NOVAC
USB2.0/1.1 インターフェース携帯型 Skype Phone

免責事項について

NEXPHONE USB Handy
セットアップガイド

※

（VP-840U）
ご使用になる前に、本紙をよくお読みの上、正しくお使いください。

※

セットアップガイドの注意事項
本セットアップガイドでの注意事項
1. 本紙の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。
2. 本紙容につきましては万全を期して作成いたしますが、万一誤りまた
はお気づきの点がございましたら弊社宛ご連絡くださいますようお願
いいたします。
3. ソフトウェアおよび本紙を運用した結果については、上記にかかわら
ず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※

地震、雷、当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、
お客様の過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損
害に関して、当社は一切責任を負いません。
本製品および本製品に付属のソフトウェアの使用または使用不能か
ら生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求について、
当社は一切責任を負いません。
本製品に付属のセットアップガイドの記載内容を守らないことにより生
じた損害については、当社は一切責任を負いません。

「NEXTPHONE USB Handy」各部の名称です

※ MS-DOS、Windows は米国 Microsoft 社の商標または登録商標で
す。
※ その他、本紙に記載されている会社名･製品名は各社の商標または登
録商標です。
※ 本紙は「著作権法」によって、著作権等の権利が保護されています。
※ 本紙の一部または全部について、株式会社ノバックから文書による許
諾を得ずに無断で転載または複写（コピー）することは、著作権等の権利侵
害となる場合がありますのでご注意ください。

① スピーカー：通話相手の声がここから聞こえます。
② LCD 画面：本製品の状態がここに表示されます。
③
：上下ボタン。リストの選択などを行います。
：オフフックボタン。電話を掛けるときなどに使います。
④
⑤

------ 警告・注意 -----けがの恐れがあります。
・落下、不用意な接触などに十分注意してください。製品には尖った部分が
あります。
足など体の部分の上に落下させ、あるいは不用意にぶつけるなどすると、
けがの原因となります。不安定な場所には置かないでください。特に乳幼
児・児童の近くでご使用になる場合は、厳密に管理してください。
・コネクタなどの接続などには十分注意してください。
・ケーブルの巻き付けなどにご注意ください。乳幼児・愛玩動物の首などに
ケーブル類が巻き付くと、死亡など重大事故の恐れがあります。厳密に管
理してください。
火災の恐れがあります。
・直射日光のあたる場所、強磁界、強電界の場所で保管やご使用にならな
いでください。
火災の恐れがあります。
感電・けが・失明の恐れがあります。
・落下などにより損傷した場合、また、移動などに際しケーブルの傷がつい
た場合などは、すみやかに使用を中止してください。また、破損部分や内
部には手など触れないようにしてください。
・分解しないでください。内部に不用意に触れると、けが、感電などの恐れ
があります。
・湿気やほこりの多い所水中などで使用しないでください。感電などの恐れ
があります。

インストール先の指定です。このま
までよければ、「Next」ボタンをクリ
ックしてください。
変更される場合は、「Browse..」ボタ
ンをクリックし、インストール先を指
定してください。

イ ンストールの完了画面です。
「Finish」ボタンをクリックし、画面を
閉じてください。

安全に正しくお使いになるために
本製品を安全に使っていただき、あなたや他の人々、あるいは財産への損
害を未然に防止するため、以下の注意事項をお読みください。下記注意事
項を本書に従って、正しく安全に使用してください。

● ドライバのインストール
本製品に付属されている CD からドライバのインストールを行います。
CD をパソコンにセットすると、自動的に下記の画面が表示されます。画面
に従って、ドライバのインストールを行ってください。
インストールの最初の画面です。
「Next」ボタンをクリックし、インスト
ールを進めてください。

：インフォメーションボタン。プロフィールにある電話番号に

SkypeOut できます。
番号ボタン：短縮ダイヤルや SkypeOut の電話番号を入力するときに
使います。
⑦ LED：着信があったとき赤色で点灯します。
：オンフックボタン。電話を切るときなどに使います。
⑧

インストールが完了すると、デスク
トップ上に右のアイコンができま
す。
右の画面が表示されますので、1 番
上の項目にチェックを付けて「OK」
をクリックしてください。

⑥

⑨
⑩
⑪

：保留ボタン。通話を保留できます。
マイク：ここから入った声が通話相手に聞こえます。
ブザー：着信音が出力されます。

ご使用いただくためのパソコンの動作環境です
対応パソコン

USB1.1 または、USB2.0 インターフェースを持つ
パソコン
対応 OS
Windows 2000Pro/XP
コネクタ形状
USB タイプ A コネクタ
インターネット環境。必須

ソフトをインストールします
● Skype のインストール
下記から Skype をインストールしてください。必ず Ver.1.4 以降の Skype をイ
ンストールしてください。
http://www.skype.com/intl/ja/products/skype/windows/
Skype のインストールと設定方法については、下記を参照してください。
http://www.novac.co.jp/skype/Help_Download.html

● オーディオデバイスの設定+
Skype の画面で「ツール」⇒「設定」⇒「オーディオデバイス」を開いて下記
の設定を行ってください。
右 の よ う に 「 USB AUDIO
DEVICE」をオーディオ入力、オ
ーディオ出力で設定してくださ
い。
また、Windows のサウンドをパソコンに接続しているスピーカーから出力し
たい場合は、この設定を行ってください。
Windows の「設定」⇒「コントロールパネル」⇒「サウンドとオーディオデバイ
ス」を開いて、「オーディオ」のタブをクリックしてください。
下記のような画面が表示されます。
右のオーディオのデバイスをパソ
コンの中に入っているオーディオ
デバイスを選択してください。
お使いになっているパソコンによ
ってこの表示は異なります。

本製品の設定 --- 「OPTION」設定
「OPTION」設定で、音量、保留音、呼出音などの設定ができます。
本製品を使う前に、まず本製品の設定を行ってください。
1. 「OPTION」設定への手順
下記の手順で「OPTION」設定の画面に入れます。
ボタン
LCD 画面
説明

1

CONTACTS

2

OPTION
「 」ボタンを一度押してください。
VOL SET
ここが、「OPTION」設定の最初です。
OPTION 設定の「VOL SET」「HOLD SET」
「RING SET」「KEY TONE」「NAME SET」「RING VOL」の
選択ができます。

3

4

を押すことで、それぞれの設定ができます。
2. 音量を変更する
「VOL SET」を選択してください。
ボタン
LCD 画面
説明
音量のレベルが LCD 画面に表示されま
1
VOL 5
す。
音量のレベルが 0 から 7 の 8 段階で調整
VOL 0-7
2
できます。
VOL SET
設定完了です。
3
ここで設定できる音量は、通話中の音量と、後述する KEY TONE の音量で
を押すことでも調整可能です。
す。通話中の音量は、通話中に
3. 保留音を変更する
「HOLD SET」を選択してください。
ボタン
LCD 画面
説明
1
HOLD 5
保留音の種類が表示されます。
保留音を 1-5 の 5 種類と、保留音なし
HOLD 1-5
2
HOLD MUTE （MUTE）の 6 種類が選択できます。
HOLD SET
設定完了です。
3
4. 着信音を変更する
「RING SET」を選択してください。
ボタン
LCD 画面
説明
RING 10
着信音の種類が表示されます。
1
着信音を1-10の10種類と、PCからの合
RING 1-10
2
RING PC
計 11 種類が選択できます。
3
RING SET
設定完了です。
ここで、｢RING PC｣に設定すると、本製品からの着信音は聞こえなくなり、
パソコンに接続されるスピーカーから着信音が聞こえるようになります。
ただし、Skype の画面の「ツール」⇒「設定」⇒「オーディオデバイス」の画面
で、下記のように、「呼び出し音」の項目でパソコンのオーディオデバイスを
選択し、「着信音をパソコンの．．．．」にチェックを付けてください。

5. ボタンを押したときのクリック音を設定する
「KEY TONE」を選択してください。
ボタン
LCD 画面
説明
1
TONE ON
KEY TONE の設定が表示されます。
KEY TONE の ON/OFF が選択できま
TONE ON
す。ON にすると、本製品のボタンを押す
2
TONE OFF
度に「ピッ」という音がします。
3
KEY TONE
設定完了です。
6. Skype 名の表示名を変更する
「USER NAME」を選択してください。
ボタン
LCD 画面
説明
1
USER NAME 表示される名前の設定が表示されます。
USER NAME を選択すると、LCD 画面
に Skype 名が表示されます。
USER NAME
ALIAS を選択すると、Skype の画面に表
2
ALIAS
示されている名前が LCD 画面に表示さ
れます。
NAME SET
設定完了です。
3
ALIAS を選択した場合、Skype の画面に表示されている名前が LCD 画面
に表示されますが、日本語の表示はできませんので、ご注意ください。

7. 着信音の音量を調整する
「RING VOL」を選択してください。
ボタン
LCD 画面
説明
1
VOL 3
音量の設定が表示されます。
着信音の音量を 0-5 の 6 段階で選択でき
VOL 0-5
2
ます。
RING VOL
設定完了です。
3

電話をかける受ける
あらかじめ、Skype のコンタクトリストに通話する相手を登録してください。
通話相手の登録は、下記を参照してください。
http://www.driver.novac.co.jp/skype/vp800st/skype9.htm
以下の説明は、すべて本製品の LCD 画面に正常な時間が表示されている
状態からの操作説明です。正常な時間が表示されていない場合は、FAQ
を参照してください。
8. コンタクトリストから電話を掛ける
ボタン
LCD 画面
説明
LCD 画面上に「CONTACTS」と表示され
CONTACTS
１
ます。
「コンタクト」の中にある Skype 名が表示さ
れます。Skype 名が表示されなときは、再
Skype 名
2
」ボタンを押してください。
度「
「コンタクト」の中から通話したい Skype 名
を選択します。Windows 上にある Skype
Skype 名
3
の画面のコンタクトリストも同期して選択さ
れます。※1
CALLING
相手を呼び出しています。
4
通話相手が電話を受けると、LED が赤く点灯し、LCD 画面には、通話時間
が表示されます。 これで通話可能です。
時間表示
通話を終了します。
5
Skype 名が LCD 画面に表示されているとき、「 」ボタンを押すと、LCD 画
面に「MOBILE」と表示されます。「 」ボタンで、「OFFICE」「HOME」
「MOBILE」と表示が変わります。
選択している通話相手のプロフィールに「携帯電話番号」「会社電話番号」
「自宅電話番号」が登録されているとき、「

」を押すことで、その電話番

号が表示され、再度「
」を押すことで、SkypeOut でその電話番号に電
話することができます。
9. 短縮ダイヤルで電話を掛ける
Skype で Speed Dial（短縮ダイヤル）が設定されている場合、本製品の数
字ボタンで電話を掛けることができます。
ボタン
LCD 画面
説明
数字
短縮ダイヤルの番号を入力します。短縮ダ
1
押した数字
ボタン
イヤルは、99 までです。
短縮ダイヤルの相手を呼び出しています。
CALLING
2
↓
短縮ダイヤルの設定がない番号の場合は、
RINGING
LCD 画面に「CALLFAIL」と表示されます。
通話相手が電話を受けると、LED が赤く点灯し、LCD 画面には、通話時間
が表示されます。 これで通話可能です。
3
時間表示
通話を終了します。
10. SkypeOut で電話を掛ける
SkypeOut は、有料になります。あらかじめクレジットの購入が必要です。
詳細は下記を参照してください。
http://www.driver.novac.co.jp/skype/vp800st/skype12.htm
ボタン
LCD 画面
説明
始めに”00”を押し、国番号、電話番号になり
ます。
例： 日本の 03-1234-5678 に SkypeOut す
数字
押した数字 る場合
1
ボタン
0081312345678
となります。81は、日本の国番号です。局番
の頭の”0”は省略します。

2

CALLING
↓
RINGING

相手を呼び出しています。
電話番号がおかしい場合は、LCD 画面に
「CALLFAIL」と表示されます。
通話を終了します。

3
時間表示
11. 電話を受ける
電話がかかってくると、本製品から着信音がなります。以下の手順でその
電話を受けることができます。
ボタン
LCD 画面
説明
着信音がなり、LCD 画面に電話をして来た
1
Skype 名
相手の Skype 名が表示されます。
通話時間
電話を受けることができます。
2
かかってきた電話を受けたくない場合は、「
」ボタンを押してくださ
い。
3
時間表示
通話を終了します。
12 発着信履歴から電話をする
Skype の「発着信履歴」から電話をかける方法です。
ボタン
LCD 画面
説明
1
CONTACTS
2

CALLLIST

3

Skype 名

4

Skype 名

「 」ボタンを 2 回押してください。
「発着信履歴」の最新の Skype 名が表示さ
れます。
「発着信履歴」から発信したい Skype 名を
選択します。
相手を呼び出しています。

CALLING
↓
RINGING
通話相手が電話を受けると、LED が赤く点灯し、LCD 画面には、通話時間
が表示されます。 これで通話可能です。
6
時間表示
通話を終了します。
13. ミスリストから電話をする
Skype の「不在着信履歴」の中から電話をかける方法です。
ボタン
LCD 画面
説明
CONTACTS
1
5

2

MISSLIST

3

Skype 名

4

Skype 名

「 」ボタンを 3 回押してください。
「不在着信履歴」の最新のSkype名が表示
されます。
「不在着信履歴」から発信したい Skype 名
を選択します。
相手を呼び出しています。

CALLING
↓
RINGING
通話相手が電話を受けると、LED が赤く点灯し、LCD 画面には、通話時間
が表示されます。 これで通話可能です。
6
時間表示
通話を終了します。
14. 通話を保留にする
通話中にその通話を保留する方法です。後述する、「OPTION」設定で保留
音の設定ができます。
ボタン
LCD 画面
説明
5

1

通話時間

通話中に「 」ボタンを押すと、その通話を
保留できます。

2

通話時間

再度「 」ボタンを押すと、保留が解除され
再度通話ができます。

製品保証とアフターサービスについて
■ 製品保証
・この製品には保証書が添付されています。
・所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してくださ
い。
お買い上げ店とご購入日の記入がない場合は、お買い上げ票（レシート）を
必ず一緒に保存してください。
・保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。
・相性保証期間は購入日より 2 週間以内です。（詳しくは下記WEB を参照）
URL http://www.novac.co.jp/support/index.html
■ アフターサービス
● 調子が悪いときはまずチェックを
・調子が悪いときはまずこの説明書をもう一度ご覧になって調べてください。
それでも具合の悪い場合は、ノバックサポートセンターまでお問い合わせく
ださい。
● 修理をお申込の場合は
・保証期間中は、無償にて修理いたします。ただし、保証書に記載している
「保証規定」に該当する場合や、中古品、オークション購入品につきまして
は、有償修理となります。
詳しくは保証書をご覧ください。
・保証期間が終了した場合は、有償にて修理いたします。
※弊社が販売を終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくな
る場合があります。
•
修理品の依頼について
本製品の修理をご依頼される場合は、以下を用意ください。
・本製品の保証書
※ただし、保証期間を終了した場合は必要ありません。
※保証期間内であっても保証書の添付が無い場合は 有償修理扱いとな
る場合がございます。
・下記内容を記載したメモ
※返送先（住所/氏名/電話番号）
※ご連絡先メールアドレス
※ご使用環境（パソコンの機器構成、OS）、故障状況（どうなったのか）
・修理品を梱包してください
※上記でご用意いただいた物と一緒に梱包してください。
※輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱、梱包材等で梱包してください。
・修理品の送付先
修理品をお送りいただく際は下記送付先までお送りくださいます様お願い
いたします。
※原則として、送付いただく際の発送時の費用は初期不良（購入後 1 ヶ月
以内）を除き、お客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていた
だきます。
※送付の際は、紛失を避けるため、宅配便か、書留郵便小包でお送りくだ
さい。
【送付先】
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-38-1 本郷イシワタビル 5F
株式会社 ノバック ユーザーサポート 宛
☎ 03-3817-8711

いたします。
住所 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-38-1
本郷イシワタビル 5F
株式会社ノバック サポートセンター
サポート専用電話 ： (03)3817-0938
受付時間 ： 月曜～金曜（祝祭日、および弊社休業日は除く）
AM10:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00

e-mail :

users@novac.co.jp

● お問い合わせの前に、まずこのセットアップガイドの「故障かな？困っ
たとき FAQ」をもう一度ご覧になってください。また弊社のホームページに
アクセスしていただくと、製品の最新情報や FAQ などを掲載しております
ので、ご参照ください。

http://www.novac.co.jp/support/index.html
● お問い合わせの際には、お使いになっているパソコンの機種名/環境、
不具合状況などを詳しくお教えください。
● 電話がかかりにくい場合は、e-mail でお問い合わせください。
● e-mail でのお問い合わせは、翌営業日以降の回答とさせて頂きます。
● e-mail や電話で重複してお問い合わせの場合は、その旨お知らせい
ただけると助かります。

故障かな？ 困った時の FAQ
ここでは、本製品に関する良くある質問をまとめました。
質問 1 LCD 画面に正常な時間が表示されません。
回答 1 下記のことをご確認ください。
Windows のタスクトレイに、本製品のアイコンがあるいか確認してください。
アイコンがない場合は、インストールしてできたデスクトップ上にある本製
品のアイコンをダブルクリックしてください。
アイコンはあるが、下記の状態のときは、それぞれの確認をしてください。
正常な状態です。
本製品が見つかりません。USB の接続を確認してください。
Skype のソフトが見つかりません。Skype を起動してください。
あるいは、本製品のドライバの使用を Skype に許可していない可
能性があります。一度、本製品のドライバをアンインストールし、再
度インストールを行ってください。（本マニュアルの 2 ページ参照）
Skype がインストールされていません。Skype のバージョン、1.4以
降をインストールしてください。その場合、このアイコンの上にマウ
スを合わせ、マウスの右ボタンをクリックして表示されるメニューの
EXIT をクリックし、常駐を解除してからインストールを行ってくださ
い。
質問 2 Windows の画面から、Skype の画面が消えてしまいました。
」を押すと、
回答 2 LCD 画面に時間表示がされている状態で、「
Skype の画面が消えます。「 」でまた表示されます。
質問 3 Skype の通話中に、着信があった場合、今の通話を保留にして、
新しい着信者と話をすることはできますか？
回答 3 本製品の保留機能は、今の通話での保留だけであり、Skype の別
の着信による、保留には対応しておりません。
通話中に別の着信があった場合は、本製品の機能でなく、Skype のソフト
の機能で対処することになります。

ユーザーサポート（お問い合わせ窓口）について
「NEXTPHONE USB Handy」 セットアップズガイド

■ ユーザー登録
ユーザー登録をお願いいたします。
ご登録いただかないとアフターサービスを受けられない場合があります
のでご登録手続きを必ずお願いいたします。

http://www.novac.co.jp/signup/index.html
本製品およびセットアップガイドに対するお問い合わせは、下記へお願い
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