ELAN VITAL EVSPEVSP-3815 操作説明書
EVSHEVSH-3815 操作説明
【セット内容】
本機をお使いになる前に、すべてそろっているか確認してください。

本体

PC 接続用 USB ケーブル

●

赤外線リモコン

AC アダプター

オーディオケーブル

取扱説明書兼保証書

クイックガイド

EVSP3815
EVSP3815 本体各部のなまえ
本体各部のなまえとはたらき
のなまえとはたらき

①MP3：メモリーオーディオモードになります。
MP3
接続モードになります。
②Bluetooth：Bluetooth
Bluetooth
③AUX（
AUX（外部入力
外部入力）
入力）：外部入力モードになります。
④RADIO（
RADIO（FM ラジオ）
ラジオ）：FM ラジオモードになります。
⑤CLOCK（
CLOCK（時計）
時計）：時計を表示します。
対応の Bluetooth 機器との接続時およびメ
⑥再生/
再生/⑦一時停止：AVRCP
一時停止
モリープレーヤ利用時の再生/一時停止を行います。
⑦戻る/⑧次へ：AVRCP 対応の Bluetooth 機器との接続時の選曲、FM ラ
ジオの選局、メモリープレーヤ利用時の選曲等の各種操作を行います。
サラウンド機能の ON/OFF を行います。
⑨ＳＲＳ：SRS
ＳＲＳ
⑩STANBY（
STANBY（スタンバイ）
スタンバイ）：スタンバイモードになります。
⑪PAIR（
PAIR（ペアリング）
ペアリング）：Bluetooth 機器と機器登録する際に押します。
⑫VOL（
VOL（音量）＋
音量）＋/
）＋/⑬VOL（
VOL（音量）－
音量）－：音量を調節します。
）－
⑭MUTE（
MUTE（ミュート）
ミュート）：音量を最小にします。
●EVSP-3815 は、Advanced Audio Distribution Profile(A2DP)、Audio
Video Remote Control Profile(AVRCP)の各プロファイルをサポートしてい
ます。
●仕様に関するご注意
・TV、iPod Video 等動画鑑賞する際に本機を使用してオーディオをお聴
きになる場合、音声データを圧縮、伸長している都合上、映像の動きに
対して音声に若干の遅れが生じますのでご了承ください。
・Bluetooth 接続時の再生および各種リモコン操作（一時停止/選曲）等
は、接続する携帯電話機など送信側の機種により以下記載の通り動作
しない事があります。
1.電源
1.電源について
電源について
付属の
付属の AC アダプターを
アダプターを本機の
本機の AC/DC 電源接続端子に
電源接続端子に接続します
接続します。
します。
・AC アダプターを抜き差しする前に電源をお切りください。電源を入れたまま
抜き差しすると、誤動作の原因になる場合があります。
・この製品には、付属の AC アダプターをご使用ください。付属の AC アダプタ
ー以外を使用すると、故障の原因になることがあります。
・AC アダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生
じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
・AC アダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しな
いでください。
・火災や感電の危険をさけるために、AC アダプターを水のかかる場所や湿気
のある場所では使用しないでください。また、AC アダプターの上に花瓶などの
水の入ったものをおこないでください。

①MODE（
MODE（モード）
モード）ボタン：各モードへの切り替えを行います。
ボタン
②VOL(音量
VOL(音量)
音量)＋ボタン/
ボタン/③VOL(音量
VOL(音量)
音量)－ボタン：音量調節を行います。
ボタン
④戻るボタン/
対応の Bluetooth 機器との接続時の
ボタン/⑤次へボタン：AVRCP
ボタン
選曲、FM ラジオの選局、メモリープレーヤ利用時の選曲等の各種操作を行
います。
⑥再生/
対応の Bluetooth 機器との接続時およ
再生/一時停止ボタン
一時停止ボタン：AVRCP
ボタン
びメモリープレーヤ利用時の再生/一時停止を行います。
⑦液晶画面：各種状態および時計を表示します。
液晶画面
⑧Mini USB 接続端子：内蔵メモリープレーヤへオーディオファイルを書き込み、
接続端子
消去する際に PC 接続用 USB ケーブルを接続する端子です。
⑨スピーカー：音声出力部です。
スピーカー
⑩主電源スイッチ
ON/OFF します。
主電源スイッチ：本体の電源を
スイッチ
⑪AC/DC 電源接続端子
電源接続端子：付属の AC アダプターを接続する端子です。
⑫FM アンテナ/
アンテナ/外部入力接続端子：付属のオーディオケーブルを接続する
外部入力接続端子
端子です。オーディオケーブルが FM ラジオのアンテナを兼用しています。
⑬リモコン受光部
リモコン受光部：付属の赤外線リモコンの受信部です。
受光部
⑭バックアップ用電池
バックアップ用電池：時計用のバックアップ用電池です。
用電池
● リモコン各部
リモコン各部のなまえ
各部のなまえとはたらき
のなまえとはたらき
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電源を
電源を入れる
本体背面の主電源スイッチを ON にする
電源を
電源を切る
本体背面の主電源スイッチを OFF にする
2.Bluetooth
2.Bluetooth 接続で
接続で使う
Bluetooth 接続により
接続により、
により、Bluetooth ステレオオーディオ再生機器
ステレオオーディオ再生機器で
再生機器で再生する
再生する
音楽を
音楽をワイヤレスで
ワイヤレスで楽しめます。
しめます。
ご注意：接続する機器の使いかたについて詳しくは、お使いの機器に付属の
注意
取扱説明書をご覧ください。
ペアリングとは
ペアリングとは
Bluetooth 機器では、あらかじめ接続しようとする機器を登録しておく必要が
あります。この登録のことをペアリングといいます。
一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はありませんが、修理等でペ
アリング情報が消去された場合や動作が不安定になった場合等には再ペア
リングを行って頂く必要があります。
ペアリングする
ペアリングする
①本機の電源を入れる
②本機と接続する Bluetooth 機器を 30cm 以内に近付けます。
③本機の MODE ボタンまたはリモコンの Bluetooth ボタンを押し Bluetooth
モードにします。液晶画面に「Connecting」と表示されます。
④③の状態で接続する Bluetooth 機器から本機を検索する。
⑤表示された機器一覧より「EVSP-3815」を選択し登録します。
接続する Bluetooth 機器の操作については、お使いの機器に付属の取
扱説明書をご覧ください。
⑥接続する Bluetooth 機器の画面でパスコードの入力を要求されたら
「 0000 （ ゼ ロ 4 個 ） 」 を 入 力 す る 。 認 証 処 理 が 正 常 に 完 了 す る と
「EVSP-3815」が登録されます。
⑦接続する Bluetooth 機器によっては登録と同時に自動的に接続する機
器もありますが、携帯電話などでは登録後、別途接続操作が必要な機
器もあります。接続する Bluetooth 機器に付属の取扱説明書をご確認
いただき接続操作等を行ってください。
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※登録状態及び接続状態の表示は接続する Bluetooth 機器により異なり
ますので、接続する Bluetooth 機器に付属の取扱説明書をご確認くださ
い。
※検出した Bluetooth 機器の一覧が表示できない機器や、画面がない機
器とペアリングするときは、本機と接続する Bluetooth 機器の両方をペアリ
ングモードにしてください。接続する Bluetooth 機器によってはこの操作で
ペアリングできる場合があります。このとき相手側 Bluetooth 機器のパスコ
ードが「0000」以外に設定されていると本機とペアリングすることができませ
ん。
※複数の Bluetooth 機器とペアリングするには、ペアリングしたい機器ごとに
①～⑦を繰り返してください。
※接続していた Bluetooth 機器との接続が切断されると液晶画面に
「Disconnected!」と表示されます。
※Bletooth 接続されていない状態で再生/一時停止ボタンを押すと本機は
直前に Bluetooth 接続されていた機器と再接続します。
音楽を
音楽を聞く
本機は SCMS-T 方式のコンテンツ保護に対応しています。SCMS-T 方式
対応の携帯電話やワンセグ TV などの音楽（音声）を本機で聞くことができま
す。
機器の操作をはじめる前に、以下の点をご確認ください。
・送信側 Bluetooth 機器と本機の電源が入っており、ペアリング及び接続が
完了している。
・送信側 Bluetooth 機器が音楽送信機能に対応している（対応プロファイ
ル：A2DP）
①送信側 Bluetooth 機器で
機器で Bluetooth 接続操作を
接続操作を行う（A2DP）
A2DP）
送信側 Bluetooth 機器の操作については、お使いの機器に付属の取扱
説明書をご覧下さい。
②送信側 Bluetooth 機器の
機器の再生をはじめる
再生をはじめる
送信側 Bluetooth 機器によっては、再生後に接続操作が必要な機器も
あります。送信側 Bluetooth 機器の操作については、お使いの機器に付
属の取扱説明書をご覧下さい。
音量を
音量を調節する
調節する
※ご注意※
注意※
電源を
電源を入れた際
れた際の音量レベル
音量レベルが
レベルが 20 に設定さ
設定されており
れております
おります。
ます。接続する
接続する機器
する機器の
機器の
音声レベル
音声レベルによっては
レベル によっては音量
によっては音量が
音量 が大きい場合
きい 場合がございますので
場合 がございますので音楽
がございますので音楽を
音楽を再生する
再生する
際には音量
には音量にご
音量にご注意
にご注意ください
注意ください。
ください。
音楽を再生しているときに、VOL（音量）＋ボタン/VOL（音量）－ボタンを押
して音量を調整します。
接続した機器によっては、接続した機器側でも音量の調節が必要な場合
があります。
送信側 Bluetooth 機器を
機器を操作する
操作する【
する【AVRCP】
AVRCP】
送信側 Bluetooth 機器が Audio Video Remote Control Profile(AVRCP)
に対応している場合は、本機のボタンで送信側 Bluetooth 機器の操作がで
きることがあります。
※送信側 Bluetooth 機器の対応機能については、お使いの機器に付属の
取扱説明書をご確認ください。
音楽再生中の操作
・再生：音楽停止中に再生/一時停止ボタンを押す
・一時停止：音楽再生中に再生/一時停止ボタンを押す
・曲送り：音楽再生中に次へボタンを押す
・曲戻し：音楽再生中に戻るボタンを押す

4.FM ラジオとして
ラジオとして使
として使う
FM アンテナを
アンテナを接続する
接続する
FM アンテナ/外部入力端子に付属のオーディオケーブルを接続します。オー
ディオケーブルが FM ラジオアンテナの役割をしていますので、必ず接続してご
利用ください。
FM ラジオを
ラジオを聞く
①本機の電源を入れる
②本機の MODE（モード）ボタンまたはリモコンの RADIO（ラジオ）ボタンを押し
FM ラジオモードにします。液晶画面に「FM」と周波数が表示されます。
③戻るボタン/次へボタンを押して選局します。また、再生/一時停止ボタン
を押すと自動的に受信可能なラジオ局に進みます。
5.メモリーオーディオプレーヤー
メモリーオーディオプレーヤーとして
プレーヤーとして使
として使う
本機は
は 1GB のメモリーを
本機
メモリーを内蔵しており
内蔵しており、
しており、付属の
付属の PC 接続用 USB ケーブルで
ケーブルで
PC と接続して
接続して音楽
して音楽ファイル
音楽ファイルを
ファイルを取り込み、音楽を
音楽を楽しめます。
しめます。
音楽ファイル
音楽ファイルを
ファイルを取り込む
①本機と PC を付属の PC 接続用 USB ケーブルで接続する
②本機の液晶画面に『
』アイコンが表示されます。
③PC に「USB 大容量記憶装置デバイス」として認識されますので、フォルダ
に音楽ファイルをコピーします。
※本機の対応音楽ファイルは WMA に対応しています。
※音楽ファイルを削除したい場合には、PC に接続し、フォルダ内の音楽ファ
イルを削除します。
音楽ファイル
音楽ファイルを
ファイルを聞く
①本機の電源を入れる
②本機の MODE（モード）ボタンまたはリモコンの MP3 ボタンを押しメモリーオ
ーディオプレーヤーモードにします。液晶画面に音楽ファイル名が表示され
ます。
③戻るボタン/次へボタンを押すと選曲します。
④音量を調節する。
6.現在時刻を
在時刻を設定する
設定する
①本機の MODE（モード）ボタンまたはリモコンの CLOCK（時計）ボタンを押し
時計を表示させます。
②再生/一時停止ボタンを押すと、数字が点滅します。
③変更したい場所に次へボタン/戻るボタンを押し、点滅する箇所を移動し
ます。
④VOL（音量）＋/VOL（音量）－ボタンを押し、時計をあわせます。
⑤再生/一時停止ボタンを押すと調整した時刻に設定されます。
7.SRS サラウンド機能
サラウンド機能
本機は SRS サラウンド機能を搭載しており、各モードで再生中にリモコンの
SRS ボタンを押すことにより、OFF/ON が可能です。
8.問題発生時の
問題発生時の対処方法
下記サポートデスクまで、メールまたは電話にてご連絡ください。
support1@wireless-t.jp
電話：０３－３４９６－３０２２（年末年始除く年中無休１０時～１８時）

3.外部入力端子
3.外部入力端子に
外部入力端子に接続して
接続して使
して使う
外部入力端子に
に接続した
外部入力端子
接続した機器
した機器からの
機器からの音楽
からの音楽を
音楽を楽しめます。
しめます。
※接続する機器の使い方について詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説
明書をご覧下さい。
接続する
接続する
付属のオーディオケーブルで、接続したい機器のヘッドホン端子と本機の
外部入力端子を接続する。
音楽を
音楽を聞く
①本機の電源を入れる。
②本機の MODE（モード）ボタンまたはリモコンの AUX（外部入力）ボタンを押
し AUX モードにします。液晶画面に「Aux」と表示されます。
③接続した機器を再生する。
④音量を調節する。接続した機器を適度な音量にして、本機の VOL（音
量）＋/VOL（音量）－ボタンで調節します。
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安全上のご
安全上のご注意
のご注意
ご使用前に、必ず下記の項目をお読みになり正しくお使い下さい。
 記号の説明
この表記を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電などにより死亡や
大けがなど人体への重大な障害をもたらす恐れがあります。

注意
この表記を無視して誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけが
をしたり、物的損害の発生する可能性があります。
 免責事項について
・地震、雷、風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三
者による行為、その他の事故、お客様の故意、または過失、誤用、その
他異常な条件下でのご使用により起因した損害に関して、当社は一切
責任を負いません。
・本製品の使用、または使用不能から発生する付随的な損害（事業利益
損失含む）に関して、当社は一切責任を負いません。
・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は
一切責任を負いません。
・当社が関与しない接続機器との組合せによる誤動作などから生じた損害
に関して、当社は一切責任を負いません。
警告 高温、低温、温度変化の大きいところでの使用、放置はしな
いで下さい。発熱、発火、変形、故障の原因になります。
警告 付属の専用周辺機器をご使用下さい。発熱、発火、故障の
原因となります。
警告 事故に繋がる危険がありますので、自動車、バイク、自転車等
乗り物の走行運転中に、本製品の操作を行う際には、安全走
行を損なわないよう十分にご注意ください。また、安全な場所に
停車してから、通話するようにしてください。なお、自動車運転
中の携帯電話使用は法律で禁止されています。
警告 分解、改造、修理を行わないで下さい。発熱、発火、感電、故
障の原因となります。
警告 水などが直接かかる場所や湿度の高い場所で本製品を使用
したり、濡れた手で触らないで下さい。感電、発火、故障の原
因となります。水ぬれや湿気による故障は、保証の対象外とな
ります。
警告 落下や投げるなどの強い衝撃を与えないで下さい。故障の原
因となります。
警告 梱包に使用しているビニール袋は、お子様が口に入れたり、か
ぶって遊んだりしないよう、ご注意ください。窒息等事故の原因
となります
警告 万一、異常な熱さ、煙、異常音、異臭、破損などの異常が発
生した場合は、ただちに本製品の電源を切り、ご使用を中止し、
お買い求めの販売店等に修理をご依頼ください。異常のまま
使用すると発熱、発火、感電、故障の原因となります。
警告 雷鳴時には、AC アダプタの抜き差しを絶対に行わないでくださ
い。 感電する恐れがあります。
注意 本製品の音量は適度な音量に調整してご利用ください。音量
が大きすぎると難聴になる恐れがあります。
注意 航空機内など携帯電話の利用を禁止された場所では、本製
品の電源をお切り下さい。航空機等の運行や動作に支障をき
たす恐れがあります。
注意 乳幼児の手の届く場所には置かないで下さい。誤飲やけがな
どの原因になります。
注意 お手入れの際には、アルコールなど揮発性のものは、使わない
下さい。変色、変形、変質や故障等の原因となります。
 電波に関する注意事項
本製品の使用周波数帯（2.4ＧＨｚ帯）では、電子レンジ等の産業、科学、
医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の
構内無線局（免許を要する無線局）、及び特定小電力無線局（免許を要
しない無線局）が運用されています。
本製品を使用する前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことをご
確認ください。万一、本製品からこれらの無線局に対して電波干渉の事例
が発生した場合には、すみやかにご利用を停止し電波干渉を避けてください。
また、何かお困りのことが起きたときには、当社へご相談下さい。
本製品は、2.4ＧＨｚ帯高度化省電力データ通信システムが内蔵されている
無線設備です。変調方式には、FH-SS 方式を使用しています。

 その他
・このマニュアルに掲載している会社名、製品名は各社の登録商標または
商標です。
・掲載されている仕様、デザインは、予告なく変更する場合があります。あら
かじめご了承ください。
・BluetoothⓇワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録
商標であり、ワイヤレステクノロジー㈱はこれら商標を使用する許可を受けて
います。
・
保証規定
[WTI200
WTI2008
2008K-01]
01]
1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に基づく、お客様の正常な
利用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無料にて故障個
所を当社の方法にて修理させていただきます。なお、本製品のハードウエ
ア部分の修理に限定させていただきます。修理を行うために交換された
旧部品、または、機器の一部は、基本的には、お返しいたしません。な
お、故障の内容によって修理にかえて同等品と交換させていただく場合
がございます。
2. 下記の事項については保証の対象にはなりませんのでご注意ください。
(1)保証書あるいは、ご購入時の領収書等ご購入を証するものがない場
合
(2)保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名、販売店
の確認印の記入あるいは押印がない場合
(3)不注意な取扱いや使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及
び損傷の場合
(4)お買い上げ後の落下、衝撃などお客様の取扱いが適正でないために
生じた故障及び損傷の場合
(5)長期間（1 ヶ月以上を目安）未使用により電源不具合が生じた場合
(6)火災、塩害、ガス害、地震、落雷及び風水害、その他天災地変、あ
るいは異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷の場合
(7)取扱説明書に記載のない使用方法をされた場合
(8)取り付け部品、外装装飾仕上げ、電池、及びその他付属品などの
消耗部品
3. 保証期間は、お客様の本製品ご購入日から 1 年間とし、保証対象者
は、最初のご購入者に限定されます。保証書等、ご購入日を証するも
のがない場合、保証期間は、保証書記載の国内出荷日から起算する
ものとします。
4. 修理、交換等の場合、当社への返送費用は、お客様のご負担とし、お
客様へのお届けは、当社または販売店の負担とします。
5. 当社及びその代理店、あるいは販売業者は、本製品のもたらす結果に
関して、いかなる場合（利益の損失、時間の損失、不便の発生など）に
も法的な責任を負いません。当社が損害賠償責任を負う場合は、お客
様がお支払いになった本製品代金相当額をもって上限とさせていただき
ます。
6. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS ONLY VALID IN JAPAN.

ワイヤレステクノロジー株式会社
ELAN VITAL プロジェクト
ホームページ：http://www.elan-vital.jp/
所在地
：東京都大田区山王２－３－１０ 大森三菱ビルディング７階
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