
OS-W08DS

約38W(照明のみ100%点灯時)
約1W(常夜灯点灯時)

約16W(消灯状態でBluetoothスピーカー最大出力時)
10.5W(電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第八に基づくスピーカー出力時)

専用取り付けアダプタ×1、リモコン×1、リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2
リモコンケース×1、リモコンケース用ネジ×2

Bluetoothスピーカー搭載シーリングライト

OS-W08DS

J9C30201A

OS-W08DSBluetooth®スピーカー搭載シーリングライト

P. 2 ～ 3
P. 4
P. 5ご使用になる前に

P. 6 ～ 10
P. 11 ～ 13

P. 14
P. 14
P. 15

約3900lm(ルーメン)
2Wayバスレフ型

10W

形式

スピーカ一

定格出力
約2.5kg

(約)　500mm×厚み86mm(スポンジを含まず)

4 5 5 0 4 5 4 2 6 2 2 4 1

スピーカ一部 フルレンジ　:　70mm　4Ω
ツィーター　:　31mm　4Ω



専用取り付けアダプタは本製品専用の為、他製品に使用しない。
火災・感電の原因となります。

製品が結露する湿気の多い環境、ほこりの多いところ、油煙や湯
気が当たるところで使用しない。 
火災・感電の原因になります。

安全上のご注意
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付属のリモコンは本製品専用の為、他製品に使用しない。
故障や誤作動の原因になります。

●廃棄の際は､地方自治体の条例または規則に従ってください。
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各部の名称とはたらき

リモコン用
単3形乾電池
(お試し用)

リモコン用単3形乾電池

2ピン接続コネクタ

カバー（表面）

取りはずし

取り付けアダプタ

送信部

液晶表示部

音量UPボタン

消灯ボタン

調光ボタン
常夜灯ボタン

ボタン操作時に点灯します。

全灯ボタン
(常夜灯を除く)

調色ボタン
点灯ボタン

おやすみタイマーボタン

PLAYボタン

音量DOWNボタン

本体

スピーカー

バスレフポート

2ピン接続ソケット

表示灯(青色)

LED部

リモコン
受光部

常夜灯
ツィーター

Bluetoothボタン
ペアリング動作の開始また
は停止を行います。 長押し
した場合、以前本機に接続
したことのあるBluetooth
機器の情報は全て消去され
ます。

PAUSEボタン
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Bluetooth について
Bluetooth（ブルートゥース）
本機はBluetoothの無線技術・ワイヤレスシステムを搭載しています。
対応するプレーヤー、携帯電話などの音楽をワイヤレスで聴くことがで
きます。

電波に関する注意事項
本機の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器などのほか、工場の製
造ラインなど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）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）などが
運用されています。
・ 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定
小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

・ 万が一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事
例が発生した場合には、すみやかに電波の発射を停止してください。

通信について
・ Bluetooth対応のマウスなどのパソコン関連機器と、ヘッドホンなど
音楽機器を同時に使用すると、音が途切れたりすることがあります。

・ 本機などのBluetooth機器は無線LAN機器（IEEE802.11b/g/n）
と同じ周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると電波障
害を互いに発生させて、通信速度低下や接続不能になることがありま
す。このような場合は、Wifiの使用周波数を変更するか、できるだけ離
して（10ｍ程度）使用します。

・ 本機はすべてのBluetooth機器と接続を保証するものではありませ
ん。また接続するまで時間がかかるものがあります。

・ Bluetooth機器どうしの接続で、対応する規格、周波数帯域、プロファ
イルの種類などによって接続できないことがあります。

安全にご使用いただくために
Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などに影響を与える
ことがあります。場合によっては事故をひきおこすこともありますので、
以下のようなところでは持ち込まない、または電源を入れないようにし
てください。
　・  病院など医療機関、電車・航空機
　・  自動ドアや火災報知機の周辺
　・  心臓ペースメーカー、医療用電子機器の近く

Bluetooth機能を搭載したセットを改造して使用したときは電波法に
抵触します

Bluetooth機能は日本国内で使用してください
本機のBluetooth機能は、日本国内での無線規格に準拠し認証を取得
しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

BluetoothおよびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録
商標です。
そのほか商品名／社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標で
す。

Bluetooth部　仕様
適合規格 Bluetooth Ver 5.0
通信出力 Class1

使用周波数帯域 2.4GHz 帯
(2.402 ～ 2.480GHz)

変調方式 G FSK.
プロファイル A2DP　　AVRCP
対応コーデック SBC、AAC、APT-X
通信距離 * （見通し）約10 ｍ *
同時接続台数 1台
記憶可能ペアリング台数 8台
*  通信距離は目安です。周囲の環境により距離が変わること
があります。

免責事項について
お客様、または第三者が、この製品の誤った取扱・故障・その他の不都
合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上
の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いま
せんので、あらかじめご了承ください。

製品の故障・誤動作または不都合による外部機器等への記録された
内容の損害及びお客様または第三者が製品利用の機会をのがしたた
めに発生した損害等、付随的損害の補償については、当社は一切の責
任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

ご使用になる前に

ご注意 
・お使いのBluetooth機器によっては接続できないことが
あります。詳しくはお使いのBluetooth機器の説明書を
ご確認ください。

・本機に接続しているBluetooth機器側の設定により、ペ
アリングできない、操作できない、異常動作発生等の可
能性があります。 

・スピーカーにキャッシュカードや定期券等の磁気カード
や時計などを近づけると、正しく機能しなくなる事があ
ります。 

・再生している音楽や音声に音割れが発生した場合は、本
機に接続しているBluetooth機器側の音量を下げてくだ
さい。 

・再生している音楽や音声がひずむ場合は、本機に接続し
ているBluetooth機器側の音量を下げてください。 

・ペアリング後、大音量で再生する場合がありますので、
あらかじめ本機に接続しているBluetooth機器側の音量
を低めに設定してください。 

・再生している音楽や音声の音量によっては、階上に音が
伝わる場合があります。

本機に内蔵された無線装置は、電波法に基づく認証を受けています。
従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただ
し、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。
・本機に内蔵の無線装置を分解／改造すること
・本機に内蔵の無線装置に貼ってある認証ラベルをはがすこと
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取り付けかた

7
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2ピン接続コネクタ

2ピン接続コネクタ

本体を持つ際には、スピーカー/ツィーター前面部の格子部
分を持たないでください。格子が割れてスピーカー/ツィー
ターを破損させる恐れがあります。

2ピン接続ソケット

穴

ツイーター
スピーカー
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5.

2ピン接続コネクタ

2ピン接続

2ピン接続ソケット

2ピン接続コネクタ
ソケット
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単3形乾電池
6.

7.

電池ぶたボタンを押して電池ぶたを開きます。

上側の爪を引っ掛けて下側をかぶせるよう
にして電池ぶたを閉めます。
カチッと音がするまで押し込んでください。

P3

リモコンの時計を設定する
1. お休みタイマーボタンを長押し
液晶上の時計表示　○○時が点滅する。

2. 調光+ボタンで　○○時が進む
調光－ボタンで　○○時が戻る
長押しで進む/戻るが加速します。

3. 点灯ボタンで決定
○○分が点滅する。

4. 調光+ボタンで　○○分が進む
調光－ボタンで　○○分が戻る
長押しで進む/戻るが加速します。

5. 点灯ボタンで決定

リモコン用
単3形乾電池
(お試し用)電池ぶたボタン

電池ぶたを開く

電池ぶたを閉める

引っ掛け爪

調光+ボタン

点灯ボタン

お休みタイマー
ボタン

調光－ボタン

※時計は24時間表示です。

リモコンの時計がずれてきた場合は、以下の手順で
現在時刻を合わせてください。
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8.

9.

1. 本体にリモコンを向けて、おやすみタイマーボタ
ンと常夜灯ボタンを同時に5秒以上長押しする 

常夜灯ボタンお休みタイマーボタン
(長押し)

選択したチャンネ
ルが表示されます
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正しい使いかた

P9

(2ピン接続コネクタと
2ピン接続ソケット)

各調光ボタンを押すと、調光します。(図1を参照)

チャンネル切替（P10の8参照）

点灯時、おやすみタイマーボタンを1回押すと、30分
後に自動で消灯します。2回押すと、60分後に自動で
消灯します。タイマーを解除するときは、もう1度押し
てください。

調光・調色で操作した最後の状態で点灯します。
　・壁スイッチメモリー
　　　壁スイッチ入・切する場合、壁スイッチで切る前
　　　の最後の状態で点灯します。
　・リモコンメモリー
　　　点灯ボタンを押すと、前回点灯していた調光・
　　　調色で点灯します。
　※常夜灯はメモリー点灯しません。

を目視で確認する。

押すたびに、

する。

メモリー機能

リモコンによる操作と無関係に壁スイッチなどで電源を切る
と、本体とリモコンの設定が異なってくることがあります。
その場合は、本体にリモコンを向けて、設定を変更したり、操
作したいボタンを押すと、液晶表示部に表示されている内容
が本体に送信され同じ設定になります。

リモコンの液晶画面と本体の同期について

電源(壁スイッチなど)をいれる

送信部

液晶表示部

液晶表示部

音量UPボタン

消灯ボタン

調光ボタン

常夜灯ボタン

ボタン操作時に点灯します。

全灯ボタン
(常夜灯を除く)

調色ボタン

点灯ボタン
おやすみタイマーボタン

PLAYボタン

音量DOWNボタン

Bluetoothボタン
ペアリング動作の開始また
は停止を行います。 長押し
した場合、以前本機に接続
したことのあるBluetooth
機器の情報は全て消去され
ます。

調光ボタンを押すたびに、

それ以上、調光・調色できない時には「ピピッ」と音がします。

PAUSEボタン

(図1を参照)

(図2を参照)

おやすみタイマーボ
タンを押した回数に
対応した時間が表示
されます。
※30分の場合は30
分後、60分の場合は
60分後に液晶表示が
消えます。

調光・調色ボタンを押
す毎に表示が変化し
ます。
※ボタンを離すと10
秒後に液晶表示が消
えます。

設定されているチャン
ネルが表示されます。

P10の8

電源(壁スイッチなど)が入の状態で、リモコンの消灯ボ
タンを押すと照明が消えます。照明が消えても待機電
力がかかった状態になるため、長時間電源を入れない
場合は、電源(壁スイッチなど)を切にしてください。
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Bluetooth 機器の設定
• Bluetooth デバイスの接続設定をすることを「ペアリング」といいます。
• 本機は一度に1台のBluetooth 機器しか接続できません。
本機は以下の手順でBluetooth 機器と接続（ペアリング接続）することができます。

BluetoothⓇ 機器を聴く

Bluetooth 機器との初めての接続

1. ペアリングしたいBluetooth機器
の電源を入れる
Bluetooth 接続モードにしておきます。

2. 壁のスイッチを入れる
本体の表示ランプが点滅します。

4. 接続するBluetooth機器のサーチ機

3.

能を操作して、本機の製品名「OS-
WDS series」を検索する
検索が完了すると、接続する外部機器のディス
プレイ部に「OS-WDS series」が表示されま
すので､それを選択し「ペアリング」を開始します。
※ ペアリング接続・設定方法は、お使いの
Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

※ PIN コードを要求された場合は、4桁の数
字「0000」を入力してください。

5. 接続が成功すると、表示灯が点灯し、
スピーカーから"ピロリン"と音が出ま
す。
接続成功して1分後に表示灯は消灯します。

6. 接続がうまくいかないときは、約1分
経過後に検索機能が停止して表示灯が
消灯します。
リモコンの　　ボタンを押すと、再度ペアリング動
作が始まり表示灯が点滅しますので、接続する
Bluetooth機器のサーチ機能を操作して、本機
(OS-WDS series)を検索し接続してください。

本体の表示灯が点滅している間
(約1分間)以内に接続するBluetooth
機器を検索しペアリングを行う。

Bluetooth 機器との2回目以降の接続
ペアリングをしたBluetooth 機器は、自動的に接
続されます。再接続されないときは、「Bluetooth
機器との初めての接続」の手順に従って再度接続
してください。
※ 接続するBluetooth 機器によっては、自動的に
接続されないことがありますが、本機の故障で
はありません。

別のBluetooth 機器との接続
別のBluetooth 機器を本機に接続したいときは、
現在接続されている機器の接続を切断してくださ
い。本機は一度に1台の機器しか接続できません。

1. 接続していた外部機器のBluetooth
機能をオフにする
• 外部機器に表示されている、本機の製品名
「OS-WDS series」の接続を解除します。

2. 別の外部機器と「Bluetooth機器
との初めての接続」を行なう

3. 接続できないときは、リモコンの　
ボタンを押して、再度「Bluetooth
機器との初めての接続」を行ってく
ださい。
※　ボタンを長押し(5秒程度)することで、本機
に接続したことのあるBluetooth機器の情報
は全て消去されます。

• 登録できるBluetooth機器は最大8台です。最
大登録台数を超えて登録すると、接続した順
番が古いものから上書きされますので、再度
使用するときは登録してください。
※ Bluetooth 機能の接続、切断操作につきま
しては、お手持ちの外部機器の取扱説明書
もあわせてご確認ください。
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Bluetooth 機器の音楽を聴く
Bluetooth 機器の音楽をワイヤレスで楽しむこと
ができます。

1. 「Bluetooth機器との初めての接続」
の設定・ペアリングを行なっておく

2. 本機とBluetooth機器が接続して
いることを確かめる
※ Bluetooth 機能の接続、切断操作につきま
しては、お手持ちの外部機器の取扱説明書
もあわせてご確認ください。

3. 本機に接続したBluetooth機器で
再生を始める
本機のリモコンでBluetooth機器のコントロール
ができます。
※ 接続したBluetooth 機器の音声出力レベル
にも注意してください。出力レベルが小さい
場合は正しく再生されないことがあります。

本機のリモコンで操作できるBluetooth機
器の機能
再生
一時停止
音量UP
音量DOWN

このコントロールする機能は、Bluetooth の
AVRCPプロファイル対応機器との接続時の
み機能します。
※ AVRCPプロファイル対応機器でもこのコ
ントロールに対応しない機器や、対応する
コントロールであっても、コマンドを送信
する方法によって正常に機能しない機器が
あります。

音量UPボタン

液晶表示部

PLAYボタン

音量DOWNボタン

BluetoothボタンPAUSEボタン

各ボタンを押す毎にボ
タンの機能に対応した
内容が表示されます。
※ボタンを離すと10秒後
に液晶表示が消えます。
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取りはずしのしかた

5.

4.

3. 2ピン
2ピン

2ピン
2ピン

2ピン接続コネクタ 2ピン接続ソケット

2ピン接続コネクタ

ふき取る

お手入れのしかた
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修理・サービスを依頼する前に

音が出ない Bluetooth機器との距離が遠い Bluetooth機器と本機を10m以内に近づける

映像機器とつなぐと、
映像より音が遅れる

Bluetoothの通信遅延 状態によってBluetoothでは若干遅れることがあ
ります

ペアリングできない Bluetooth機器との距離が遠い Bluetooth機器と本機をより近づけてペアリング
してみる

先に別のBluetooth機器が接続されている 別のBluetooth機器が接続されていないか確認する

Bluetooth機器側の問題 電源など十分に確保してから試してみる

外部機器の取扱説明書を確認する

無線LAN や電子レンジ、無線機器などの影響を受けている 影響しそうな機器の使用をやめてみる

正しくペアリングされていない もう一度ペアリングしてみる

5秒ごとに勝手に
動作が切り替わる

店頭用デモモードになっている 全灯ボタンと常夜灯ボタンを同時に5秒以上長押
しする
(再度同じ操作をすると、デモモードになります。)
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アフターサービスについて
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