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このたびは、コンビ「えらべるサウンドメリー」をお買い上げいただきまして誠にありがとうこざいます。
ご便用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わつた後は必す保管しておいてください。

)物
L 0本 体には10種 類のサウンドがすでに搭載されています。

選出チャンネルをお好きな出のチャンネルにあわせて設定してください。

|チヤサネ才,AIブ ラームスの子守歌&モ ーツアルトの子守歌

|チヤ才キ,ウ車|ア イルランドの子守歌&シューベルトの子守歌

|チヤシネル|1大きな古時計&キラキラ星
|チヤンネ,,DIアニー回―リー&アヴェマリア

|チヤンネ,チ|1胎内音
1才センネ|,多FIことりのさえすり音

0音 スイッチをONに してください。曲がスタートします。途中で止めたい場合は、

このスイッチをOFFにしてください。選出チャンネルを変更した場合は、元のチャンネルの

出が終了してから新しいチャンネルの曲がスタートします。曲の途中で変更した

い場合は、一度「さいせい」ボタンを押すと、新しいチャンネルの出へ変更されます。

赤外線受光部

(ランプ)

選出チャンネル

音スイッチ ー

ろくおん …

ボタン

さいせい
ボタン

ボリューム

…ターンスイッチ

容悟に搭載せれてい3サ ウンドを発しむう!

酔寺記 ●曲が流れている間「さいせい」ポタンを押すと、曲が止まり、曲のはじめからスタートします。

●選出チャンネルをA～Dに設定している際、間違つて「ろくおん」ボタンを押した場合は、再度イろくおん」ボタンを押してください。「ピーン」と
いう警告音が鴫り、通信待機状態が解除され、その出が再スタードします。E・戸に設定している際は、すぐにその曲が再スタートします。

0回 転つきでサウンドを楽しみたいときは、ターンスイッチもONに してください。回転のみで、サウンドを無音にしたい場合は、ターンスイッチ
をONに して、音スイッチをOFFに してください。(ターンスイッチのみをONに した場合はランプは点灯しません。)

()ポ リュームはお好みの大きさにあわせて設定してください。(0～ 8の 9段 階設定 (0は無音)で、押すことに変化します。長押ししても変化
しません。)一度、音スイッチをOFFに すると、ボリュームは初期設定された大きさに戻ります。

携需電話を利用して.お衰に入りのサウンドを発しむうr

①専用携帯サ鍵 逢魚儀登
で好きな曲をダウンロード!

②琴螢綴踏晶嬉垂雇〒 ③覇誓稚幌孫揺
ぐつすり…・

muPass機 能とは、携帯電話を利用してお気に入りのサウンドを赤外線で対応製品へ送信することで、

最新のお好きなサウンドを楽しめる機能です。

とmuP是永引S零思  l胃 講文緊精野呂摺粘麟鑑
年フ月現aのサウンドを提供し

1日対応機種を確認する ※2006年5月現在の対応機種です。最新機種は、次のベージの― でサイトにアクセスしてご確認していただけます。

サウンドを送るには、携帯電話を使います。お使いの携帯電話がmuPass機 能に対応しているかご確認ください。

嬢雛騒畿線整盤概雛ンン縁縁歓
i W41CA

' W41H
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FOMA902  FOMA701

FOMA901  FOMA700

FOMA900  SA8001

FOMA702  mova506

W43T

W33SA

W32SA

W32S

W22SA

W31SA    A1404S

W31S      A1402S‖

A5520SA   Sweets pure

A5518SA   Neon

A5514SA

V604SH  V601T

V603SH  V501SH

V603T   V604T

V602SH

『muPass
サウンド」
にアクセス!

mova505

●コンビ株式会社コンシューマープラザ TEL!048‐ フ9フ‐1000  ● コンビトイサイト URL httpブ /― COmbitOy.com/mupass/



2日赤外緑ポートを確認する

サウンドを送るには、携帯電話の赤外線通信

機能を使います。赤外線ポート(黒い長方形

の形をしているものが多いです。)は、携帯

電話の機種にもよりますが、右図の4カ 所に

ついている可能性が高いです。

(くわしくは、お使いの携帯電話の取扱説明

書をご確認ください)

キ'ゑ有iや
~①

l l   十1

ン

← ②

| | 1 字酵| ! | |

1許 ③

‐熙‐
や―④

①携帯電話を開いたときの先端

②携帯電話の側面

③携帯電話の外面の液晶部分

④携帯電話が折れ曲がる部分

※通信料は別途発生します。

1ロサイトにアクセスする

専用携帯サイトrmuPassサゥンド」にアクセスしてください。と muP堤永引S
アクセス方法は以下の3つのいすれかからお選びいただけます。

☆アクセスした際、「対応していません」の旨が掲載された場合は、お客様の携帯電話はmuPass非 対応機種となります。

0空 (カラ)メールをこのアドレス宛てに送づてアクセスi cmmd④ mupa.jp
・件名/本 文に何も書かすに、メールをお送りください。
・空メールを送ると、サイトのURLが 書かれたメールが送られてきますので、そちらにアクセスしてください。

注意:ドメイン指定受信(迷惑メール対策)をされている方には、こちらからのメールが届かないことがあります。
指定受信に「mupa口jp」を追カロしてください。

OURLを 直接入力眠 アクセス! http://mupa.jp/cmmd OQRコ
ードでアクセス!

ン餞畿餞鰊鶴 鹸 瀬 暫 鶴運鶴轡鶴鍮餞

※以下の情報は2006年 8月 現在の

サービス内容・料金です。予告なく

変更する場合がこざいます。

2ロリモコンアプリ(以下アプリとする)をダウンロードする(無料)

キＳＳ略Ｌ

●サイトで探す

0リモコンアプリで探す

目的にあわせて、「アプリ」『サイト」どちらかにお進みいただき、

無料のお試しサウンドは 「アプリ」「サイト」  ■ ,■
‐

どちらでも提供中!入会しなくても書き換え  `技 す

ができます。                す ■|

と―‐‐E革

リモコンアプリ
ダウン回―ド

サウンドをお探しいただくまでは通信料以外、無料

です。サウンドをダウンロードする際に入会登録が

必要になります。

ダウンロード後、アプリを起動してしまつた場合は、

C賢記EttDのアプリヘ移動します。

団田田
ダウンE― ド後、アプリを

起動させすに、元の画面に

お戻りください。

※ダウンロードするとアプリは自動的に携帯電話のアプリメニュー

(Vodafoneの 方はVアプリライブラリ)に保存されます。

微 で探す

観 で探す

お好きなサウンドを選んでダウンロード画面までお進みください。

欲しい曲が決まつていない人はこちら♪

オルゴールやクラシックなど、「おや

すみ用」「あやし用」サウンドなど、メリー

にぴつたりのおすすめ曲がいつぱい!

おすすめサウンドはメリニに同封され

ているカラーの冊子でチェック!

欲しい曲が決まつている人はこちら♪

アプリが起動します。
(初回の起動にはお時間がかかることが

こざいます。)

11,i:1,:i:,t子;::::i:::;;,
検索・新着・話題曲
CDラ ンキングetc!

アプリメニュー

2

メリー専用サイト ダウンロード画面

ダウンロード画面

※auの場合、画面の内容が異なる場合があります。



1.サウンドをダウンロードするには「muPassサ ウンド」への入会登録が必要です。

1月1書110や|(碑込)で||1本イント報卓|※者呈華路李牙R晶樫鮎軽桑だ
ことが置ざいます。ダウンロード画面

ダウンロード

♪出名

歌芋名 ，路響・

パ ス ワー
ド入 力

(お客様の携帯電話

のパスワードを

ご入力ください)

画面の指示に従つて

ダウンロード画面まで

お進みください。

ダウンロード画面

ダウンロード

♪出名

歌芋名，強
・

1コサウンドをダウンロードする
サウンドをダウンロー

ドしてアプリを起動 してください。 ※ auの場合、画面の内容が

異なる場合があります。

DoCoMo/au
ダウンロード画面                      ※ リモコンアプリが起動します。

ダウンロード

♪曲名

歌手名

A～Di録音可能チャンネル

E・F:録首不可能チャンネル

3ロメリーを通信待機状態にする

ダウンロード完了

このメロディをすぐに

製品に送信しますか?

Ｈ中

:… 蔦 革 リモコンアプリ

♪曲名

歌手名

の送信準備をはじめます

Vodafone
※案内画面がでます。

Ⅲ■IBttssリモコンアブリ

サイトを終了して、再E

Vア プリライプラリから

アプリを起動すると'の

サウンドを送信すること

ができます。

画面の指示に従

い、右図のような

赤外線通信確認

画面までお進み

森Ⅲ く ださい。

籍静卜☆まだ赤外緑通
rl 通 信を開始せ

す、次の 「2」
へお連みくだ

さい。

十̀キ高 主 リモコンアプリ

赤外線通信

送信しますか

回
日

，一０一．，，ｌｔｒ”鞭一”ャィ“

2ロサウンドを上書き録首する場所を選it

DoCoMo/auの 方はそのままリモコンアプリを起動!Vodafoneの方
は画面の指示に従いサイトを終了し、再度携帯電話のVアプリライブラリ

より、「muPassリ モコンアプリ」を起動してください。

ます音スイッチをONに してください。次にメリーの選曲4チ ャンネル (A～ D)の うち、上書き録音

してもよい出のチャンネルにあわせてください。上書きで録首してしまうと、前に入つていた曲は

消えてしまうので、こ注意ください。

醇芋記 ●チャンネ,レEとFは録首不可能に設定されています。

●1チャンネルにつき、1曲のみの銀きが可能です。その出の繰り返しが設定されます。元々搭載され

ていた曲をもう一度使用したい場合は、rmuPassサ ウンド」よリダウン回―ドしなおしてください

(ポイントは無料)。

「ろくおん」ボタンを押して、上書き録音しようとしているサウンドが一時ストップしたか確認して

ください。これで、通信待機状態になります。

醇科 ●律分以内に次の 「4Jに て送信を行つてください。                |

通信待機状態のまま2分以上送信を行わないと、待機状態が終了します。警告音が鴫り、再び上書き前の曲が |

スタ…卜します。もう一度、通信待機状態に戻したいときは、「ろくおん」ボタンを押すと待機状態に戻ります。|

●「ろくおん」ボタンを押した後、2分以内に送信じない状態で「さいせい」ボタンを押しても、どの出 |

もスタートしません。もう一度 rろくおん」ボタンを押して、待機状態を解除してください。警告音が :

婦り、再び曲がスタートします。                               '

4日選んだサウンドをメリーに送信する

サウンドを携帯電話からメリーに送信するために、赤外線通信を行います。

メリーの赤外線受光部と携帯電話の

赤外線ポ…卜との距離と角度を右記

のように設定して与送信の準備をして

ください。間に障害物があると、赤外

線を感知しませんのでご注意ください。

●距離

15～30cmに 保つ

●角度

メリーの赤外線受光部から

上下15°以内の位置に保つ

3



PaSSリモコンアプリ

赤外線通信

送信します

か市叫岐

赤外緑通信開始

1携 需電話の赤外線

|ポ ートをメリー受光

1部 へ向けて送信を

1行います。メリー受光

1部 の緑色のランプが

1点 滅している闘は

|デ ータを送信中です

|の で、動かさないで

,ください。     ‐

メリー受光部の緑

色のランプが点滅

から点灯になつたら、

送信成功です。

送信完了後、この画面が

出ている間は携帯電話

を切うないでそのまま

お待ちください。

サウンド保存中

電源をきらないで

ください

■■□□□□□

サウンド送信完了!

！繭
響

携帯電話の決定ボタン

を押してください

※メリーの緑色のランプはmuPassの 操作状態を示すもので、
メリーの電源状態を示すものではありません。

醇科 ●ダウンロエドしたサウンドを一度送信して成功した場合、同じ曲を再送信するには、もう一度ダウンロードしていただく必要があります。(有料出の場合はポイントを消費します。)i
●送信に失敗した際には、メリー本体の警告音が鳴り、衛機状態が解除され、上書き前の曲が再スタートします。携帯電話の画面にその旨が :
表記されます。下記の『赤外線通信ポイント3点』を確認し、やり直してみてください。

●録音可能チャンネルに設定し「ろくおん」ボタンを押した後に、別のチャンネルに変更したい場合は、再度「ろくおん」ボタンを押して待機
状態を解除してから、もう一度録音を行つてください。

●録曽可能チャンネル(例えばA)に設定しrろくおんどボタンを押すと、Aチャンネルに上書きが決定します。rろくおん」ポタンを押した
後、書き換え終了前に、lllのチャンネルけJえばB)に回しても、Bチャンネルには録音されません。Aチャンネルに戻して「さいせい」ポタン
を押すと、Aに上書きされた由がスタートします。

●もし間違えて録音不可能チャンネル(E・F)に設定した状態で「ろくおん」ボタンを押しても、書き換えはできません。すぐにE・Fの曲が再スタートします。

送信がうまくいかなかうた1場合は? 下 記3点をもう二度ご確認ください。

『赤外緑通信ポイント3点 』

★メリーが通信待機状態になつていますか?
「ろくおん」ボタンを押してから2分以内に送信しないと、警告音が鳴り、通信待機状態が |

解除されます。C困ヨ露】EDの 3を参照し、時間制限にこ注意の上、再度お試しください。t
！熙

1摘劇接麗講響 ポ~卜
●堀緊翼括納 唇言居皆R子ると、うまくいかない場合があります。必す間隔を!

☆携帯電話の角度を正しく保つていますか?態ンン窪層霧暫費奮紺提墨姦罪勤碁王真黒種饗禄デ
光部に対し、上下15°の範囲しか

  ,

上書きしたいチャンネルに新しいサウンドが送信され、録首が成功すると、その新しいサウンドがすぐに再生され、繰り返し流れます。

醇瑳記 ●ダウンロニドした曲は、元々のサウンドの質により、ポリュームの音量感が異なる場合がこざいます。大きく聞こえたり小さく聞こえたり

するので、撮首前は小さめのポリュームに合わせてください。

録音がうまくできなかつた場合は?
※「muPass ① 」は、
株式会社サミーネットワークスの登録商標です。

※「卜mode」 おょび「i‐mode」 ロゴは
株式会社NTTド コモの登録商標です。
「au」「EZweb」 はKDDl株 式会社の登録
商標、商標です。「Vodafone」 および
「Vodafone Live!」はVodafone Group Pic
の登録商標、商標です。

※当取扱説明書内の携帯画面の画像はイメージです。

※携帯電話の電波の悪い場所や届かない場所では、
サウンドのダウンロードおよび送信ができません。
必す電波の属く場所でダウンロード・送信を行つて
ください。

※「muPassサウンド」のサービスは、日本国内で
のみのこ利用となつております。

※「muPassサゥンド」のサービス内容は、予告なく
変更することがこざいます。予めご了承ください。

インターネット上に自児コミュニティを開設しています

http:〃www.COmbibaby.com

コンピ株式会社

コンシユーマーフラザ(Customer Settce Center)
〒3390025 埼 玉県さしヽたま市岩槻区釣上新田271
TEL(048)797-1000 FAX(048)798-61① 9
くホームベージ上でのお間しヽあわせ〉
http//wwlrv comb coJp/SOudan/faq_baby htm

「ろくおん」ボタンを押して、再度、      の 3からやり直してみてください。
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●すでに入会済みで2回 目以降のこ利用の方は、取扱説明書の 電風ヨ努】ヨDと 同様の

方法で rサイトJに アクセスしてください。

アクセス後、そのベージを「ブックマーク(お気に入り)登録」しておくと次回からのアクセスがより便利
になります。(ブックマーク(お気に入り)登録の方法は、お使いの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。)

●欲しい出が決まつている方はこんな方法がカンタン!

→ 擦需電話から直援 rアプリ」に接続する。

アプリは、一度ダウンロードすると自動的に携帯電話に保存されます。次回からはサイトにアクセスし

なくても、携帯電話のアプリメニュー(Vodahoneの 方はVアプリライブラリ)からアプリを起動して

そのままアプリでサウンドを検索・送信することができます。アプリでは「検索」「新譜」「話題曲」

「ランキング」などのカンタン検索メニューを提供しているので、欲しい出がすでに決まつている人
にはオススメです。








