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テレビ用高音質スピーカー

このたびはOlasonic 製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

1. 付属品
付属品を確認してください。付属品が足りないときや破損しているときは、お買い
上げ店またはOlasonic サポートセンターへご連絡ください。

□ステレオミニケーブル (1.5m)x2
( 注 ) テレビとの接続に必要なケーブルは付属されておりません。
　　 「6. テレビと接続する前に」をご確認のうえ、接続に必要なケーブルをお買
　　  い求めください。

□AC電源アダプター □AC電源ケーブル

4. スピーカーを接続する

3. 各部の名称と働き
【本機上部】

【本機前面】

【本機背面】

【本体背面】

〔7-1. テレビを接続する〕

TW-D9HDM

【接続のしかた】

取扱説明書TW-D9HDM

5. 電源ケーブルを接続する

6. テレビと接続する前に

7. テレビの音声を聴く

ARCとはAudio Return Channel（オーディオ・リターン・チャンネル）の略称で、
HDMI 端子からデジタル音声信号を送る機能です。ARC対応のHDMI 入力端子につな
ぐと、従来テレビ音声をAVシステムスピーカーで聴くために必要だった光デジタルケ
ーブルの接続が不要となり、HDMI ケーブル1本でテレビ音声をお楽しみいただける
ようになります。接続にはARC対応のHDMI ケーブルが必要です。

最初にテレビのHDMI 入力端子に「ARC」の表記があるかどうかをご確認ください。
「ARC」の表記がある場合とない場合とでは、接続のしかたが異なります。

電源プラグの接続については、他の機器との接続も含め、すべての接続が終わってから
家庭用コンセントにつないでください。

①電源アダプター (付属 ) と電源ケーブル (付属 ) をつなぎます。
②電源ケーブルを本機の電源端子につなぎます。
③本機の電源プラグを家庭用コンセントにつなぎます。
メモ

・「ARC」と表記されたテレビのHDMI 入力端子にご接続ください。
・必ずARC対応のHDMI ケーブルをご使用ください。

メモ

ver.1.2a 以降のHDMI ケーブルであればご使用いただけます。
メモ

警告及び注意2.
  １. 異常、故障時は直ちに使用を中止し、お買い上げ店またはOlasonic サポートセンター
  へご連絡ください。
  ２. 付属のAC 電源アダプター以外は使用しないでください。
  AC 電源アダプターの電源電圧はAC100V-240V です。
  ３. 濡れた手でAC 電源アダプターに触れないでください。感電する危険があります。 
  ４. 長時間ご使用にならないときはAC 電源アダプターをコンセントから抜いてください。
  ５. 本機を分解しないでください。故障の原因になります。内部の点検や修理のときは
　　　お買い上げ店またはOlasonic サポートセンターへお問い合わせください。
  ６. 本機を下記の場所に置かないでください。
  ( ア ) 浴室 ( イ ) 海岸 ( ウ ) 水辺 ( エ ) 雨や霧がかかる所 (オ ) ほこりの所
  ( カ ) 不安定な場所 (キ ) 日光の当たる所 (ク ) 温度が急激に変化する所
  ７. ケーブルのプラグとジャックは最後まで確実に差し込んでください。
  ８. ケーブルのプラグとジャックを抜く時にはケーブルを引っ張らないでください。
  ９. ベンジン、シンナーなどで外装を拭かないでください。
１0. スピーカーユニットを指などで触らないでください。

テレビ音声を本機のスピーカーにより高音質でお楽しみいただけます。

D9HDM

電源ボタン
(電源オン /
オフをする )

ペアリングボタン
(Bluetooth ペアリング状態にする )

入力切替ボタン
(音声入力を切り替える )

バスブーストボタン
(低音を増強する )

NFCマーク
(ワンタッチで
  Bluetooth
  ペアリング /接続
  / 切断する）

スタンバイランプ
(電源オフ時に点灯 )

入力ランプ
(選択中の入力
 ランプが点灯 )

音量＋/- ボタン
( 音量を上げる
  / 下げる）

音量ランプ (音量値を示す /50ステップ )

ARC端子
( テレビとの信号のやりとりする )

光音声入力端子
(光デジタル音声
信号を入力する )

スピーカー (右 /左 ) 端子
( スピーカへ音声出力する )

右スピーカー (背面 ) 左スピーカー (背面 )
①本機の右端子と右側に
　設置するスピーカーの
　スピーカー端子をステ
　レオミニケーブル(付
　属)で接続する。
②本機の左端子と左側に
　設置するスピーカーの
　スピーカー端子をステ
　レオミニケーブル (付
　属 ) で接続する。

ステレオ
ミニケーブル
(付属 ) ステレオミニケーブル (付属 )

スピーカー左右 電源 アナログ 光音声 ARC

AC電源ケーブル (付属 )

家庭用コンセント

メガネ型プラグ

AC電源プラグ

①

③

②

① ②

電源入力端子
アナログ音声入力端子
(アナログ音声信号を入力する )

スピーカー左右 電源 アナログ 光音声 ARC

AC電源アダプター (付属 ) ARCとは

①ARC対応テレビの場合

②ARC非対応テレビの場合

《テレビの側面
    または背面》

本機

テレビ

HDMI 入力
(ARC)

スピーカー左右 電源 アナログ 光音声 ARC

HDMI ケーブル（市販）

HDMI ケーブル（市販）

《テレビの側面または背面》

本機

テレビ

HDMI 入力

スピーカー左右 電源 アナログ 光音声 ARC

音声出力
(光デジタル )

市販のARC対応HDMI ケーブル (ver.1.4 以降 ) を使って、テレビと本機を接続します。

市販のHDMI ケーブルと光デジタルケーブルを使って、テレビと本機を接続します。

光デジタルケーブル (市販 )

テレビと本機との接続に必要なケーブルを別途ご購入いただく必要がございます。
必要なケーブルをご確認ください。

[ ご使用のテレビタイプにおける必要ケーブル ]

お使いのテレビのタイプ

○：あり　　×：なし

ARC対応
HDMI 端子

リンク機能
（○○リンク）

光デジタル出力端子
(OPTICAL)

接続に必要なケーブル
本書の
接続説明
箇所

ARC対応HDMI ケーブル
(ver.1.4 以降 )

HDMI ケーブル (ver.1.2a 以降 )
および

光デジタルケーブル (角型 )

光デジタルケーブル (角型 )

ステレオミニケーブル

7-1.①

7-1.②

別紙の2.

別紙の3.

○

×

×

×

○

○

×

×

○または×

○

○

×

※1テレビのHDMI 入力端子に「ARC」の表記があるかをご確認ください。
※2テレビにHDMI リンク機能 (メーカー各社の○○リンク )があるかをご確認ください。
　　テレビによってはリンク機能が働かなかったり一部の動作しか連動しない場合があります。

※1 ※2



11. お問い合わせ窓口のご案内
・お客様から寄せられるよくあるご質問をOlasonicホームページ内の「よくある質問（FAQ）」にまとめており
　ますので、ご参考にしてください。　http://www.olasonic.jp/faq.html
・Olasonic サポートセンター
　メール： support@twa.co.jp
　電話： 03-6303-9814　受付日 : 月～金曜日 (祝日及び弊社の休業日を除く ) 受付時間 :10:00～17:00

,保証書.
品番 TW-D9HDM
シリアルナンバー

お名前

ご住所 〒

販売店名・住所・TEL

保証期間　１年
お買い上げ年月日　　　　年　　　月　　　日

保証規定
１）保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を
　　保証しております。
　　万一保証期間内で故障がありました場合は無償修理いたし
　　ますので、保証書を製品に添えて弊社までお送りください。
２）次のような場合は保証いたしかねます。
　　また保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
　　①保証書をご提示いただけない場合。
　　②保証書にご購入日が確認できる証明書（レシート・納品
　　　書など）、または販売店発行の日付の印刷された保証シ
　　　ールが貼っていない場合。
　　③所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を
　　　書きかえられた場合。
　　④お客様ご自身による改造または修理があると判断される
　　　場合。
　　⑤故障の原因が取扱い上の不注意によると判断される場合。
　　⑥天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部要因によ
　　　る故障及び損傷
　　⑦輸送途中の事故による故障及び損傷
３）保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
４）修理依頼品を郵送、または持参される場合の料金及び諸掛
　　かりはお客様のご負担となります。
５）保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社ま
　　でお問合せください
６）保証書は日本国おいてのみ有効です。

TEL

東京都品川区西五反田7-18-2 ワッティービル 4Ｆ
TEL: 03-6303-9814
受 付 日 ：月～金曜日(祝日および弊社の休業日を除く)
受付時間：10:00～17:00　
mail    support@twa.co.jp
URL   http://www.olasonic.jp/

株式会社 東和電子
TowaElectronics

販
売
店

お
客
様

070-0020-00

10. 商標
・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

テレビの音声を本機に入力したり、機能を連動させるための設定を行います。
テレビ側の設定を以下①～③の設定へ変更してください。

テレビの設定メニューから［音質・音声設定］－［デジタル音声出力設定］（例）などの
項目を「PCM」に設定する。

メモ
リンクの設定についてはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
テレビによっては、「テレビ電源入切」（例）などの項目が無い場合があります。

メモ
本機の音量ステップは最大で50ステップになります。テレビの音量ステップが最大100
ステップであった場合、本機の音量が1ステップ変化するとテレビの音量は2ステップ
変化します。

メモ
PCMの設定についてはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
PCM以外の信号に設定すると音声が出ないことがあります。

メモ
・テレビ音声が本機のスピーカーから出力されない場合は、テレビとの接続およびテレビの設定内容を
  もう一度ご確認ください。設定変更後は設定を反映させるためにテレビの電源をオフ→オンしてください。
・テレビによってはリンク機能が働かなかったり、一部の動作しか連動しない場合があります。その場合は、
  手動で以下の操作を行ってください。
　- 本機の電源ボタンで電源オン/オフする。電源オン時、入力切替ボタンで「光音声」を選択する。
　(テレビの電源オン/オフで本機の電源オン/オフが連動しな い場合 )
  - 本機の音量ボタンで音量調整をする（テレビリモコンで本機のスピーカーの音量調整や消音操作ができない場合）

① テレビのデジタル音声出力設定を「PCM」にする(テレビと本機を光デジタルケーブルで接続時のみ )

テレビのリンク機能 (テレビメーカー各社で○○リンク)を有効にすると、テレビのリモコンで
下記のことが出来るようになります。
－テレビと本機の電源オン/オフを連動させることができます。
－テレビリモコンで本機の音量調整や消音 (ミュート)操作をすることができます。

② テレビのリンク機能（テレビメーカー各社の○○リンク）を有効にする(テレビにリンク機能がある場合のみ )

テレビの設定メニューのサブメニューにある［スピーカー切替］（例）などの項目を
「AVシステムスピーカー」または「AVアンプ」などテレビ以外に設定する。

③ テレビの音声出力先を「AVシステムスピーカー」などにする(テレビにリンク機能がある場合のみ ) 

①テレビの設定メニューから［機器設定］－「HDMI 連動設定」－「HDMI 連動機能」（例）
　などの項目を「使用する」に設定する。
②テレビの設定メニューから［機器設定］－「HDMI 連動設定」－「テレビ電源入切」（例）
　などの項目を「連動する」に設定する。

≪リンク機能の設定方法≫

9. 故障かな？と思ったら

8. 仕様

7. テレビの音声を聴く
〔7-2. テレビの設定をする〕

本機の電源が自動的にオンします。また、本機の入力が自動的に「ARC」または
「光音声」に切り替わり、テレビ音声が本機のスピーカーから出力されるようになります。

①テレビの設定を反映させるためにテレビの電源をオフ→オンする。

≪スピーカーの低音をもっと強くしたいときは≫
バスブースト機能を有効にすることで低音を増強することができます。
機能を有効にしたいときは、本機の「バスブースト」ボタンを1回押します
(バスブーストランプが点灯 )。
機能を無効にしたいときは、本機の「バスブースト」ボタンをもう1回押します
(バスブーストランプが消灯 )。

7. テレビの音声を聴く

テレビの設定がすべて完了したら、テレビ音声を本機のスピーカーから出力できるようにな
ります。

〔7-3. テレビ音声を本機のスピーカーから出力する〕

設定を行う前に本機の電源プラグを家庭用コンセントに接続してください。

通信方式 /出力
使用周波数帯域
対応プロファイル /コーデック
アンプ出力
アンプ方式
周波数特性
スピーカー・ユニット
スピーカー・マグネット
パッシブラジエーター
消費電力

電源

外形寸法

総重量

TW-D9HDM(ノーブルブラック)
TV(ARC)、光デジタル (角形 )、
AUDIO IN(Φ3.5 ㎜ステレオミニプラグ )
Bluetooth 標準規格　Ver.3.0+EDR/Power Class2 
2.4GHz 帯
A2DP、AVRCP/SBC
12W+12W（ダイナミックパワー）
スーパーチャージド・ドライブシステム (SCDS)
45Hz～ 20000Hz
Φ60mm コーン型フルレンジ
Φ55mm 高能率フェライトマグネット
Φ70mm 平面振動板
電源OFF時 ： 0.6 W以下
電源ON時 ： 23 W( 最大 )　
電源アダプタ ： 入力 AC100-240V(50Hz/60Hz)
　　　       　   出力 16V 1.5A
スピーカー：113㎜ (W)x162㎜ (H)x117㎜ (D)
本体：150㎜ (W)x 27㎜ (H)x150㎜ (D)( 突起物を含まず )
1360g( 本体、スピーカー x2)

Bluetootｈ

アンプ部

スピーカー部

電源部
・その他

型番 (カラー )
オーディオ入力

※仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

下記の表にて、問題が解決できなかった場合は、 サポートセンターにご連絡ください。
症状
共通

Bluetooth

音がでない。

ペアリングが
できない。

音が途切れる

音がでない。

スピーカーケーブルがし
っかりささっていない。
音量を上げすぎている。

スピーカーケーブルの接続
を確認してください。

原因 対応

本機から離れすぎている。

周囲の電波干渉を受けて
いる可能性があります。
本機のBluetoothラン
プが点灯、またはゆっく
り点滅している。
本機の電源がオフしている。

周囲の電波干渉を受けている
可能性があります。

ペアリングしたい機器との距離を近づ
けてください。
電波干渉の少ない場所で再ペアリング
を行ってください。
ペアリングボタンを押し(短押し)、
　ランプが早く点滅した状態でペアリ
ングを行ってください。
電源をオンして、再度手動またはNFC
によるペアリングを行ってください。
電波干渉の少ない場所で再生を行
ってください。

本機の＋ボタンで音量を上げるか、
本機と接続中の機器の音量ボタン
で音量を上げてください。
Bluetooth再接続を行ってください。

接続機器との間に障害物
がある可能性があります。
本機側の音量が小さい、また
は本機と接続中の機器側の音
量が小さい。
Bluetooth 接続が切れている。

障害物を取り除いてください。

適度な音量にしてください。
バスブーストを解除してください。

音がひずむ。

テレビ 音がでない。 テレビの音量が小さい。

別の入力を選択している。

テレビの音量をあげるか、または本機の
音量＋ボタンで音量を上げてください。
テレビ電源をオフ→オンし、本機の
入力を自動切り替えしてください。

音がでない、
またはテレビ
側から音がで
る。

テレビ側の設定で音声の出力先が
テレビスピーカーになっている。

音の出力先を「AVシステムスピーカ
ー」へ切り替えてください。

テレビ側のデジタル音声出力設定
が「PCM」以外になっている。

テレビ側のデジタル音声出力設定を
「PCM」に変更してください。

テレビと本機を接続するケーブル
がしっかり差さっていない、また
は間違った端子に接続している。

テレビと本機を接続するケーブルが正し
く接続されているか確認してください。

ARC非対応 TVの場合に光デジ
タルケーブルが接続されていない。

光デジタルケーブルを接続してください。

テレビのHDMI 端子 (ARC対応 )に
ARC非対応ケーブルを接続している。

ケーブルがARC対応か確認してくだ
さい。

テレビリモコン
で音量調整が
できない

テレビのリンク機能が有効に
なっていない。

テレビのリンク機能を有効にしてく
ださい。

本機の電源が
テレビと連動
しない。

HDMI 連動機能（HDMIリンク
機能）が有効になっていない。

HDMI 連動機能（HDMIリンク機能）
を有効にしてください。

≪本機の音量を調整したいときは≫
本機の音量+/-ボタンを押して音量を調節することができる以外にテレビのリンク機能が
有効になっていると、テレビリモコンの音量+/-ボタンで本機の音量を調節することがで
きます。



テレビ以外の音声を本機で聴く
TW-D9HDM

【　ランプの点灯状態について】

テレビの音声以外に、以下の音声を聴くことができます。
1. Bluetooth 機器の音声を聴く
2. デジタル音声出力機器の音声を聴く
3. アナログ音声出力機器の音声を聴く

【 NFC（ワンタッチ）でペアリングする】

【手動でBluetooth 接続または切断をする】

《手順》
①本機の電源が入った状態で、「ペアリング」ボタンを押します。入力が自動的に   （Bluetooth）に切り
   替わります。　またブザー音の後、   ランプが早く点滅します。
②スマートフォンのBluetooth 通信を有効 (オン ) にして、Bluetooth 端末リストから「TW-D9HDM」
　(本機 ) を検索します。

③スマートフォンのBluetooth 端末リストから「TW-D9HDM」( 本機 )を選択します。ペアリングが開始
　されます。ペアリングによる接続が完了すると、ブザー音の後に本機の　ランプが点灯状態に変わります。

ペアリング (機器登録 )が完了したあとは、本機の    マークにタッチするだけで本機との
Bluetooth 接続および切断が簡単にできるようになります。

接続中にタッチ！→切断されます
未接続中にタッチ！→接続されます

《手順》(スマートフォンの場合 )
①スマートフォンにNFC 接続アプリをダウンロードします。Google Play で入手できるAndroid 専用の
　無料アプリです。対応スマートフォン：NFC 機能またはおサイフケータイ機能を搭載したもの
　（対応OS：Android 2.3.3 以降、Android3.x を除く)

Bluetooth のペアリング・接続状態に応じて、　ランプの点灯状態が変化します。
状態 ランプの状態

早く点滅
ゆっくり点滅
点灯

ペアリング待ち
Bluetooth 接続待ち (ペアリング済み )
Bluetooth 接続完了 (ペアリング済み )

ご注意
・スマートフォンの画面がロック画面になっていると、NFC 操作ができない場合がありますので、ロック画面を解除してください。
・ペアリング後に　 ランプがゆっくり点滅している場合は、もう一度本機の      マークにタッチしてください。
　ペアリングが完了している場合は、     マークにタッチすることで接続が行われます。ペアリングがうまくいかなかった場合は、
　もう一度ペアリングが実行されます。
・Bluetooth 接続中に他の機器とペアリングさせたい場合は、「ペアリング」ボタンを1回押し、    ランプが早く点滅した状態
　でペアリングを行ってください。その場合、すでに接続中の機器との接続は切断されます。

スマートフォンの機種によって、NFC操作で正常に動作しない場合があります。その場合は手動で操作
を行ってください。

NFC機能を搭載した機器をお使いの場合、本機の　 マークにタッチするだけで、Bluetooth
のペアリング (機器登録 )を行うことができます。

②本機の電源が入った状態で、ペアリングボタンを押します。 
　　ランプが早く点滅します。

1.Bluetooth 機器の音声を聴く
Bluetoothとは
無線で通話や音楽を楽しむための近距離無線通信規格です。

様々な機器間で近距離無線通信を行うための技術です。　指定の位置にタッチするだけで簡単に
Bluetooth 機器のペアリングや接続が可能となります。

NFCとは

ペアリングとは
Bluetooth 機器をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

ご注意

③スマートフォンを本機の 　(NFCマーク)にタッチします。
　ペアリングが開始されます。ペアリングが完了すると、
　ブザー音が鳴り、本機の 　ランプが点灯状態に変わります。

【NFC（ワンタッチ）でBluetooth 接続または切断をする】

メモ

【手動でペアリングする】

メモ

・本機の電源がオン時は、いつでも     にタッチすることで接続を行うことができ、　接続が完了すると入力が　   (Bluetooth)
　へ切り替わります。
・本機の電源がオフ時でもBluetooth 接続を行うことができます。電源オフ時にNFCによる接続を行った場合は、本機の電源
　が自動的にオンし、入力が自動的に     (Bluetooth)に切り替わります。

NFC機能に対応していない場合は、手動によりBluetooth のペアリングを行います。

本機がスマートフォンの検索画面で見つからない場合は、スマートフォン上の検索ボタンを押してください。

メモ
・本機の電源がオン時は、いつでも「ペアリング」ボタン押しによるペアリングができます。
・ペアリング待ち状態 ( 　ランプが早く点滅 )で約30 秒間経過すると、Bluetooth 接続待ち状態 (ゆっくり点滅 )
　に変わります。ペアリングを行う場合は、再度「ペアリング」ボタンを押して、 　ランプが早く点滅した状態でペ
　アリングしてください。

1.Bluetooth 機器の音声を聴く

《接続手順》
①スマートフォンのBluetooth 通信を有効 (オン )にして、Bluetooth 端末リストからペアリング済みの
　本機 (TW-D9HDM)を選択します。(接続完了時、　ランプが点灯します )
《切断手順》
①スマートフォンのBluetooth 端末リストから接続済みの本機 (TW-D9HDM)を選択します。
　(切断完了時、本機の　ランプがゆっくり点滅に変わります )

NFC機能に対応していない場合は、ペアリング (機器登録 )が完了したあとに、本機との
Bluetooth 接続または切断を手動で行います。

メモ
・iOS端末では、Bluetooth 通信の無効 (オフ ) 操作によって切断が行なわれます。
・本機の入力を 　以外に切り替えることでも接続が切断されます。
・本機の電源がオン時は、いつでもスマートフォンなどからBluetooth 接続が行えます。 　以外の入力状態で
　Bluetooth 接続を行った場合は、接続が完了すると、入力が 　(Bluetooth) へ切り替わります。
・本機の電源がオフ時でもBluetooth 接続が可能です。本機が電源オフ時にスマートフォンなどから
　Bluetoothによる接続操作を行った場合、本機の電源が自動的にオンし、　入力へ切り替わります。
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2. デジタル音声出力機器の音声を聴く

3. アナログ音声出力機器の音声を聴く

1.Bluetooth 機器の音声を聴く

①本機の音量 -ボタンで音量を最小にする。
②本機の入力切り替えボタンを押して、入力を「アナログ」に切り替える。
③アナログ音声出力機器の音楽を再生する。
④本機の音量および音声出力機器の音量を適切な音量になるように調整する。

アナログ音声出力端子をもつ機器の音声を本機でお楽しみいただけます。
本機のAUDIO IN 端子とオーディオ機器のアナログ音声出力端子をステレオミニケーブル
(市販 )で接続してください。

光デジタル音声出力端子をもつ機器の音声を本機でお楽しみいただけます。本機の「光音声」
端子とデジタル音声出力機器の光デジタル出力端子を角形の光デジタルケーブル (市販 )で接
続してください。

①本機の音量 -ボタンで音量を最小にする。
②本機の入力切り替えボタンを押して、入力を「光音声」に切り替える。
③デジタル音声出力機器のデジタル音声出力設定を「PCM」にする。
④デジタル音声出力機器の音楽を再生する。
⑤本機の音量+ボタンで適度な音量になるように調整する。

　① Bluetooth 接続された機器でお好みの音楽を再生します。
　② 本機からBluetooth 接続機器 (スマートフォンなど)の音声が出力されます。
　③ 本機の音量＋または－ボタンまたはBluetooth 接続機器 (スマートフォンなど)の音量
　　 ボタンで音量を調整します。

Bluetooth 接続機器の動画音声もBluetoothでお楽しみいただけます。

●ペアリングできない場合

【その他のBluetooth 仕様について】
・ 本機に登録できるペアリング機器は最大5件までです。
 6件目の機器が登録された場合には、登録が古い順にペアリング履歴が消去されます。
・ Bluetooth 接続待ち状態 ( 　ランプがゆっくり点滅 )では、本機に登録された機器からの接続
 要求を受け付けます。
・ 　入力に切り替えた場合、あるいは電源オン時に入力が 　であった場合、最後に接続した
 Bluetooth 機器に対して本機から自動接続が行われます。自動接続が完了しなかった場合は、
 本機に登録された機器のうち、接続要求がきた機器と接続を行います。
・ 本機の電源をオフすると、Bluetooth 接続は切断されます。
・ Bluetoothが切断されBluetooth 接続待ち状態 (    ランプがゆっくり点滅 )が約1分間続いた場合、
　本機の電源が自動的にオフします。

【ペアリングまたは接続がうまくいかないときは】

注意
・テレビにHDMI 端子がなく、光デジタル出力端子がある場合は、テレビと本機を光デジタルケーブルで接続し
　てテレビ音声を聞く事が出来ます。その場合、音量調整や本機の電源オン/オフは本機のボタンにて行ってく
　ださい。

メモ
・テレビにHDMI 端子および、光デジタル出力端子がない場合は、テレビのイヤホン端子と本機をステレオミニ
　ケーブルで接続してテレビ音声を聞く事が出来ます。その場合、音量調整や本機の電源オン/オフは本機のボタ
　ンにて行ってください。

メモ

●ペアリング済みであるが接続できない場合

①　 入力時に " バスブースト"、" ペアリング "、" 電源 "ボタンを記載の順に押し続けます。
② ブザー音が鳴ったら、3つのボタンを同時に離します。（ペアリング履歴がすべて消去さ
    れます）

上記を行っても接続できない場合は、以下の手順で本機のペアリング履歴をすべて消去して
から、再度ペアリングを行ってください。

【Bluetooth で音楽を聴く】

【デジタル音声出力機器をつなぐ】

【デジタル音声出力機器の音声を聴くには】

【アナログ音声出力機器をつなぐ】

【アナログ音声出力機器の音声を聴くには】

本機の電源をオフする
本機の電源がオンした状態で電源ボタンを押すと、“スタンバイ”ランプが赤く点
灯し、待機状態に入ります。

本機 (NANO-CD1など )

スピーカー左右 電源 アナログ 光音声 ARC

音声出力
(光デジタル )

光デジタル
ケーブル (市販 )

本機

スピーカー左右 電源 アナログ 光音声 ARC

スマートフォン、
その他オーディオ機器

ステレオミニケーブル (市販 )

音声出力

・スマートフォンのBluetooth 通信をオフ→オン後、再度ペアリングを行ってください。

・スマートフォンのBluetooth 通信をオフ→オンしてから、再度接続を行ってください。
・スマートフォン上の本機とのペアリングを解除し、再度ペアリングから行ってください。
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