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赤外線通信対応機器との間で、電話帳と
ブックマークなどのデータを無線でやり
とりすることができます。
 .相手機やデータの内容によっては、送受信
できないことがあります。また、一部の設
定が反映されなかったり、正しく登録でき
なかったりすることがあります。

 ■赤外線通信利用時のご注意
受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤
外線ポートがまっすぐに向き合うように
します。

 .送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向
き合わせたまま動かさないでください。
 .赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに
目を向けないでください。目に影響を与え
ることがあります。
 .通信中に電池残量が少なくなると、送受信
が中止されることがあります。電池残量を
ご確認のうえ、操作してください。

認証コードについて
 .赤外線通信時に、正しい通信相手かどう
かをお互いに確認するための暗証番号で
す。一括データ送受信時に必要で、送信
側／受信側で同じ数字（4ケタ）を入力し
ます（特に決まった数字はなく、その通信
限りのものです）。

データを受信する

 ■1件ずつ受信する（例：電話帳）

1
%S赤外線通信S%

 .赤外線通信画面が表示されます。

2
赤外線受信S%

 .データ受信の待機状態となります。こ
のあと3分以内に送信側からデータを
送信してください。

3
相手から接続要求があると…

4
はいS%

 .以降の操作は、受信するデータによっ
て異なります。画面の指示に従って操
作してください。

赤外線を利用して他の機器とデータをやりとり赤外線通信を利用する
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 ■一括で受信する（追加登録）

1
%S赤外線通信S%

 .赤外線通信画面が表示されます。

2
赤外線受信S%

 .データ受信の待機状態となります。こ
のあと3分以内に送信側からデータを
送信してください。

3
相手から接続要求があると…
認証コード入力S%

4
追加登録S%

 ■一括で受信する（すべて削除して登録）

1
%S赤外線通信S%

 .赤外線通信画面が表示されます。

2
赤外線受信S%

 .データ受信の待機状態となります。こ
のあと3分以内に送信側からデータを
送信してください。

3
相手から接続要求があると…
認証コード入力S%

4
全削除して登録S%

5
操作用暗証番号入力S% 
SはいS%

データを送信する

 ■1件ずつ送信する（例：電話帳）
 .オーナー情報の送信については、P.1-12を
参照してください。

1
GS電話帳選択SB

2
データ1件送信S%

3
赤外線通信S%

 .相手が受信待機状態になれば、送信さ
れます。送信完了後、電話帳画面に戻り
ます。

 ■一括で送信する

1
赤外線通信画面で 
一括データ送信S%

2
操作用暗証番号入力S%

3
送信データ選択S%

4
認証コード入力S%

 .以降の操作は、送信するデータによっ
て異なります。画面の指示に従って操
作してください。



10-4

通
信

Bluetooth®対応機器と接続して利用Bluetooth®機能を利用する
Bluetooth®機能について

Bluetooth®対応のハンズフリー機器な
どと接続したり、Bluetooth®機器との間
で、電話帳データの送受信ができます。
 .Bluetooth®で接続したスマートフォンな
どの電話やメールを利用することもできま
す。詳しくは、P.1-18を参照してください。
 .本機は、次のBluetooth®プロファイルに
対応しています。
 , HSP Audio Gateway（AG）
 , HSP Headset（HS）
 , HFP Audio Gateway（AG）
 , HFP Hands-Free（HF）
 , PBAP PCE
 , PBAP PSE

 .最大2台の機器と同時に接続できます。 
また、複数のプロファイルで同時に接続す
ることもできます。   
ただし、同じプロファイルで複数の機器と
同時に接続することはできません。

Bluetooth®機能利用時のご注意
 .本機は、すべてのBluetooth®機器との接
続を保証するものではありません。
 .相手側の機器はBluetooth SIGの定める
Bluetooth®標準規格に適合し、認証を取
得している必要があります。
 .相手側の機器がBluetooth®標準規格に
適合していても、データを正しく送受信
できないことがあります。
 .ハンズフリー通話のとき、状況によって
は雑音が入ることがあります。
 .相手側の機器との通信可能距離をご確認
のうえ、適切な距離でご利用ください。
 ,本機同士での通信距離は、最大10mで
す（ただし状況によって通信速度／通
信距離は異なります）。

Bluetooth®機器と接続する

 ■機器を検索して接続／登録する

1
H

 .Bluetooth画面が表示されます。

2
Bluetooth共通設定S%

 .Bluetooth共通設定画面が表示されます。
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3
デバイス登録S%

 .近くにあるBluetooth®対応機器の検
索が開始され、見つかった機器がリス
ト表示されます。
 .確認画面が表示されたときは、画面の
指示に従って操作してください。

4
接続する機器選択S%

 .デバイスリストへの登録確認画面が表
示されます。

5
はいS%

6
はいS%

 .接続されます。
 .確認画面が表示されたときは、画面の
指示に従って操作してください。

パスキーについて
 .相手機によっては、パスキーの入力を求
められることがあります。

 このときは、次の操作を行ってください。
4のあと、本機と相手機で同じパスキー
を入力S%

 .パスキーの入力は、パスキー入力画面が
表示されたあと、30秒以内に完了してく
ださい。

Bluetooth®機器を再検索する
3のあとB
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Bluetooth®機能を利用する

 ■接続要求を受けて接続／登録する
未登録のハンズフリー機器などとの接続
方法を例に説明します。
 .あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有
効（On）にしておいてください。

1
相手機から接続要求があると…

 .デバイスリストへの登録確認画面が表
示されます。

2
はいS%

3
はいS%

 .接続されます。
 .確認画面が表示されたときは、画面の
指示に従って操作してください。

パスキーについて
 .相手機によっては、パスキーの入力を求
められることがあります。

 このときは、次の操作を行ってください。
2のあと、本機と相手機で同じパスキー
を入力S%

 .パスキーの入力は、パスキー入力画面が
表示されたあと、30秒以内に完了してく
ださい。

Bluetooth®機器の接続／登録状況を確認する

1
Bluetooth共通設定画面で 
デバイス一覧S%

 .デバイス一覧画面が表示され、登録さ
れているBluetooth®機器の種類（サー
ビス）や接続状況が表示されます。
 .おもなマークの意味は次のとおりです。 

パソコン
PDA
携帯電話
ヘッドセット機器
ハンズフリー機器
HSPサービス対応機器
HFPサービス対応機器
PBAPサービス対応機器

®機能を利用する
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登録機器の情報を確認する
1のあと、機器選択SBSデバイス情報
S%

登録機器の名前を変更する
1のあと、機器選択SBSデバイス名称
変更S%S名前変更S%

 ■未接続の登録機器と接続する

1
デバイス一覧画面で、接続する 
機器（「未接続」表示）選択

2
%

 .選んだ機器と接続されます。
 .確認画面が表示されたときは、画面の
指示に従って操作してください。

サービスを選んで接続する
1のあとBS接続・切断Sサービス選
択S%

 .確認画面が表示されたときは、画面の指
示に従って操作してください。

 ■接続を切断する

1
デバイス一覧画面で、解除する 
機器（「接続中」表示）選択

2
%

 .選んだ機器との接続が切断されます。

サービスを選んで切断する
1のあとBS接続・切断Sサービス選
択S%

 .確認画面が表示されたときは、画面の指
示に従って操作してください。

 ■登録機器を削除する

1
デバイス一覧画面で、削除する 
機器選択

2
BS削除S%

3
はいS%

 .選んだ機器が削除されます。
 .確認画面が表示されたときは、画面の
指示に従って操作してください。
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Bluetooth®機能を利用する

電話帳をやりとりする
Bluetooth®対応機器との間で、電話帳を
一括送受信することができます。

 ■電話帳を一括受信する

1
Bluetooth共通設定画面で 
電話帳一括受信S%

2
%

3
相手機で送信操作

 .受信が開始されます。終了すれば、上の
画面が表示されます。

4
追加登録S%

 .受信した電話帳が登録されます。

本機の電話帳をすべて削除して登録する
3のあと全件削除して登録S%Sはい
S%

 ■電話帳を一括送信する
相手機器からの要求操作で、本機の電話
帳を一括送信することができます。

1
相手機器から接続要求があると…

 .相手機器への転送を許可するかどうか
の確認画面が表示されます。

2
はいS%

 .送信が開始されます。

3
送信が終われば…
電話帳転送完了S%

Bluetooth®機器を設定する

 ■Bluetooth®機能の有効（On）／ 
無効（Off）を設定する

1
Bluetooth共通設定画面で 
On／Off設定S%

2
On／OffS%

 .確認画面が表示されたときは、画面の
指示に従って操作してください。

®機能を利用する
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 ■相手機での検索の許可（On）／ 
不可（Off）を設定する

1
Bluetooth共通設定画面で 
マイデバイス設定S%

 .マイデバイス設定画面が表示されます。

2
デバイスの公開S%

3
On／OffS%

便利な機能を使いこなす

 S 相手機で表示される本機の名前を変更する
マイデバイス設定画面でデバイス名称S 

%S名前変更S%

 S 通話履歴から発信するときに、本機（PHS）
とスマホのどちらを優先して発信するか
を設定する
マイデバイス設定画面で発信優先S% 

SPHS優先／着信元発呼優先S%

 .確認画面が表示されたときは、画面の指
示に従って操作してください。

 S 同時接続可能台数を変更する
マイデバイス設定画面で接続台数S% 

S1台／2台S%

 S 着信時に鳴らす、着信音の設定先を設定
する
マイデバイス設定画面で着信音S% 

S本機着信音／接続先着信音S%

 S 未使用時に自動的にBluetooth®機能を
無効（Off）にするまでの時間を設定する
マイデバイス設定画面で自動Off時間S 

%S時間選択S%

 S 常にハンズフリー機器で通話するかどう
かを設定する
マイデバイス設定画面で常にハンズフ
リー通話S%SOn／OffS%

 S 本機のBluetooth®機能の情報を確認する
Bluetooth共通設定画面でマイデバイス
情報S%
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パソコンと接続して充電パソコンと接続して利用する
市販のmicroUSBケーブルで本機とパソ
コンを接続すれば、パソコンのUSB端子
からの電力で本機を充電することができ
ます。
 . USBハブを利用しているときは、充電でき
ないことがあります。

microUSBケーブルについて
 .microUSBケーブルは、動作検証済みのも
のをご使用ください。詳しくは、パソコン
用サイト「SH DASH」内の「外部機器連携
ガイド」ページを参照してください。

 http://k-tai.sharp.co.jp/support/
w/wx03sh/peripherals.html#!/
peripherals

USBドライバについて
 .あらかじめパソコン用サイト「SH 
DASH」内の「各種ダウンロード」ページ
からUSBドライバをダウンロードしたう
えで、パソコンにインストールしておい
てください。   
http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/
wx03sh/download.html

1
外部接続端子の端子キャップを
矢印の方向に開く

2
外部接続端子に
microUSBケーブルの
microUSBプラグを差し込む

microUSBプラグ

 .microUSBプラグを誤った向きに差し
込むと、本機の外部接続端子が破損する
ことがあります。プラグの形状と向きを
よく確かめて、差し込んでください。

3
パソコンのUSB端子に
microUSBケーブルを差し込む
 .充電が始まり、スモールライトが赤色
で点灯します。
 .スモールライトが消灯すれば、充電は
完了です。
 .充電後は、本機からmicroUSBケーブル
を取り外したあと、端子キャップを閉
じてください。

USB充電の有効／無効を設定する
%S設定S%Sf本体SUSB充電S 

%S有効／無効S%

http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx03sh/peripherals.html#!/peripherals
http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx03sh/download.html
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