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Congratulations on the purchase of your new JACOB JENSENTM
Telephone 1.
The telephone is designed in Denmark by Jacob Jensen,
whose products have gained international recognition for
their original, simple and classic design. Jacob Jensen has
received about 100 prizes from around the world and has
19 products included in The Design Study Collection and The
Design Collection of The Museum of Modern Art in New
York.
The JACOB JENSENTM Telephone 1 is suitable for connection
to the public network. The telephone can either stand or be
mounted on the wall and is equipped with a memory for
11 numbers, mute function and high or low ringing tone
adjustment.
Installation
Table stand
The telephone is supplied with a table stand which you
attach as the following:
1. Slide the canals of the table stand into the tracks of the
base. The table stand is mounted when you hear a click.
2. Fit the modular contact of the coiled cord into the plug of
the handset.
3. Connect the telephone line to the wall outlet.
Wall mounting
The telephone can be mounted on the wall by. Proceed as
follows:
1. Disconnect the coiled cord from the handset.
2. Push the button inside the square hole under the modular
jack using a pen or a finger, and pull the bracket away
from the base at the same time.
3. Pull the telephone line cord downwards through the
groove in order to let it out at the bottom and connect it
to the wall outlet.
4. Reconnect the coiled cord.
5. Place the telephone on the screws already mounted on the
wall (use the template, fig. 4 on page 3).

How to make a telephone call
To lift off the handset, gently press on the upper part of the
handset with your index finger and the handset falls into
your hand.
a. Lift off the handset and wait for the dialling tone.
b. Dial the telephone number.
c. Put down the handset when the conversation is over.
Hook switch
The telephone is equipped with a magnetic hook switch. To
get a new dial tone you can simply press the
key.
Redial
If you wish to redial the last dialled telephone number, you
can use the
key and this number is dialled automatically.
This number will be stored until the next time a telephone
call is made.
Notice: Numbers larger than 31 digits cannot be stored.
One- and two-touch numbers
The telephone has a memory for 11 numbers of max. 21
digits. To store numbers in the memory, proceed as follows:
One-touch number:
a. Lift off the handset or press
b. Press
c. Press
d. Enter the telephone number you wish to store.
e. Press
f. Hang up the handset or press
Two-touch numbers:
a. Lift off the handset or press
b. Press
c. Press
d. Press 0-9 to select a location.
e. Enter the telephone number you wish to store.
f. Press
and hang up the handset or press
A pause can be inserted when storing numbers in the
memory e.g. when calling through a switchboard (PABX).

To insert a pause press the

key (e.g. 0

70226033).

Automatic dialling
One-touch number:
Lift off the handset or press
, wait for the dialling tone
and press
.
Two-touch numbers:
Lift off the handset or press
, wait for the dialling tone,
press
and the selected location 0-9.
Mute function
When the MUTE button on the handset is pressed and held
down the microphone is disconnected. When the button is
released, the microphone is activated again.
Ringing melody and volume
The telephone has 3 ringing melodies and loudness levels.
To change melody and loudness level. Proceed as follows:
a. Pick up the handset or press
.
b. Press
c. Press
d. Select by using the numeric keys (please see fig. 3 page 3).
Note: The telephone is preset to combination no. 6.
R-key
The R-key is used for connecting a telephone call using a
switchboard (PABX) and at some special services offered by
the telephone company.
Cleaning
Clean the telephone by using a soft cloth. Do not use
aggressive chemicals, cleaning solvents or strong detergents.
- The contents of this manual are subject to change without
notice.
- The manufacturer and its suppliers accept no liability
whatsoever for any damage, expense, loss of profits or any
other damage incurred as a result of using this product.

For wall mounting please use the screws enclosed.
Mount the screws according to the distance shown in fig. 4 below.
(6 mm drill for plugs).
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Description
1. Base (fig. 1)
2. Numerical keys (fig. 2)
3. Functional keys (fig. 2)
4. Select tone/pulse
at the rear side of the base - T/P (fig. 4)
5. Fittings for wall mounting (fig. 4)
6. Coiled cord (fig. 1)
7. Table stand (fig. 1)
8. Microphone-switch (handset - MUTE)
9. Receiver volume control (HI/LOW)
at the rear side of the base (fig. 4)
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Ringing melody
1. Melody A
2. Melody A
3. Melody A
4.
5.
6.

Melody B
Melody B
Melody B

and volume
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Melody C
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Melody C
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0.

OFF

OFF

Features
one-touch number.
a.
b. Ten two-touch numbers (0-9).
Hook switch key.
c.
For storing and dialling numbers (0-9).
d.
For storing numbers (VIP, 0-9).
e.
(for switchboard and special services).
f.
For redial or pause.
g.
h. Mute (on the handset).
i. Table / Wall mounting.

Fig. 4.



Consumer information
This eqiupment is hearing aid compatible.
Notice: If your home has specially wired alarm eqiupment connected to the telephone
line, ensure the installation of this Telephone, type TP-0183 does not disable your alarm
equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your
telephone company or a qualified installer.
Should you experience trouble with this equipment, please contact the distributor in your
territory (see further on www.jacob-jensen.com) for repair or warranty information.
If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may
request that you disconnect the equipment until the problem is solved.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed
to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:
1. Do not use this product near water, for example near a bath tub, wash bowl, kitchen sink
or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
2. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm.
There may be a remote risk of electric shock from lightning.
3. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
SAVE THESE INSTRUCTIONS



Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
-

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

JP
JACOB JENSENTM T-1 テレフォンをお買い上げいただきし
てありがとうございます。
このT-1テレフォンは、デンマークのJacob Jensenのデザ
インによるものです。彼の生み出す製品は、独創性に富
むシンプルでクラシカルなデザインにより、国際的な評
価を得ています。Jacob Jensenは、これまでに世界各国
で100件にのぼる賞を受けており、ニューヨークの近代美
術館のデザイン･スタディ･コレクションおよびデザイン
・コレクションには、彼のデザインした製品19点が収め
られています。
T-1テレフォンは、外部電話線につないで使用します。パ
ルス回線及びトーン回線で使用できます。卓上設置と壁
掛けの両方に対応し、リダイヤル機能や１１件までの番
号登録機能やミュート機能を備えるほか、４種類の着信
音設定及び２段階の受話音量調節ができます。
＜本器の取付け＞
A. テーブルスタンドを使用する場合
付属のテーブルスタンドを次の方法で取り付けてくだ
さい。
a. テーブルスタンドの細長い突起部を底部の溝にカチッと
音がするまで差し込みます。
b. コイル状コードのモジュラーコンタクトを受話器のプラ
グに差し込みます。
c. 電話線を電話コンセント
（家庭用のモジュラー式のソケット）につなぎます。
B. 壁掛けの場合
次の方法で本器を壁に取り付けてください。
a. 電話線のコードを本体裏面の溝に収納し、本器の下から
外に出して壁の電話コンセントにつなぎます。
b.
c. 壁に取り付けたネジ（付属の木ネジ）に本器を取り付け
ます。
C. テーブルスタンド取り外し方法
a. 受話器からコイル状コードをはずします。
b. モジュラージャックの下の四角穴の中にあるボタンをペ
ンか指で押しながら、テーブルスタンドを引き抜きます。

＜電話のかけ方＞
受話器上部を人差し指で軽く押さえると受話器がはずれ
ます。
a. 受話器をとってツーという音が聞こえるのを確認します。
b. 電話番号をダイヤルします。
c. 電話をかけ終わったら受話器を戻します。
＜フックスイッチ＞
本器は、マグネティック・フックスイッチ機能を備えてい
ます。
キーを押すだけで、新たに電話をかけることもできます。
＜リダイヤル＞
相手が話し中だったり、もう一度電話をかけなおしたいと
きには、
キーを押すと同じ番号が自動的にリダイヤルされ
ます。
この番号は、次に別の番号をダイヤルするまで保存されます。
注：番号の桁数が31を超える場合は保存されません。
＜ワンタッチナンバー／ツータッチナンバー登録＞
本器は、最大21桁の電話番号を１１件まで登録できるメ
モリー機能を備えています。
電話番号の登録は次の方法で行います。
A. ワンタッチナンバー
a. 受話器をとります。または
キーを押します。
b.
キーを押します。
c.
キーを押します。
d. 登録する番号を入力します。
e.
キーを押します。
f. 受話器を戻します。または
キーを押します。
B. ツータッチナンバー
a. 受話器をとります。または
キーを押します。
b.
キーを押します。
c.
キーを押します。
d. 0～9のキーを押してロケーションを選択します。
e. 登録する番号を入力します。

f.

キーを押してから、受話器を戻すか、または
します。

キーを 押

※番号をメモリー登録する際にポーズを挿入することもできま
す。
ポーズを挿入するには
キーを押します。
（例：0
70226033）
＜自動ダイヤル＞
A ワンタッチナンバー：受話器をとるか、または
キーを
押して、ツーという音が聞こえたら
キーを押します。
B. ツータッチナンバー：受話器をとるか、または
キーを押し
て、ツーという音が聞こえたら
キーを押し、0～９のキー
で登録した番号を選択します。
＜ミュート機能＞
受話器のミュートボタンを押し続けている間は、通話用マイ
クがオフの状態になります。ボタンをはなすと通話用マイク
はオンの状態に戻ります。
＜着信音設定＞
T-1テレフォンには、４種類の着信音設定があります。
a. 受話器を持ち上げます。または
キーを押します。
b.
キーを押します。
c.
キーを押します。
d. Fig３の表を参考にして０～９のキーを押します。
＜Rキ-＞
この
キーは、交換機（PABX）を通して電話をつなぐ際や
電話会社の特殊サービスを利用する際などに使います。
＜本器の清掃＞
ほこりっぽい場所やよごれがつきやすい場所での使用は
避けてください。直射日光が当たる場所や、熱源の近く
も望ましくありません。
又、過度の湿気にさらさないで下さい。
汚れた場合は、中性洗剤をほんの少し溶かした水に柔ら
かい布を浸し、固く絞ってふいて下さい。


・ 本機の仕様は予告なく変更されることがあります。
・ 本製品の使用により生じたいかなる損害、支出、利益損失
またはその他の損害のいずれについても、製造者および供
給者は一切責任を負いません。
JACOB JENSEN T-1 JP 電話機 仕様
ダイヤル方式：パルス回線及びトーン（プッシュ）回線
電力供給は電話回線（別途電源は必要ありません）
サイズ：W45xD200xH70mm ／約150 g (受話器部分)
設置方式：テーブルスタンド／壁掛け
ISDN ・ IP電話対応可
（それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。）

同梱内容

：ワンタッチダイヤル(１件)
：ツータッチダイヤル（メモリー10件）
：ミュート機能
：着信音設定(４種類10段階)
：受話音量調節2段階
：リダイヤル機能
：本体
：受話器
：テーブルスタンド
：木ネジ2個
：取扱説明書
：保証書

輸入元・日本総代理店：株式会社ピーオーエス
〒359-1131 埼玉県所沢市久米1416-1
Phone
04-2925-6100
Fax
04-2925-6211
e-mail
info@posjapan.co.jp
JATE: T-1 JP A04-0194005
P.O.S. Co. Ltd. JAPAN
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主な機能

付属の木ネジで壁に取付けるための参考図。
左記のfig.４で、示す距離に合わせて付属の木ネジを取付けてください。

Fig. 1.

図解
1. ベース（fig.１）
2. 各ナンバーキー（fig.２）
3. 各機能キー（fig.２）
4. パレス回線とトーン（プッシュ）回線の切り替え。切り替えは
本体裏面のスライドスイッチで行います（T/P) (fig.4)
5. 壁掛けの取付け（fig.４）
6. コイル状コード（fig.１）
7. テーブルスタンド（fig.１）
8. マイクロフォン・スイッチ（受話器にセット‐MUTE）
9. 受話音量コントロール（高／低）。切り替えは、本体のスライ
ドスイッチで行います（fig.４）
Fig. 3.

（数字はfig.２のダイヤル番号
1. A音
低
2. A音
中
3. A音
高
4.
5.
6.

B音
B音
B音

低
中
高

7.
8.
9.

C音
C音
C音

低
中
高

0.

無

音

Fig. 2.

特徴
。
a. ワンタッチナンバーのためのキー
b. ツータッチナンバーのための各キー（０～９）。
フックスイッチキー。
c.
番号を記憶するためのキー。
d.
番号を記憶するためのキー。
e.
f.
g.
リダイアルまたは、ポーズするためのキー。
h. ミュート機能。受話器にセットされたMUTEキー。
Fig. 4.
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