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Important Safety, Compliance and Warranty Information
Informations importantes concernant la sécurité, la mise en conformité
et la garantie
English
Read Manual Before Product Use.
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1. MeetUpカメラとスピーカーフォン
ユニット
2. リモコン

3. USBケーブル（5m）

POWER SUPPLY WARNING! The power supply is for indoor
use only. Only use the power supply included with your product.
Do not attempt to repair or use a damaged power supply.
Do not immerse the power supply in water or subject it
to physical abuse. Inspect the power supply regularly for cable,
plug, and casing damage.
BATTERY WARNING!: Improperly replaced batteries may
present a risk of leak or explosion and personal injury.
Mistreated rechargeable batteries may present a risk of fire or
chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting
materials, moisture, liquid, or heat above °54C (°130F). Do not use or
charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed,
or in any way abnormal. Do not leave your battery discharged or
unused for extended periods. Do not short circuit. Your device may
contain an internal, rechargeable battery that is not replaceable.
Battery life varies with usage. Non-operational batteries should be
discarded according to local laws. If no laws or regulations govern,
dispose of your device in a waste bin for electronics. Keep batteries
away from children.
BUTTON BATTERIES—WARNING! Coin-sized and button batteries
may be easily swallowed, which may cause personal injury and
death in children and senior citizens. Keep these batteries away
from children! Do not allow children to play with or be in contact
with these batteries or this product at any time. Add further security
to the battery compartment as necessary. Never place batteries in

your mouth for any reason as they may be swallowed accidentally.
Always check medication before ingesting as adults have mistaken
button batteries for pills or tablets. If a button battery is ingested,
seek medical attention immediately. Contact the National Battery
Ingestion Hotline at (3333-625 (202. It is available 24 hours a day.
Safe Usage Guidelines for Products
• Do not open or modify the product except for battery removal
and replacement.
• Do not disassemble or attempt to service this product.
• This product is safe under normal and reasonably foreseeable
operating conditions.
• If product is operating improperly, call Logitech support.
• Product must be returned to the manufacturer for any service
or repair.
• This is not a Children’s Product and is not intended for use
by children under 14 years old.
• Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts.
Choking hazard.
• Mount camera properly according to the provided instructions.
Improper installation of this product may cause damage or injury.
Logitech Compliance. For Product Safety, EMC, RF and Energy
information, go to www.logitech.com/compliance. Maintenance is not
required for product compliance.
FCC statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: 1) this device may not cause
harmful interference, and 2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area
is likely to cause harmful interference in which case the user will be
required to correct the interference at his own expense.
Warning: Where shielded interface cables or accessories have been
provided with the product or specified additional components
or accessories elsewhere defined to be used with the installation of
the product, they must be used in order to ensure compliance with
FCC. Changes or modifications to product not expressly approved
by Logitech, Inc could void your right to use or operate your
by the FCC.
Radiation Exposure Statement: This equipment complies with
FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be installed and operated with
minimum distance 20cm between the radiator & your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.
Caution: (i) the device for operation in the band 5250-5150 MHz is
only for indoor use to reduce the potential for harmful interference
to co-channel mobile satellite systems; (ii) high-power radars are
allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands -5250
5350 MHz and 5850-5650 MHz and that these radars could cause
interference and/or damage to LE-LAN devices.
IC statement: CAN ICES003- (A) / NMB003- Class (A)
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
Cordless (Radio Transmitter) products: RSS210- and RSS2.4)247- GHz
transmitters or transceivers): This Category I radio communication
device complies with RSS210- and RSS247- of Industry Canada.

4. 電源アダプター

5. 壁取り付けブラケット

6. 壁取り付けハードウェア
7. 取扱説明書、保証規定
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各部説明
カメラとスピーカーフォンユニット
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1. セキュリティスロット

2. リモコンのペアリング
3. USB
4. 電源

5. 拡張マイク（オプション）
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リモコン
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1.
2.
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5.
6.

マイクミュート
受話
終話
Bluetooth®のペアリング
音量アップ/ダウン
ズームイン/アウト

7. カメラのパン/ティルト
8. カメラ ホーム
9. カメラ プリセット
* 注：一部のアプリケーションは受
話と終話ボタンをサポートして
いません。
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MeetUpをご購入いただきありがとうございます。 非常に広視野角により、
参加者すべてが画面に収まり、会議でのコミュニケーションと生産性を高めるこ
とができます。

設置

可能な限り、カメラを目の高さに設置
することをお勧めします。 最適な結果
を得るには、モニターよりも下に取り
付けます。
1. モニターの近くにあるテーブルまた
は棚の上に設置します。
2. ケーブルを接続します。
3. 壁への取り付け：

a. ブラケットを壁に取り付けま
す。 壁の種類に合った、適切な
ネジを使用してください。
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b. カメラをブラケットに取り付け
ます。

接続

3. TVをパソコンに接続します。

2. MeetUpからのUSBケーブルをパソ
コンに接続します。

全体の接続図：

会議室に設置済みの専用パソコン
を使用する場合も、チームメンバー
が持参したノートパソコンを使用す
る場合も、MeetUpの接続方法は同
じです。
1. MeetUpを電源に接続します。

HDMI

USB
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MEETUPをデフォルトデバイ
スにする

お使いのビデオ会議アプリケーション
で、MeetUpが、カメラ、スピーカー、お
よびマイクとして選択されていることを
確認します。 確認方法の詳細は、アプ
リケーションの取扱説明書を参照して
ください。

4Kビデオに関する注意

MeetUpに同梱されているUSB 2.0ケ
ーブルはフルHDビデオ（最高1080p）
をサポートしています。 4kビデオを使
用する場合は USB 3.0ケーブル（別売
り）を使用してください。

テレビ電話をかける

MeetUpを設置し、ビデオ会議アプリ
ケーションでMeetUpがデフォルトの
デバイスになっていることを確認した
ら、アプリケーションを通常の方法で
起動し、強化されたオーディオとビデ
オのメリットをお楽しみください。

8

MEETUPをBLUETOOTHデバイ
スとペアリングする
Bluetoothデバイスとペアリングする
と、MeetUpをオーディオ通話に使用
できるようになります。 Bluetoothデ
バイスをMeetUpとペアリングするに
は、以下の簡単な手順に従います：
1. カメラレンズの近くの青いライ
トが点滅するまで、リモコンの
Bluetoothボタンを押し続けます。
2. モバイルデバイスをBluetoothペ
アリングモードにし、
「Logicool
MeetUp」を選択します。

これでMeetUpを使用したオーディオ
通話の準備ができました。
ペアリング後、リモコンのBluetoothボ
タンを押すと、Bluetoothデバイスの接
続が解除されます（「ペアリング」され
ていますが「接続」されていません）。
このボタンを再度押すと、範囲内にあ
る最後にペアリングされたデバイスが
再接続されます。

リモコンとカメラのペアリング

カメラとリモコンは出荷時に既にペア
リングされています。 ただし、リモコ
ンとカメラをペアリングする必要があ
る場合（リモコンを紛失して交換した
場合など）、以下を行います。
1. LEDが青で点滅するまで、カメラ背
面のボタンを押し続けます。

2. リモコンのBluetoothボタンを
10秒間押し続けて、ペアリングモー
ドにします。
3. リモコンとカメラがペアリングされ
ると、LEDの点滅が停止します。

詳細情報

以下のような、MeetUpに関する詳細
情報が利用可能です：
– よくある質問
– 様々なアプリケーションで機能を有
効にするためのソフトウェア
– 交換パーツの注文方法（入手可能
な場合）
– その他の情報は
www.Logicool.co.jp/MeetUpでご
覧いただけます

4. ペアリングが失敗した場合、LEDは
引き続き点滅します。 手順2から繰
り返します。
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製品サポート
ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファ
イル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
http://www.logicool.co.jp
カスタマーサポート
株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。
support/logicool.co.jp
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