
ACOUSTIMASS® 300 
BASS MODULE

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

クイックスタートガイド



ベースモジュールを設置する
他のワイヤレス機器から30～ 90 cm
ほど離して設置します。

電源に接続する SoundTouch® 300 soundbarに接続する



ADAPTiQ®自動音場補正を準備する
1. ヘッドセットをサウンドバーに接続します。 
2.  サウンドバーに付属のADAPTiQ®用ヘッドセットを頭に装着します。
注 :  オプションのサラウンドスピーカーをペアリングする場合は、ペア

リングが終わってからADAPTiQ自動音場補正を実行してください。

ADAPTiQ®自動音場補正を実行する
1.  リモコンの  ボタンを押します。
2.  サウンドバーの  および  インジケーターが緑に点灯するま
で  ボタンを長押しします。
注 :  言語を変更するには、ナビゲーションパッドの  ボタンと 

 ボタンを押します。
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詳しくは次のサイトをご覧ください : global.Bose.com/Support/AM300



安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。
安全上の留意項目
Acoustimass® 300 bass moduleに関する詳細情報や、アクセサリーにつきましては、
global.Bose.com/Support/AM300から取扱説明書をご参照ください。取扱説明書の印
刷物をご希望の場合は、Boseカスタマーサービスまでご連絡ください。
1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用して行ってください。
7. 通気孔は塞がないでください。ボーズ社の指示に従って設置してください。
8. ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含
む)の近くには設置しないでください。

9. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特に電
源プラグやテーブルタップ、機器と電源コードの接続部などにはご注意くだ
さい。

10. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリーのみをご使用ください。
11. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
12. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製
品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体
や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の
落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

警告/注意 :

この表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因と
なる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。

この表示は、この取扱説明書の中に製品の取り扱いとメンテナンスに
関する重要な項目が記載されていることを注意喚起するものです。

この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医
療機器への影響については、医師にご相談ください。

この製品には強化ガラスが使用されています。取り扱う際には衝撃を
与えないようにご注意ください。破損した場合は、割れたガラスで怪
我をしないように注意して処理してください。 

• 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。

• 火気や熱源などの近くで使用しないでください。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。

• 許可なく製品を改造しないでください。
• インバータ電源は使用しないでください。
• 車内や船上などで使用しないでください。
• この製品に付属するスピーカーワイヤーおよび機器間接続ケーブルは、壁面埋
め込み向けではありません。壁面埋め込み配線を行う際は、お住まいの地域の
法令等に準拠したケーブルや施工法をご確認ください。詳しくは専門の施工業
者にご相談ください。

• 万が一の事故や故障に備えるために、よく見えて手が届く位置にあるコンセン
トに電源プラグを接続してください。

標高2000mを超える高地での使用には適していません。 

• 空気の流れが妨げられる恐れがあるため、本製品を壁のくぼみや密閉された家
具の中には置かないでください。

• 製品ラベルは本体の底面にあります。

規制に関する情報
This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt 
RSS standard(s). 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.

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 
all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of 
conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

 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.

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。「7」は2007年または
2017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
メキシコにおける輸入元 : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 
405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545
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. Phone Number: +886-2-2514 7676
入力定格 : 100～ 240V  50/60 Hz、180W
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。
SoundTouchおよび音符と無線電波を組み合わせたデザインは、米国および他の
国々におけるBose Corporationの登録商標です。
Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639
©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。

製品情報の控え .
シリアル番号とモデル番号は、サウンドバーの背面に記載されています。
シリアル番号 : _________________________________________________
モデル番号 : ___________________________________________________
この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。
製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

保証について
製品保証の詳細は、弊社Webサイトをご覧ください。
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