
Revolabs（レボラブズ）USBスピーカーフォン「FLX UC 500」をお買い上げいただき、ありが
とうございます。お使いになる前に本書をよくお読みになり、正しく設置や設定を行ってください。
本紙中の警告や注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。
本紙はなくさないように、大切に保管してください。

付属品をご確認ください
• ACアダプター（ADPV62V2）（1個）
• USBケーブル（1本：2.0m）
• 取扱説明書（1冊：本紙、保証書含む）

本紙の表記について
略称について
本紙ではそれぞれの社名・製品について、以下のように略称で記載しています。
• USBスピーカーフォン「FLX UC 500」：本製品
• Microsoft® Windows®：Windows
• USB2.0 Full Speed：USB2.0

商標について
• 本紙に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標あるいは商標です。

最新の機能を利用する
本製品の機能を管理するプログラム（ファームウェア）は、インターネットからダウンロードして、
最新の機能をご利用いただけます。詳しくは本製品のサポートWebページをご覧ください。
http://jp.yamaha.com/products/communication/download/

• 本紙の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
• 本紙の内容および本体や設定画面の仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。
• 本製品を使用した結果発生した情報の消失等の損失については、輸入・販売元では責任を負いかねます。保証は本製

品の物損の範囲に限ります。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意
本製品を安全にお使いいただくために、本書の「警告」と「注意」をよくお読みになり、必ず守ってお使い
ください。
本紙に示した「警告」と「注意」は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害
や財産への損害を未然に防止するためのものです。
お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

「警告」と「注意」について
以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度
を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

 警告
この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

 注意
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

記号表示について
本紙に表示されている記号には、次のような意味があります。

「～しないでください」という禁止を示します。

「実行してください」という強制を示します。

警告
下記の場合には、すぐにACアダプターの電源プラグをコンセントから抜き、USB
ケーブルをPCから抜く。
• 異常なにおいや音がする
• 煙が出る
• 破損した
• 水がかかった

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
必ず販売店に修理や点検をご依頼ください。

ACアダプターの電源プラグを傷つけない。
• 重いものを上に載せない
• 加工をしない
• ステープルで止めない
• 無理な力を加えない
• 熱器具には近づけない

火災や感電、故障の原因になります。

必ず付属のACアダプターを使用する。
それ以外のACアダプターを使用すると、火災や感電、故障の原因になります。

AC100V （50/60Hz）の電源電圧で使用する。
それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電、故障の原因になります。

ACアダプターの電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接
続する。
万一の場合、ACアダプターの電源プラグを容易に引き抜くためです。

ぬれた手でACアダプターの電源プラグ、ケーブルを抜き差ししない。
感電や故障の原因になります。

ACアダプターの電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込む。
差し込みが不十分なまま使用すると感電したり、電源プラグにほこりが堆積して
発熱や火災の原因になります。

コンセントやテーブルタップの電流容量を確認し、本製品を使用してもこの容量
を超えないことを確認する。
テーブルタップなどが過熱、劣化して火災の原因になります。

端子部を指や金属で触れない。
感電や故障の原因になります。

本製品を落下させたり、強い衝撃を与えない。
内部の部品が破損し、感電や火災、故障の原因となります。

本製品が破損した場合には、必ず販売店に点検や修理を依頼する。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

分解・改造は絶対にしない。
火災や感電の原因になります。

放熱を妨げない。
• 布やテーブルクロスをかけない
• じゅうたん、カーペットの上には設置しない
• 通風口をふさがない
• 通気性の悪い狭いところへは押し込まない
本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。本製品の周囲に左右1cm、
上1cm、背面5cm以上のスペースを確保してください。

本製品は屋外や、水滴のかかる場所には設置しない。
火災や感電、故障の原因になります。

ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気があたる場所、腐蝕性ガスがかかる場所に
設置しない。
火災や感電、故障の原因になります。

水平置きで設置する。
上下逆さまや縦置きで設置した場合、火災や感電、故障の原因になります。
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本製品の上には、花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品・ロウソクなどを置かない。
水や遺物が中に入ると、火災や感電の原因になります。

内部に金属や紙片など異物を入れない。
火災や感電、故障の原因になります。

雷が鳴りはじめたら、本製品には触れない。
感電の恐れがあります。

ACアダプターの電源プラグのゴミやほこりは、定期的に取り除く。
ほこりがたまったまま使用を続けると、火災の原因になります。

注意
USBケーブルを傷つけない。
• 重いものを上に載せない
• 加工をしない
• ステーブルで止めない
• 無理な力を加えない
• 熱器具には近づけない
火災や感電、故障の原因になります。

長時間使用しないときは、必ずACアダプターの電源プラグをコンセントから抜
く。
火災や感電の原因になります。

不安定な場所や振動する場所には設置しない。
本製品が落下や転倒、けがの原因になります。

直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる場所（暖房機のそばなど）には設
置しない。
故障の原因になります。

本製品の上に乗ったり、物を置いたりしない。
故障の原因になります。

環境温度が急激に変化する場所では使用しない。
環境温度が急激に変化したとき、本製品に結露が発生することがあります。
そのまま使用すると故障の原因になるため、結露が発生したときは電源を入れな
い状態で乾くまでしばらく放置してください。

本機製品に触れるときは、人体や衣服から静電気を除去する。
静電気によって故障するおそれがあります。

ケーブルは正しく配置、接続する。
ケーブルを引っ張ったり足にひっかけたりすると、本製品や接続機器の転倒や落
下などにより、けがや故障の原因になります。

外部機器を接続する場合は、各機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続
する。

使用上のご注意
• 本製品は一般オフィス向けの製品であり、人の生命や高額財産などを扱うような高度な信頼性を

要求される分野に適応するようには設計されていません。
• 本製品の使用方法や設定を誤って使用した結果発生したあらゆる損失について、輸入・販売元で

は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
• 本製品とPC は、直接接続してください。USB ハブを経由して接続すると動作に問題が生じる

可能性があります。
• 本製品のご使用にあたり、周囲の環境によっては電話、ラジオ、テレビなどに雑音が入る場合が

あります。雑音が入る場合は、本製品の設置場所、向きを変えてみてください。
• 本製品を譲渡する際は、本紙と付属品も合わせて譲渡してください。
• 本製品を廃棄する場合には、お住まいの自治体の指示に従ってください。
• 本製品の同一電源ライン上にノイズが発生する機器を接続しないでください。

ソフトウェアライセンス使用許諾契約
Revolabs, Inc.（以下、Revolabs社といいます）では、本ソフトウェアのお客様によるご使用およ
びお客様へのアフターサービスについて、＜ソフトウェア使用許諾契約＞（以下「本使用許諾契約」
といいます）を設けさせていただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使
用いただけます。本ソフトウェアをご使用いただく前に、本使用許諾契約書を充分にお読みくださ
い。お客様が本ソフトウェアを使用可能な状態にされた（ダウンロード、インストールその他の行
為を含むがこれに限定されない）時点で、本使用許諾契約書にご同意いただいたものとみなします。
ご同意いただけない場合は、ダウンロードまたはインストールを中止するか、本ソフトウェアのファ
イルを削除してください。

１．著作権および使用許諾
Revolabs社はお客様に対し、本ソフトウェアを構成するプログラム、データファイル及び、今後
お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアッププログラム、データファイル（以
下「本ソフトウェア」といいます）を、お客様ご自身が所有または管理するコンピュータ、または機
器においてのみ使用する権利を許諾します。これらの本ソフトウェアが記録される記録メディアの
所有権は、お客様にありますが、本ソフトウェア自体の権利及びその著作権は、Revolabs社また
はRevolabs社のライセンサーが有します。

２．使用制限
本ソフトウェアは著作権を持つ情報を含んでいますので、その保護のため、お客様が本ソフトウェ
アを逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング、またはその他の方法により、人
間が感得できる形にすることは許されません。本ソフトウェアの全体または一部を複製、修正、改変、
賃貸、リース、転売、頒布、または本ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくることは
許されません。本ソフトウェアをネットワークを通して別のコンピュータに伝送することも許され
ません。本ソフトウェアを利用することにより入手できる著作権を有するデータについては、商業
的な目的で使用すること、著作者の許可無く複製、転送または配信したり、不特定多数にむけて再
生すること、入手できるデータの暗号を権利者の許可無く解除したり、電子すかしを改編したりす
ることは許されません。また、本ソフトウェアを利用して、違法なデータや公序良俗に反するデー
タを配信することや、輸入・販売元の許可無く本ソフトウェアの利用を前提としたサービスを立ち
上げることは許されません。

３．終了
本使用許諾契約は、お客様が著作権法または本使用条件の条項に１つでも違反されたときは、
Revolabs社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。その場合には、ただちに
本ソフトウェアとその複製をすべて廃棄しなければなりません。

４．製品の保証
本ソフトウェアが所定の機能を発揮しない場合等には、お客様は、本ソフトウェアを再ダウンロー
ドまたは再インストールすることができます。Revolabs社はそれ以上の保証はいたしません。本
ソフトウェアの使用についての一切のリスクはお客様のご負担となります。お客様が本ソフトウェ
アを入手された後の本ソフトウェアの保存・管理については、Revolabs社は一切責任を負いません。
お客様が入手された本ソフトウェアの消失については、その理由に関わらずRevolabs社は再度供
給する一切の責任を負いません。

５．責任の制限
Revolabs社は、本ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、
派生的、付随的または間接的損害（データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の
損失などによる損害を含む）については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような
損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、一切責
任を負いません。

６．第三者のソフトウェア
Revolabs社は、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、データファイルおよびそれに
関するドキュメンテーション（以下「第三者ソフトウェア」といいます）を提供する場合があります。
別の規定に従い取り扱われるべき旨の記載が、本ソフトウェア付随のマニュアルに記載されてい
る場合には、本使用条件にかかわらず、その別の規定に従い取り扱われるものとし、Revolabs
社によるアフターサービスおよび保証などについては、以下の規定が適用されるものとします。
Revolabs社は、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービス
を提供するものではありません。Revolabs社は、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的
に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしませ
ん。第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければ
なりません。Revolabs社は、第三者ソフ卜ウェアの使用、またはそれを使用できなかったことに
より生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害（データの破損、営業上の利益の損失、業務
の中断、営業情報の損失などによる損害を含む）については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、
たとえそのような損害の発生があることについて予め知らされた場合も、一切責任を負いません。

７．お客様がアメリカ合衆国政府またはその関連機関である場合の制限
U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 
1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer 
software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). 
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 
(June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those 
rights set forth herein.
本条において、"the Software"という語は、本使用許諾契約における「本ソフトウエア」を意味す
るものとします。

８．一般事項
本使用許諾契約は、日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。万一、この
使用許諾契約に関連してお客様とRevolabs社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専
属的合意管轄裁判所とします。

Revolabs, Inc.

保証規定
1. 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には、無

料修理または交換をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理または交換をお受けになる場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上

げの販売店にご依頼ください。
3. ご贈答品、ご転居後の修理についてお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、本紙に記載されているサポート窓口

にお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料となります。

（1） 本保証書のご提示がない場合。
(2) 本保証書に、お買い上げの年月日、お客様、お買い上げの販売店の記入がない場合、および本保証書の字句を書き

替えられた場合。
(3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷。
(4) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
(5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 
 This warranty is valid only in Japan.
6. 本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
※ 本保証書は本保証書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理または交換をお約束するものです。したがって本保証

書によってお客様の法律上の権利を規制するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場
合は、お買い上げの販売店、または本紙に記載されておりますサポート窓口までお問い合わせください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控え)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために
利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証書は裏面にあります
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① スピーカー
音声を出力します。

② 音量ボタン
スピーカーの音量を調整する際に押します。押し続けると連続して音量の上げ下げができます。

③ マイクミュート
マイクを一時的に停止（ミュート）する際に押します。もう一度押すとミュートは解除されます。

④ マイクステータスインジケーター
マイクが有効のときは緑色に点灯します。マイクミュート時は赤色に点灯します。

⑤ マイク
発話者の音声を収音します。

⑥ オフフック
通話を終了する際に押します。

⑦ オンフック
着信時に押すと、通話状態にできます。

メモ
オフフックとオンフックは、FLX UC Device Managerでの設定が必要です。設定について詳しくは、「FLX UC 
Device Manager 取扱説明書」をご覧ください。
FLX UC 500 Device Manager 取扱説明書は下記のサポートWebページからダウンロードしてください。
http://jp.yamaha.com/products/communication/download/

⑧ 銘板
以下の情報が記載されています。
Model：本製品の機器名が記載されています。
S/N：製品を管理/区分するための製造番号（シリアル番号）が記載されています。

⑨ 電源端子
付属のACアダプターを接続します。

⑩ USBポート
付属のUSBケーブルでPCと接続します。

PCと接続する
接続する前にご確認ください

付属のUSBケーブルをご用意ください
また、本製品を接続するPCのシステム環境は、「主な仕様」をご参照ください。

n
• 1台のPCに対して本製品を含めた複数のマイクやスピーカーを同時に接続して使用することはできません。
• 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。それ以外のUSBケーブルを使用した場合、動作に問題が生じ

る可能性があります。
• 本製品とPCは、直接接続してください。USBハブを経由して接続すると、動作に問題が生じる可能性があります。
• PCの使用状況（作業負荷やメモリ残の状況）などにより、まれに音声再生が途切れることがあります。

メモ
本紙ではWindowsに接続する場合を例に説明します。

接続する

1

2

3

1 付属のUSBケーブルで本製品とPCを接続する。

2 付属のACアダプターを本製品に接続する。

3 ACアダプターをコンセントに接続する。
本製品の電源が入ります。マイクステータスインジケーターが点灯し、起動音が鳴ります。

メモ
本製品はPCから標準のUSBオーディオデバイスとして認識されるため、USBドライバーを別途インストールする必
要はありません。

正しく接続されているか確認する
接続が終わったら以下の操作を行って、PCが本製品を正しく認識していることを確認します。

n
設定画面の項目などは使用するPCにより異なります。

1 「スタート」－「コントロールパネル」を順にクリックする。
コントロールパネルが表示されます。

2 「ハードウェアとサウンド」－「サウンド」を順にクリックする。
「サウンド」画面が表示されます。

3 「再生」タブをクリックする。

クリックする

4 スピーカー欄の「Revolabs Digital Audio Device」が既定のデバイスに設定されているこ
とを確認する。
既定のデバイスに設定されていない場合は、「Revolabs Digital Audio Device」をクリックし、「既
定値に設定」をクリックします。

確認する

H
通常は接続するだけで自動的に「Revolabs Digital Audio Device」が既定のデバイスに設定されます。

5 「録音」タブをクリックする。

クリックする

6 マイク欄の「Revolabs Digital Audio Device」が既定のデバイスに設定されていることを
確認する。
既定のデバイスに設定されていない場合は、「Revolabs Digital Audio Device」をクリックし、「既
定値に設定」をクリックします。

確認する

H
通常は接続するだけで自動的に「Revolabs Digital Audio Device」が既定のデバイスに設定されます。

7 「OK」をクリックする。
「サウンド」画面を閉じます。

マイク感度を調整する
使用環境によっては、通話先で音が割れたり小さすぎたりすることがあります。その場合はマイク
感度を調整してください。

n
設定画面の項目などは使用するPCにより異なります。

1 「スタート」－「コントロールパネル」を順にクリックする。
コントロールパネルが表示されます。

2 「ハードウェアとサウンド」－「サウンド」を順にクリックする。
「サウンド」画面が表示されます。

3 「録音」タブをクリックする。

クリックする

4 マイク欄の「Revolabs Digital Audio Device」を選択し、「プロパティ」を順にクリックする。
「マイクのプロパティ」画面が表示されます。

クリックする

5 「レベル」タブをクリックする。

クリックする

6 「マイク」欄でマイク感度を調整する。

調整する

スピーカー音量を調整する
使用環境によっては、通話先からの音が大きすぎたり小さすぎたりすることがあります。その場合
は音量ボタンを押して、スピーカーの音量を調整してください。

n
• スピーカーの音量は、音が割れないように調整してください。音が割れると、通話先でエコーが発生する場合があ

ります。

H
• PCのスピーカー音量設定を変更すると、その値に従って本製品のスピーカー音量も変わります。

主な仕様
総合

JANコード：0094922381538
外部インターフェース：USB2.0 Full Speed、ACアダプター接続用コネクター（DC-15V IN）
最大消費電力：15W
電源：AC100 ～ 240V（50/60Hz）
動作環境条件：動作温度：0 ～ 40℃、動作湿度：20 ～ 85%（結露しないこと）
寸法：150（W）×123（H）×150（D）mm
質量：1.0kg
対応OS： Windows 8.1（32bit版/64bit版）、Windows 8（32bit版/64bit版）、Windows 7

（32bit版/64bit版）、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Chrome OS
付属品： ACアダプター（ADPV62V2）、USBケーブル（2.0m）、取扱説明書（本紙、保証書含む）
その他： 「FLX UC Device Manager」 

FLX UC Device Managerは下記のサポートWebページからダウンロードしてください。 
http://jp.yamaha.com/products/communication/download/

オーディオ
マイク：4個
スピーカー：パワードツィーター×1個、ミッドウーファー×1個
音量：最大93dB（0.5m）
周波数帯域：収音：160 ～ 12,000Hz、再生：160 ～ 20,000Hz
信号処理： 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション

サポート窓口のご案内
本製品に関する技術的なご質問やお問い合わせは、下記へご連絡ください。

Revolabs インフォメーションセンター
ナビダイヤル(全国共通番号)
TEL ： 0570-020-808
• 固定電話は、全国市内通話料金でご利用いただけます。
 通話料金は音声案内で確認できます。
 上記番号でつながらない場合は03-5651-1838へおかけください。

ご相談受付時間
11:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00（土・日・祝日、輸入・販売元定休日、年末年始は休業と
させていただきます。）

お問い合わせページ
http://jp.yamaha.com/products/communication/ からサポートページにお進みください。

本製品の保守サービスについて
保証期間
ご購入から1年間です。

保証書について
保証書は本紙に印刷されております。お買い上げ年月日、販売店などが確認できるレシートなどと
一緒に保管してください。万一紛失なさいますと、保証期間中であっても有料となります。

保証期間中の修理
保証期間中に万一故障した場合には、ご購入の販売店または本紙に掲載のサポート窓口までご連絡
の上、製品をご送付ください。その場合必ず保証書と、お買い上げ年月日、販売店などが確認でき
るレシートなども一緒に同封してください。

保証期間後の修理
保証期間終了後の修理は有料となりますが、引続き責任をもって対応させていただきます。ご購入の販売
店または本紙に掲載のサポート窓口までご連絡ください。ただし、修理対応期間は生産終了後5 年間です。

n
• 本製品を修理などの理由により輸送される場合は、お客様の責任において、必ず本製品の設定を別の環境に保存し

てください。
• 修理の内容によっては、設定を工場出荷時の状態にさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

お客様サポートについて （サポート規定）

Revolabs, Inc.（以下、Revolabs社といいます）製品の輸入元であるヤマハ株式会社（以下、ヤマ
ハといいます）は本機を快適に、またその性能・機能を最大限に活かしたご利用が可能となります
ように以下の内容・条件にてサポートをご提供いたします。

サポート方法
1. FAQ、技術情報、設定例、ソリューション例等のWeb 掲載
2. 電話でのご質問への回答
3. お問い合わせフォームからのご質問への回答
4. カタログ送付
5. 代理店・販売店からの回答 

ご質問内容によっては代理店・販売店へご質問内容を案内し、代理店・販売店よりご回答させ
ていただく場合がありますので予めご了承のほどお願い致します。

サポート項目
1. 製品仕様について
2. お客様のご利用環境に適したRevolabs社製品の選定について
3. 簡易な構成での利用方法について
4. 製品の修理について
5. 代理店または販売店のご紹介

免責事項・注意事項
1. ヤマハは回答内容につきましては正確性を欠くことのないように万全の配慮をもって行います

が、回答内容の保証、及び回答結果に起因して生じるあらゆる事項についてヤマハは一切の責
任を負うことはできません。また、サポートの結果又は製品をご利用頂いたことによって生じ
たデータの消失や動作不良等によって発生した経済的損失、その対応のために費やされた時間
的・経済的損失、直接的か間接的かを問わず逸失利益等を含む損失及びそれらに付随的な損失
等のあらゆる損失についてヤマハは一切の責任を負うことはできません。尚、これらの責任に
関してはヤマハが事前にその可能性を知らされていた場合でも同様です。但し、契約及び法律
でその履行義務を定めた内容は、その定めるところを遵守するものと致します。

2. ファームウェアの修正はRevolabs社が修正を必要と認めたものについて生産終了後2年間行います。
3. 質問受付対応、修理対応は生産終了後5年間行います。
4. 期日・時間指定のサポート、及び日本語以外でのサポートは行っていません。
5. お問い合わせの回答を行うにあたって、必要な情報のご提供をお願いする場合があります。情

報のご提供がない場合は適切なサポートができない場合があります。
6. 再現性がない、及び特殊な環境でしか起きない等の事象に関しては、解決のための時間がかかっ

たり適切なサポートが行えない場合があります。
7. 他社サービス、他社製品、及び他社製品との相互接続に関してのサポートはヤマハWeb サイ

ト上に掲載している範囲に限定されます。
8. やむを得ない事由により本機の返品・交換が生じた場合は、ご購入店経由となります。 

尚、交換、返品に際しましてはご購入店、ご購入金額を証明する証憑が必要となります。
9. 製品の修理は代理店・販売店経由で受付けさせて頂きます。ヤマハへの直接持ち込みはできません。

また、着払いでの修理品受付は致しておりません。発送はヤマハの指定の通常宅配便（国内発送の
み）にて行わせて頂きます。修理完了予定期間は変更になる場合がありますのでご了承のほどお願
い致します。尚、保証期間中の無償修理（無償例外事項）等の詳細規定は保証書に記載しております。

10. 上記サポート規定は予告なく変更されることがあります。

保証書 持込修理

このたびはRevolabs社製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
本保証書は、本紙記載の保証規定により無料修理または交換を行うことをお約束するものです。お買
い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本保証書をご提示の上お買い上げの販売店に修
理をご依頼ください。

品名  USBスピーカーフォン 品番  製造番号 FLX UC 500

お買い上げ日　　　 　年　　　 　月　　　　 日

ご住所　〒 お名前

電話番号　　　　　　（　　　　　　）

お
客
様

販売店/住所/電話番号

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

※保証書は、「お買い上げ年月日」が確認できるレシートなどと一緒に大切に保管してください。

• 開発・製造元 ： Revolabs, Inc.
• 輸入・販売元 ： 
 〒430-8650　静岡県浜松市中区中沢町10-1

• お問い合わせ先 ： Revolabsインフォメーション
センター

 TEL : 0570-020-808（ナビダイヤル）

（2016年2月 第3版）


	付属品をご確認ください
	本紙の表記について
	最新の機能を利用する
	安全上のご注意
	「警告」と「注意」について
	記号表示について

	警告
	注意
	使用上のご注意
	ソフトウェアライセンス使用許諾契約
	各部の名称とはたらき
	PCと接続する
	接続する前にご確認ください
	接続する
	正しく接続されているか確認する
	マイク感度を調整する
	スピーカー音量を調整する

	主な仕様
	総合
	オーディオ

	サポート窓口のご案内
	本製品の保守サービスについて
	お客様サポートについて （サポート規定）
	保証書



