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このオーナーズガイドは必ずお読みください
オーナーズガイドの指示に注意して、慎重に従ってください。ご購入いただいたシステムを正しくセットアップして操作し、機能を十分にご活用
いただくために役立ちます。また、必要な時にすぐ本書をご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。
警告 : 
• 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
• 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでく
ださい。他の電気製品と同様、システム内に液体が侵入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因となることがあ
ります。

• 火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。

注意 : 
• システムやアクセサリーを改造しないでください。許可なく製品を改造すると、システムの安全性と性能が損なわれるだけではなく、法令遵守
の問題が生じ、製品保証が無効となる場合があります。

• 液体洗剤、溶剤、化学薬品、アルコール、アンモニア、研磨剤などは使用しないでください。
• 本体の開口部に液体が入らないようにしてください。液体をこぼした場合はすぐに電源コードを抜き、ボーズ株式会社カスタマーサービスにご
連絡の上、修理をお受けください。連絡先　専用ナビダイヤル　0570-080-021

注記 : 
• 製品ラベルは本体背面あるいは底面にあります。
• 動作時の温度範囲 : 0～ 35°C。この製品は、屋内でのみご使用ください。

 Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of 
Direct ive 2014/53/EU and other appl icable Direct ives. The complete Declarat ion of Conformity can be found at :  
www.Bose.com/compliance

安全上の留意項目
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To comply with FCC and Industry Canada RF radiation exposure requirements, this device must be installed to produce a separationdistance of 
20 cm from all persons. It must not co-located or be operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This product complies with the Canadian ICES-003 Class B and RSS-210 specifications. 
In the U.S. only, this product complies with CFR 47 Part 15 specifications.
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.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 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 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.
Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the userʼs authority to operate this equipment.
その他のご注意: 
その他の注意事項については、製品に同梱の『安全上の重要なご注意』シートを参照してください(北米のみ)。

 安全上の留意項目
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規制に関する情報
This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for 
recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal 
and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements 
Toxic or Hazardous Substances and Elements

Part Name Lead (Pb) Mercury (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybrominated Biphenyl (PBB) Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs X O O O O O
Metal parts X O O O O O
Plastic parts O O O O O O
Speakers X O O O O O
Cables X O O O O O
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. 
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. 
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「5」は2005年または2015年です。
中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
© 2017 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。



日本語 - 5

Wave® Bluetooth® Music Adapterの接続 ...................................................................6

Bluetooth®対応機器をペアリングする ...................................................................... 7

複数のBluetooth®対応機器の使用 ..............................................................................9

Bluetooth®対応機器を再生する ................................................................................. 10

故障かな？と思ったら ...................................................................................................11

仕様 ................................................................................................................................. 13

目次

控えとして、製品のシリアル番号を下の欄にご記入ください。
シリアル番号とモデル番号は梱包箱をご覧ください。
シリアル番号 _________________________________________________________________________________
購入日 ________________________________________________________________________________________
このガイドとともに、ご購入時の領収証を保管することをおすすめします。
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Wave® Bluetooth® Music Adapterの接続
Music Adapterは、Wave® systemに直接接続して使用します。

1. アダプターのケーブルを、Bose linkの表示を上に向けて、システム背面のBose link端子に接
続します。

Bose link端子

Wave® Bluetooth® 
Music Adapter

Bose linkケーブル

Wave® Radio III、IV、および 
Wave® Music System III、IV 

Acoustic Wave® 
Music System II

Wave® Bluetooth® 
Music Adapter

Bose link端子

Bose linkケーブル

2. アダプターをお好みの場所に設置します。システムに隠れる位置に置いてもかまいません。
 アダプターをシステムに向かって左側に置く場合は、AMラジオの受信を妨げないよう、シス
テムから5cm以上離してください。
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Bluetooth®対応機器をペアリングする
Wave® Bluetooth® Music Adapterは、Wave® systemを、携帯電話やタブレット、コンピューターな
どのBluetooth対応機器にワイヤレスで接続するためのアダプターです。

1. Wave® systemを検出可能状態にする
• Wave® Radio III、IV、およびWave® Music System III、IVの場合 : Wave® systemのリモコ
ンの  ボタンを、Wave® systemのディスプレイに「BLUETOOTH」と表示されるまで
何回か押します。続いて、[Presets 5]ボタンを5秒間長押しします。

• Acoustic Wave® Music System IIの場合 : Wave® systemのリモコンの  ボタンを、
Wave® systemのディスプレイに「BLUETOOTH」と表示されるまで何回か押します。続いて、
[Presets 5]ボタンを5秒間長押しします。

  Music Adapterのインジケーターが点滅し、合わせてWave® systemのディスプレイで
「DISCOVERABLE」という表示が点滅します。

2. 機器リストからBose Adapterを選択する
 携帯電話やタブレット、コンピューターなどの機器の電源をオンにして、Bluetooth機器リス
トを表示します。機器リストをスクロールして、「Bose Adapter」を選択します。
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Bluetooth®対応機器をペアリングする
3. ペアリングを完了する

 接続が完了して機器を使用できるようになると、Wave® systemからビープ音が聞こえ、ディ
スプレイに「BLUETOOTH」と表示されます。
注記 : 別の機器をペアリングするには、前の手順1～ 3を繰り返します (6台までペアリングで

きます )。一度に使用できるBluetooth機器は、1台だけです。

Wave® systemから音が聞こえない場合
音楽再生アプリケーションを再実行する
Bluetooth対応機器を正しくペアリングしても、Wave® systemから音楽が聞こえない場合は、音楽再
生アプリケーションを一旦終了し、再度実行してください。
音量調節をチェックする
適切な音量で音楽をお楽しみいただくには、次の手順に従ってください。
• Wave® systemがミュートされていないことを確認し、音量を上げます。
• Bluetooth対応機器がミュートされていないことを確認し、音量を上げます。
• 音楽再生アプリケーションを実行して、ミュートされていないことを確認し、音量を上げます。
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複数のBluetooth®対応機器の使用
複数のBluetooth対応機器をペアリングしても、Wave® systemで同時に音楽を再生できるのは1台だ
けです。

他の対応機器と再接続するために、現在接続中の機器の接続を解除する
• Bluetooth対応機器の接続を解除するには、その機器のBluetooth機能をオフにします。Wave® 

systemのメモリーには機器の接続情報が保存されますので、再度機器のBluetooth機能をオンに
すると、自動的に再接続されます。

• Wave® systemが機器を検出するまで、しばらく待ちます。  
Wave® systemの電源をオンにすると、システムはメモリーに登録されているBluetooth対応機器
との接続を、順番に試みます。そのため、複数のBluetooth機器とペアリングされている場合は、
機器の検出に少々時間がかかります。

メモリーを消去する
リモコンの [Presets 6]ボタンを、ビープ音が聞こえるまで10秒間長押しします。Wave® systemのメ
モリーからすべての機器情報が消去され、その後検出可能状態に戻ります。
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Bluetooth®対応機器を再生する
Wave® Music System III、IV、およびWave® Radio System III、IV
 Bluetooth対応機器あるいはAUX入力に接続されている外部機器の音楽を聴くときに、  
ボタンを押します。  ボタンを押すたびに、Bluetooth対応機器とAUX入力の外部機器
が切り替わります。

Acoustic Wave® Music System II
Bluetooth対応機器あるいはCDプレーヤーの音楽を聴くときに、  ボタンを押します。

 ボタンを押すたびに、Bluetooth対応機器とCDプレーヤーが切り替わります。
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故障かな？と思ったら
トラブル 対処方法
Bluetooth®対応機器
で音楽を再生しても、
音が聞こえない

• Bluetooth機器リストから、「Bose Adapter」を選択します (7ペー
ジを参照 )。

• システムがミュートされていないことを確認し、音量を上げます。
• Bluetooth対応機器がミュートされていないことを確認し、音量を上げ
ます。

• 音楽再生アプリケーションを実行していて、ミュートされていないこ
とを確認し、音量を上げます。

• 他のオーディオ /ビデオストリーミングアプリを停止します。
• Bluetooth対応機器を再起動します。

Bluetooth対応機器と
の接続状態が悪い、あ
るいは音が途切れる

• Music AdapterをWave® systemから離します。
• Wave® systemにBluetooth対応機器を近づけます。
• 電子レンジやコードレス電話など、電波の干渉を与える可能性のある
機器からシステムを離します。
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故障かな？と思ったら
トラブル 対処方法
[Play/Pause]ボタンや
[Seek]ボタンを押し
ても、Bluetooth対応
機器の音楽を操作で
きない

• メディアプレーヤーやインターネットラジオなどのアプリケーション
がアクティブになっていることを確認します。
注記 :  プレーヤーやインターネットラジオの機能の中には、リモコン

のボタンで操作できないものがあります。

お問い合わせ先
トラブル解決のための詳細情報については、ボーズ株式会社カスタマーサービスにお問い合わせくだ
さい。専用ナビダイヤル 0570-080-021

保証
製品保証の詳細は (http://bose.co.jp/rep)をご覧ください。製品のご登録をお願いいたします。登録は、
http://global.Bose.com/registerから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変
更はありません。
本製品の保証内容は、オーストラリアおよびニュージーランドでは適用されません。オーストラリア
およびニュージーランドでの保証の詳細については、弊社Webサイト (www.bose.com.au/warranty
またはwww.bose.co.nz/warranty)をご覧ください。
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仕様
外形寸法
Music Adapter: 9.1 cm H x 7.6 cm D x 2.3 cm W (3.6" H x 2.6" D x 1" W)

質量(本体のみ)
Music Adapter: 150 g +/-10 g (0.33 lb.)

Bose® systemに関する要件
Wave® systemのBose link端子を使用します。他の機器に接続することはできません。
マルチCDチェンジャーを接続中のWave® systemについて
Wave® Radio III、IV、およびWave® Music System III、IVの場合 : これらのWave® systemにはBose 
link端子が1つしかないため、Music AdapterをマルチCDチェンジャーと同時に接続することはでき
ません。
Acoustic Wave® Music System IIの場合 : Music AdapterをマルチCDチェンジャーと同時に使用でき
ます。
Bluetooth® QD ID
Wave® Bluetooth® Music Adapter: B015665
Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporation
はこれらの商標を使用する許可を受けています。
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