お手入れ
手入れ
柔らかい乾いた布で拭いてください。ぬれた雑巾は使用しないでください。ベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品は
本体を傷めますので、使用しないでください。科学雑巾をご使用になる時は、科学雑巾に添付の注意書をよくお読み
ください。
免責事項
機能・仕様については予告なく変更する事があります。ご承知おきください。
livedoor SIPフォンは、一般加入電話ではありません。NTT東西のモジュラージャックに直接イーサネットケーブルを差し
込んでも使用できません。
お客様及び当社のネットワーク環境により、ノイズ・音の途切れ・不通などの現象が起こる事があります。また、通話品質
の保証はいたしませんので承知おきください。 個人の聴力により、通話品質に差が生じた場合についても当社は一切の
責任を負いません。
ｌｉｖｅｄｏｏｒ SIPフォンは、主に個人のお客様向けのサービスです。商用としての機能については、保証いたしかねます。
日本国外でのご使用に際する障害に関しましては、当社は一切の責任を負いません。
livedoor SIPフォンは定期的なサーバメンテナンスを行うため、事前の告知なく、一時的にサービスが停止する場合があり
ます。あらかじめご了承ください。商品の故障、誤動作などの要因で電話が使えなかった事による付随的障害については、
当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。
アフターサービスについて
アフターサービスについて

取扱説明書
このたびは、livedoor SIPフォンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用になる前にこの
取扱説明書をよくお読みください。本書は本製品を正しくお使い頂くための手引きですので、大切に保管してください。
右の製品が
製品が全て
入っていることを
ご確認ください
確認ください。
ください。

●livedoor SIPフォン本体 １ ●受話器 １ ●受話器コード １ ●イーサネットケーブル １
●電源アダプター １ ●取扱説明書 １ ●保証書 １●応用設定ガイド 1

安全にお
---------必ずお守りください--------安全にお使
にお使いいただくために
本書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。
注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。

警告
●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
すぐに電話機コードを抜き、煙が出なくなるのを確認して販売店または、
、livedoor SIPフォン カスタマー サポート
＜cs-sipphone@livedoor.net＞までご連絡ください。お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。
■アフターサービス
万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社無料保証規定に基づき、交換いたします。
本商品の保証期間は、お買い上げの日から1年間
年間です。
年間
本機の
本機の交換に
交換に際し、出張交換または
出張交換または引
または引き取りサービスは
サービスは行いません。
いません。お買い上げの販売店
げの販売店へご
販売店へご持参
へご持参になるか
持参になるか、
になるか、
liveoor SIPフォンカスタマーサポート
フォンカスタマーサポート＜
＞までお問
フォンカスタマーサポート＜cs-sipphone@livedoor.net＞
までお問い合わせください。
わせください。
※上記のメールアドレスは、ご購入後のお問い合わせ専用です。
【送料】 お客様の負担とさせていただきます。ご了承ください。
■保証期間後のアフターサービスについて
保証期間後の修理及び交換は行っておりません。ご了承ください。
■保証書について
この製品には保証書がついています。お買い上げ時には、保証書にお買い上げ店の「店名・住所・捺印・お買い上げ
年月日」が記入されていることをお確めのうえ、大切に保管してください。
保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したときは、保証期間中であっても、保証が無効となりますので
ご注意ください。
■修理・交換をご依頼の前に
「故障かな？と思ったら」を参考にして、故障かどうかを確認してください。
使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷で修理サービスを依頼されますと、保証期間中であっても
有料となります。
注意：修理により発信履歴・着信履歴などが消去されます。あらかじめご了承ください。
■修理・交換を依頼されるときは
次の事項を確認して、お買い上げの販売店にご持参になるか、livedoor SIPフォンカスタマーサポート
＜cs-sipphone@livedoor.net＞までご連絡ください。いずれの場合も、同梱の保証書をご一緒にご持参(または送付)
願います。
1.品名・機種
livedoor SIPフォン LDSP-0001(白)、LDSP-0002(黒)
2.故障の内容 (どのような症状か、どんな時に症状がでるか、いつもでるか・時々でるか)
3.お買い上げ年月日
4.お名前、住所、livedoor SIPフォン電話番号、日中連絡可能な電話番号(一般加入電話番号または携帯電話番号)

livedoor SIPフォンホームページ
フォンホームページ
http://sipphone.livedoor.com/
お問合せは
ご購入後のお
問合せはメール
せはメールでのみ
メールでのみ受
でのみ受け付けております。
けております。(ご
購入後のお問
のお問い合わせ専用
わせ専用)
専用

警告

この表示の注意事項を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示の注意事項を無視して誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容を示しています。

■下記の記号
■下記の記号

は禁止（してはいけないこと)を示しています。
は行動を強制したり指示する内容を示しています。

警告
煙が出たり、
たり、変なにおいがするときは電話機
なにおいがするときは電話機コード
電話機コードを
コードを抜く
そのまま使用すると、火災や事故の原因となります。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
分解・
分解・改造しない
改造しない
火災・感電・故障の原因となります。
開口部から
開口部から金属類
から金属類を
金属類を差し込んだり、
んだり、落とし込
とし込んだりしない
万一、入った時は電話機のコードを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・ 故障の原因となります。
内部に
内部に水や異物を
異物を入れない
水や異物を入れると、火災・感電の原因となります。万一、水や異物が入った時は、電話機のコードを抜き、販売店に連絡してください。
故障や
故障や異常状態のまま
異常状態のまま使用
のまま使用しない
使用しない
火災・感電の原因となります。
雷が発生したときは
発生したときは、
したときは、本機に
本機に触れない
感電の原因となります。
風呂や
風呂やシャワー室
シャワー室では使用
では使用しない
使用しない
火災・感電・故障の原因となります。
本機の
本機の上や近くには水
くには水などの入
などの入った容器
った容器や
容器や小さな金属物
さな金属物を
金属物を置かない
こぼれたり、中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。
水などで濡
などで濡らさない
本機は生活防水タイプではありません。万一、内部に水などが入った時は電話機のコードを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると
火災・感電・故障の原因となります。

注意
調理台や
調理台や加湿器のそばなど
加湿器のそばなど、
のそばなど、油煙や
油煙や湯気があたるところに
湯気があたるところに置
があたるところに置かない
火災・感電・故障の原因となることがあります。
直射日光の
直射日光の当たるところに置
たるところに置かない
内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
湿気やほこりの
湿気やほこりの多
やほこりの多いところに置
いところに置かない
火災・感電・故障の原因となることがあります。
極端に
極端に寒いところや急激
いところや急激な
急激な温度変化のあるところに
温度変化のあるところに置
のあるところに置かない
故障の原因となることがあります。
不安定な
不安定な場所や
場所や振動の
振動の多いところに置
いところに置かない
落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。
受話器の
受話器の受話部に
受話部に吸着物がないか
吸着物がないか確認
がないか確認してから
確認してから使
してから使う
受話器の受話部の磁石に、画鋲やピン、ホチキスなどの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。
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livedoor SIPフォン
SIPフォンとは
フォンとは
livedoor SIPフォン
フォンとは、
ブロードバンド環境にあるlivedoor SIPフォン同士の通話が無料となるIP電話サービス
フォン
です。ADSL、光ファイバー、ケーブルテレビ等、どの回線でも専用端末間の通話が無料です。
本製品をご利用いただくためには、お客様ご自身でいずれかのインターネットサービスプロバイダーに加入して
おくことが必要です。
フレッツADSL等、接続ツールを使用してインターネット接続をしているお客様で、ご利用のモデムにブロードバン
ドルーター機能がない方は、別途ブロードバンドルーターが必要となります。
電話機本体に電話番号が割り振られるので、引越しをしても番号はそのまま。世界中どこに行っても電話番号が
変わりません。
一般加入電話及び携帯電話との発着信は別途お申し込みが必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。 http://sipphone.livedoor.com/order/

接続方法
1.本体と受話器を受話器コードでつなげる
2.イーサネットケーブルを本体とブロードバンド
ルーターに差し込む
3.ACアダプターのプラグをコンセントに差し込む
4.ACアダプターを本体に差し込む
※接続の順番は必ず守ってください
ケーブル、アダプターは確実に差し込んでください。
接続してから通話ができるまでには、数分かかります。

電話をかける
電話をかける
1.受話器を取る
2.『プー』という音が聞こえたら相手の番号をダイヤルする
3.通話が終わったら受話器を戻す

各部の
各部の名前・
名前・機能
ディスプレイ

－

MENU(メニュー)

↑↓(音量・Menu・ブラウザキー)

CALLED(発信履歴)

MESSAGE

電話をうける
電話をうける
1.呼び出し音が鳴ったら受話器を取る
2.相手の方と通話する
3.通話が終わったら受話器を戻す

CALLERS(着信履歴)
HOLD(保留)

SEND(再ダイヤル)

SPEAKERPHONE
(ハンズフリー)

Mute(ミュート)／Delete(削除)

●ディスプレイ
様々な設定や、相手の電話番号などが確認できます。
●↑↓(音量・Menu・ブラウザキー)
受話音量を7段階に調節します。 MENUでの設定確認の際、次項目を表示します。
●CALLERS(着信履歴)
着信履歴は99件まで表示可能です。受話器を上げCALLERSボタンを押していくと、新しい着信履歴から
古い着信履歴にさかのぼって表示されます。
ただし、ACアダプターやイーサネットケーブルを抜くと全ての履歴が消去されます。ご注意ください。
●SPEAKERPHONE
ハンズフリー機能です。受話器を置いたままでも通話ができます。
●SEND(再ダイヤル)
直前にかけた相手にかけ直す事ができます。相手が話し中や留守の時のかけ直しに便利です。
●MENU(メニュー)
電話機にセットされた設定が確認できます。MENUで設定確認の際、次項目を表示します。
●CALLED(発信履歴)
発信履歴は99件まで表示可能です。受話器を上げCALLEDボタンを押していくと、新しい発信履歴から
古い発信履歴にさかのぼって表示されます。
ただし、ACアダプターやイーサネットケーブルを抜くと全ての履歴が消去されます。ご注意ください。
●MESSAGE
このボタンの使用方法は随時変更となりますので、下記のウェブサイトにてご確認ください。
http://sipphone.livedoor.com/voice/
●HOLD(保留)
通話中、相手に待ってもらう時に使用します。こちらの声や音は相手に聞こえません。
●Mute(ミュート)／Delete(削除)
通話中に自分の音声が相手に届かなくなります。また、発信履歴・着信履歴を消去します。

一般加入電話・
一般加入電話・携帯電話との
携帯電話との発着信
との発着信は
発着信は別途お
別途お申し込みが必要
みが必要となります
必要となります。
となります。詳しくは下記
しくは下記の
下記のウェブサイトをご
ウェブサイトをご覧
をご覧ください。
ください。
ただし、
、110,119などの
などの緊急電話
ただし
などの緊急電話への
緊急電話への発信
への発信はできません
発信はできません。
はできません。一般加入電話・
一般加入電話・携帯電話よりおかけください
携帯電話よりおかけください。
よりおかけください。
http://sipphone.livedoor.com/order/
故障かな
故障かな？
かな？と思ったら
修理・交換を依頼する前にもう一度下記の表をご確認の上、お調べください。それでも具合の悪いときは、4ページ目の
『アフターサービスについて』をご覧の上、修理を依頼してください。※ウェブサイトからご購入いただいたお客様は、
livedoor SIPフォンカスタマーサポート＜cs-sipphone@livedoor.net＞へお問い合わせください。(このメールアドレスは
ご購入後のお問い合わせ専用です。)
症 状

障害全般

電話がかけられ
ない

原 因

処 置

①livedoor SIPフォンをご利用いただけるかを確認するために、『９９９９－９９９９』におかけ下さい。『サービスに接続
されています。SIPフォンをご利用になれます』というアナウンスが流れた場合は、本サービスをご利用いただけます。
②電源ケーブルの抜き差しをお願いいたします。（数回行ってください。）電源ケーブルを抜いてから再度入れるまで
は1分間位お待ちください。)
① ②を行っていただいても改善されない場合は、 cs-sipphone@livedoor.net まで、ご利用のルーターのメーカー・
名称・商品番号及びブロードバンド環境をご連絡ください。
イーサネットケーブルがはずれていませんか。

イーサネットケーブルの接続を確認してください。

ACアダプターがはずれていませんか。

ACアダプターが正しく接続されているか確認してくだい。

ディスプレイに表示される設定を変更しましたか。

音量を『小』に設定していませんか。
呼び出し音が鳴
らない

通話が途切れ
る・ノイズが入る

変更した設定を元に戻すか、イーサネットケーブルを抜き差し
(再起動)してください。
元に戻せない時は、cs-lipphone@livedoor.netまでご連絡
ください。
↑↓(音量・Menu・ブラウザキーで音量を調節してください。

ディスプレイに表示される設定を変更しましたか。

ネットワーク環境に異常はありませんか。

変更した設定を元に戻すか、イーサネットケーブルを抜き差し
(再起動)してください。
元に戻せない時は、cs-sipphone@livedoor.netまでご連絡
ください。
ネットワーク環境を確認し、問題箇所を修復してください。
ネットワーク環境の回復を待って再度おかけ直しください。

機能・
機能・設定に
設定に関する詳細及
する詳細及び
詳細及びFAQは
FAQは、ウェブサイトでご
ウェブサイトでご確認
でご確認ください
確認ください。
ください。
http://sipphone.livedoor.com/faq/

仕 様
●型 番 ：LDSP-0001(白)、LDSP-0002(黒)
●外形寸法 ：18(W)×22(D)×6.5(H) cm
●質 量 ：0.9kg
●電 源 ：AC100V～240V
●推奨ブロードバンド環境 ：1.5Mbps以上

お問合せは
ご購入後のお
問合せはメール
せはメールでのみ
メールでのみ受
でのみ受け付けております。
けております。(ご
購入後のお問
のお問い合わせ専用
わせ専用)
専用
mail to：
： cs-sipphone@livedoor.net
-2 -

-3 -

