本製品のパッケージには次のものが含まれます。まず、初めにすべてのものが揃っているか
ご確認ください。万一、不足品などがございましたら、本製品を購入された販売店もしくは弊
社までご連絡ください。

①MM-HSUSB5SK本体 1台
②スタンド（本体を縦置きするときに使用します） 1個
③CD-ROM 1枚
④取扱説明書（この取扱説明書です）　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
⑤SkypeOut 約30分無料通話クーポン　　　　　　　　　　　　　　　　1枚 

1.パッケージ内容を確認する

2.本製品の特徴と機能

3.動作環境

4.安全にお使いいただくためにお守りください

5.通話に関する注意

TM



① 受話口 通話の相手の声が聞こえます。

③
(ON/OFF)ボタン

タスクトレイに常駐するSkypeソフトの画面を開いたり、
閉じたりできます。

④ カーソルボタン Skypeソフトの項目やタブを選択するときに使用します。

⑤ 　 (開始)ボタン 通話を開始します。通話中に、このボタンを押すと保留に
なり、もう一度押すと保留が解除されます。
また、Skypeソフトの画面で選択した項目を確定します。

⑥ 　 (終了)ボタン 通話を終了します。

⑦ 着信(LED)ランプ 本製品をパソコンに接続すると緑色に点灯し、パソコンに
認識されると消灯します。マナーモードがオンのとき、
待ち受け状態では緑色に点灯し、着信すると点滅します。
マナーモードがオフのときは常に消灯しています。

②
(MANNER/MUTE)
ボタン

マナーモードおよびミュート機能を利用するためのボタンです。
通話時：ボタンを押し続けている間、ミュート機能が働きます。
待機時/呼び出し時：押すたびにマナーモードのオン/オフが
切り替わります。マナーモードがオンのときは着信ランプが
点灯します。

⑧ ダイヤルボタン 相手に電話をかけるときなどに使用します。また、本製品
はDTMFに対応していますので、プッシュ音（トーン信号）
を発信することができます。

⑨ 送話口 自分の声を集音して相手に伝えます。

⑩ VOL
(ボリューム)

受話口から聞こえる相手の音量を調整します。＋ボタンを
押すと大きく、－ボタンを押すと小さくなります。

⑪ USBコネクタ パソコン本体のUSBポートに直接差し込みます。USBハブに
は接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

⑫ スタンド 本製品を縦置きするときに使用します。

⑪

③ ⑩

⑥

⑦

①

②

④

⑤

⑧

⑫

⑨

本製品を使用するには、あらかじめパソコンにSkypeソフトをインストールしておく必要があり
ます。最新のSkypeソフトは、Skype日本語ホームページからダウンロードできます。また、本
製品には、付属のCD-ROMにSkype日本語ホームページURLへのショートカットがあります。

また付属のCD-ROMからでもSkypeダウンロードページにアクセスできます。
①「8.Wellphoneソフトをインストールする」の手順　　～　　を参考に、CD-ROMの内
容を表示します。
②「Skypeダウンロード」アイコンをダブルクリックします。
③Skypeダウンロードページが表示されます。

弊社でのSkypeソフトのサポートは、welltoneホームページ上
（http://www.welltone.jp/）でのご案内のみになります。

●Skypeソフトに関するお問い合わせについて

最新のSkypeソフトは以下のURLからダウンロードし、パソコンにインストールすることができま
す。インストールが終われば、「8. Wellphoneソフトをインストールする」へ進んでください。

●最新のSkypeソフトをダウンロードするには

Skype日本語ホームページ（以下のURL）のメニューから［ヘルプ］を選択することで、ユー
ザーズガイド、FAQなどをご参照いただけます。内容によっては英文のみの表記となります。
また、Skypeソフトの［ヘルプ］メニューをご利用いただくこともできます。

※ホームページの更新により、アドレスが変更になることがあります。
　このような場合は、http://www.skype.com/からお入りください。

http://www.skype.co.jp

●Skypeソフトは、必ずWellphoneソフトをインストールする前にインストールしてお
いてください。注　意

6.各部の名称と機能

7.Skypeソフトをインストールする

7.Skypeソフトをインストールする　＜続き＞

本製品を接続するパソコンのWindowsを起動します。

パソコンにSkypeソフトをインストールしたら、次に、本製品をパソコンに接続して使用
するのに必要なWellphoneソフトをインストールします。

1

次の順序でウィザード画面が表示されますので、各ボタンをクリックします。

・ご使用の環境によっては「setup」または「setup.exe」と表示されます。

4

本製品に付属のCD-ROMを対応ドライブにセットし、マイコンピュータなどで
CD-ROMの内容を表示します。

2

setupアイコンをダブルクリックします。3

●Wellphoneソフトをインストールする前に、必ずSkypeソフトをインストールしてお
いてください。Skypeソフトについては、「7. Skypeソフトをインストールする」をお
読みください。

注　意

クリック

クリック

クリック

ダブルクリック

8.Wellphoneソフトをインストールする

1 2

http://www.skype.co.jp



本製品をパソコンに接続し、Skypeで通話できるようにします。

相手からの通話の受け方について説明します。

相手から着信すると、画面に着信を知らせるメッセージが表示されます。同時に
本製品から着信音が鳴ります。

1

　  ボタンを押すと、通話ができます。2

Skypeにログインしていない場合は、Skypeソフトを起動し、Skype名と
パスワードを入力してログインします。

2

これで、本製品を使ってSkypeで通話できるようになります。3

・Skypeソフトの画面が閉じている場合は、画面が開きます。

・これで、WellphoneソフトがSkypeで使用できるようになります。

通話が終了したら、　 ボタンを押します。　  ボタンを押すとSkypeソフトの画面
が閉じます。

3

本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。1
・パソコンの電源が入った状態で接続すると、本製品の着信ランプが緑色に点灯し、
　パソコンに認識されると消灯します。

マナーモードについて
マナーモード（「12.日常利用するおもな機能」参照）をオンにしている場合は、着
信音は鳴りません。着信ランプが点灯から点滅に変わります。

電話をかける方法について説明します。

【コンタクト】タブで▲▼キーを使って会話したい
相手を選択し、　 ボタンを押します。

1

相手が応答すれば会話を開始します。2

会話を終了したら、　 ボタンを押します。3

　  ボタンを押すとSkypeソフトの画面が閉じます。4

短縮ダイヤルを登録している場合
短縮番号を本製品のダイヤルボタンで入力し、　 ボタンを押すことで電話をかける
ことができます。

一般の加入電話にダイヤルする場合は
SkypeOutを使用する必要があります。本製品のダイヤルボタンで、国番号（日本：
0081）＋市外局番（先頭の0は不要）＋電話番号を入力し、　 ボタンを押すことで
電話をかけることができます。
（例）03-8505-XXXXにかける場合は、008138505XXXXとダイヤルします。

※日本国内から国内の電話番号にかける場合でも、日本の国番号「0081」を付ける必要が
あります。

※国番号は「+」ではなく、必ず「00」を入力してください。（例）×「+81」→ ○「0081」
※SkypeOutをご利用になるには、Skype社との契約が必要です。

・【コンタクト】タブが表示されていないときは、
　  キーでタブを移動します。

Skypeソフトはタスクトレイに常駐しています。もう一度　　ボタンを押すと、
Skypeソフトの画面が開きます。

オンのとき 待ち受け状態のときは着信ランプが緑色に点灯します。着信すると
着信ランプが点滅しますが、着信音は鳴りません。　 ボタンを押すと
通話を開始します。

オフのとき 着信ランプは常に消灯しています。着信は着信音で知らせます。

マナーモードの設定 （MANNER/　）ボタン

（MANNER/MUTE）ボタンを押すことで、着信音が外部に鳴らないように設定できます。
押すたびにマナーモードのオン/オフが切り替わります。

ミュート機能を使う

会話中に一時的に相手に自分側の音声を伝えたくない場合は、ミュート機能を使うと便利
です。会話中に（MANNER/MUTE）ボタンを押すと、押している間だけ送話口からの
音声が相手に伝わらなくなります。

受話音量の調整 （VOL + －）ボタン

受話口から聞こえてくる相手の音声の音量を調整することができます。本体側面にある＋
ボタンを押すと大きく、－ボタンを押すと小さくなります。

通話の保留 ボタン

通話を保留にするには、　 ボタンを押します。もう一度押すと、保留が解除されます。

着信音の設定

Skypeソフトに着信があると、本製品が持つ着信音とSkypeソフトの着信音が鳴ります。
SkypeソフトおよびWellphoneソフトを使って、それぞれ着信音のオン/オフを設定する
ことができます。

●Skypeソフトの着信音（Skypeソフト側で設定）
1 メニューバーの［ツール］→［設定］を選択します。
2 メニューの［着信音］を選択します。
3 着信音のリストが表示されますのでお好みの状態に設定します。

●本製品の着信音（Wellphoneソフト側で設定）
1 タスクトレイにある　  （Wellphone）アイコ
ンをクリックします。
・タスクトレイとは、Windows画面の右下に
ある小さなアイコンが並んだ場所です。

2 画面の「呼出音有効」をオフにすると着信音は
なりません。変更後、［OK］をクリックすると
設定が保存され画面が閉じます。

（MANNER/　）ボタン

●このあとは、次の「9.本製品をパソコンに接続する」へ進んでください。

CD-ROMをドライブから取り出し、大切に保管してください。8

以下の画面が表示されます。[このプログラムがSkypeを使用することを許可する]
を選択し、[OK]をクリックします。

7

選択します

・同時に、Skypeソフトの画面が開きます。

Wellphoneソフトが正しくインストールされると、Wellphone
ソフトが自動的に起動し、Wellphoneアイコンがデスクトップ
右下のタスクトレイに表示されます。

5

・すでにログイン済みの場合は、この手順をとばして手順　　 へ進みます。

Skypeにログインしていない場合は、[Skype名]と[パスワード]を入力してSkype
にログインします。

6

●本製品はパソコンの電源を入れる前に接続してください。または、Windowsの起
動が完了した後に接続してください。パソコンの電源を入れてからWindowsの起
動が完了するまでの間に接続することは避けてください。

●必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。USB HUBに接続すると正
常に動作しないことがあります。

注　意

●上記の画面が表示されない場合は、Skypeソフトが起動しており、ログインが完
了していること、Wellphoneソフトが起動していることを確認してください。注　意

7

Wellphone
アイコン

Skypeソフトはタスクトレイに常駐しています。もう一度　　ボタンを押すと、
Skypeソフトの画面が開きます。

9.本製品をパソコンに接続する

10.電話をかける

11.通話相手から着信する

12.日常利用するおもな機能

8.Wellphoneソフトをインストールする　＜続き＞



■パソコンのスピーカーから通話の音声が再生される。
次の手順でSkypeソフトの設定を確認してください。
①Skypeソフトのメニューバーで[ツール]→[設定]を選択します。
②メニューの[オーディオデバイス]を選択します。
③[オーディオデバイス]の各デバイス名がすべて[Generic USB Audio Device]になる
ように設定します。

※パソコンのサウンド機能のデバイスが選択されていると、パソコンのスピーカから通話
の音声が再生されます。

■受話口からパソコンのサウンド機能（音楽やイベント音など）の音声が再生される。
次の手順でコントロールパネルにあるサウンド設定を確認してください。
①[スタート]→[コントロールパネル]→[サウンド、音声、およびオーディオデバイス]→
[サウンドとオーディオデバイス]を選択します。

※クラシック表示の場合は、[スタート]→[コントロールパネル]→[サウンドとオーディオ
デバイス]を選択します。

②[サウンドとオーディオデバイスのプロパティ]の【オーディオ】タブを表示します。
③[音の再生]と[録音]の[既定のデバイス]をご使用のパソコンに搭載されたサウンド機能
のデバイスに設定します。

※[Generic USB Audio Device]が選択されているとスピーカから通話の音声が再生さ
れます。

■本製品でSkypeが利用できない。
本製品でSkypeを使用する場合は、必ず「コンピュータの管理者」権限でログオンしてく
ださい。Windows XPでは「コンピュータの管理者」、Windows 2000では
「Administrator権限」でログオンしないと、本製品の機能をご利用いただけません。

■Skypeソフトからエラーメッセージが表示された。
　本製品のボタンを押しても動作しない。
→本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートから抜き、1分以上たってからUSBポ
ートに接続してみてください。

 
■Skypeソフトの使い方がわからない
Skypeソフトのメニューバーにある[ヘルプ]を参照してください。Skypeソフトの操作
方法などのサポートは弊社では行っておりません。ご了承ください。

■本製品を使用中にSkypeソフトの画面に反応がなくなった。
本製品を使用中、本製品のカーソルボタンやダイヤルボタンを押しても、Skypeソフトの
画面に反応がなくなった場合は、本製品上にある　 （ON/OFF）ボタンを数回押してか
ら、もう一度操作してください。

インターフェイス規格 USB1.1

対応OS Windows XP、Windows XP SP1/SP2、Windows 2000

対応Skypeソフト Skype Ver.1.3以降

レシーバ
部

周波数帯域 100Hz～3.4KHz

マイクロ
フォン部

指向性 無指向性

環境条件 温度 動作温度：5℃～35℃

外形寸法/重量

ケーブル長 1.6m

本体　　：H123mm×W50mm×D22.5mm/74g
スタンド：H53.5mm×W60mm×D53.5mm/32g

湿度 動作湿度：45％～85％（結露なきこと）

周波数帯域 100Hz～10KHz

感度 -46dB±3dB（0dB=1V/PA,1KHzにて）

インピーダンス 1.6kΩ±30％

感度 108dB SPL±3dB（0dB=20μPa1KHzにて）

インピーダンス 33Ω±5％

対応機種 次の条件に対応したWindowsマシン
・USB1.1以上のポートを装備している
・CPU：Pentium 400MHz以上（または同等以上の互換CPU）
・メモリ：128MB以上

Wellphoneソフトは、バージョンアップされることがあります。最新バージョンは、
welltoneのホームページで公開します。

http://www.welltone.jp/

13.Wellphoneソフトのバージョンアップ

14.基本仕様

15.トラブルシューティング

１）保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で
故障がありました場合は無償修理いたしますので、保証書を製品に添えて弊社までお送りください。

２）次のような場合は保証いたしかねます。また、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
　（１）保証書をご提示いただけない場合。
　（２）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　（３）お客様ご自身による改造または修理があると判断される場合。
　（４）故障の原因が取り扱い上の不注意によると判断される場合。
　（５）天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
　（６）輸送途中の事故による故障及び損傷。
３）保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
４）修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の料金及び諸掛かりはお客様のご負担となります。
５）保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社までお問い合わせください。
６）保証書は日本国内においてのみ有効です。
※本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。
※本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
※本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社ま
でご連絡ください。

※本書の内容については予告なしに変更することがございます。
※本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものと異なることがあります。

06/03/KNDaC

2006.3現在

092-471-6721  FAX.092-471-8078

011-611-3450  FAX.011-716-8990
022-257-4638  FAX.022-257-4633
052-453-2031  FAX.052-453-2033
06-6395-5310  FAX.06-6395-5315

札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1 -6 -37宝栄仙台ビル
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル1F
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル

076-222-8384

〒700-0825  岡 山 市 田 町 1 - 1 0 - 1 086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

金沢/
www . s a nwa . c o . j p

保 証 規 定

※弊社ではSkypeやSkypeOutに関するサポートは行っておりません。
　ご了承ください。

SkypeOut 無料クーポンの使い方

この製品には、SkypeOut 約30分無料クーポン（SkypeOutグローバルレート
適用エリア対象）が付属しています。
※ご利用されるSkypeアカウントにおいて、SkypeOutご利用残高が5ユーロ未満の
　場合でないと、SkypeOutクーポン（チケット番号）はご利用いただけない場合が
　あります。※

①Skype画面で「ファイル」→「マイアカウント」→「マイアカウントページ」
　を選択し、クリックします。

②Webブラウザが立ち上がり、下図のような「ログイン」画面が表示されます。画面左
側の「チケットを有効にする」をクリックします。

③「クーポン・チケットを有効にします」という画面が表示されます。この下に記載の
「Skypeチケット番号」(英数字)を入力し、「続行」をクリックします。あとは画面の
指示に従ってください。


