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ENGLISH
CAUTION:  Refer to the owner’s guide for safety-related information, and additional setup,  

speaker placement, and  operating instructions. 

Before you begin: Place the console, speakers, and Acoustimass® module. 

1 Connect the Acoustimass module to power
• Plug the power cord into the module's  connector.

• Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

Note: The module has a wireless connection to the console.

2  Connect the console to your TV and other devices
• Insert the HDMI™ cable into the console's TV connector.

• Insert the other end of the cable into your TV's HDMI connector. 

Note: Use your TV's HDMI ARC connector if available.
• Connect other devices to the console using HDMI cables.

3 Connect the soundbar to the console
• Insert the speaker cable into the Speaker Connection connector on the console.

• Insert the other end of the cable into the  connector on the soundbar.

4 Connect the soundbar to power
• Plug the power cord into the  connector on the soundbar.

• Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

5 Connect the console to power
• Insert the power cord into the console's Power  connector.

• Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

6 Power on the system
• Install the batteries into the remote control. 

• Press  on the remote control.

7 Change the language on the console
•  Press  on the remote control. The System menu appears on the display.

• Press  until 10 LANGUAGE appears on the display.

• Press    to select your language. Press .

8 Run ADAPTiQ® calibration
• Put the ADAPTiQ headset on your head.

• Insert the headset's cable into the  connector on the console.

•  Press  on the remote control. The System menu appears on the display.

• Press  until 14 ADAPTiQ appears on the display.

• Press . Follow the voice prompts.

Troubleshooting

No or low sound from speakers Remote control does not work
• Increase volume • Install batteries
• Unmute system • Program remote control to work with TV
•  Connect Acoustimass module's,  

soundbar's and console's power cords
 
Sound coming from TV speakers

• Power on system • Turn off your TV speakers
•  Fully insert all cables • Decrease TV volume to lowest settings
• Connect devices using HDMI cables
•  Insert speaker cable into the  

Speaker Connection connector, not  
Bose® Link connector

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing 
LLC in the United States and other countries.
©2014 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

ไทย

ข้อควรระวัง:  โปรดดูคู่มือผู้ใช้ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและกำรตั้งค่ำเพิ่มเติม กำรจัดวำงล�ำโพง และค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำน 

ก่อนที่จะเริ่มต้น: วางแผงควบคุม ล�าโพง และชุด Acoustimass® 

1 เชื่อมต่อชุด Acoustimass กับแหล่งจ่ายไฟ
• เสียบสำยไฟเข้ำกับช่องเสียบ  ของชุดอุปกรณ์

• เสียบปลำยอีกด้ำนของสำยไฟเข้ำกับเต้ำรับไฟฟ้ำ AC (สำยเมน)

หมายเหตุ: ชุดอุปกรณ์มีกำรเชื่อมต่อแบบไร้สำยกับแผงควบคุม

2  เชื่อมต่อแผงควบคุมกับทีวีของคุณและอุปกรณ์อื่นๆ
• เสียบสำย HDMI™ เข้ำกับช่องเสียบ TV ของแผงควบคุม

• เสียบปลำยสำยอีกด้ำนเข้ำกับช่องเสียบ HDMI ของทีวีของคุณ 

หมายเหตุ: ใช้ช่องเสียบ HDMI ARC ของทีวี หำกมี

• เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับแผงควบคุมโดยใช้สำย HDMI

3 เชื่อมต่อ Soundbar กับแผงควบคุม
• เสียบสำยล�ำโพงเข้ำกับช่องเสียบ Speaker Connection บนแผงควบคุม

• เสียบปลำยสำยอีกด้ำนหนึ่งเข้ำกับช่องเสียบ  บน Soundbar

4 เชื่อมต่อ Soundbar กับแหล่งพลังงาน
• เสียบปลั๊กสำยไฟเข้ำกับช่องเสียบ  บน Soundbar

• เสียบปลำยอีกด้ำนของสำยไฟเข้ำกับเต้ำรับไฟฟ้ำ AC (สำยเมน)

5 เชื่อมต่อแผงควบคุมกับกระแสไฟ
• เสียบสำยไฟเข้ำกับช่องเสียบ Power  ของแผงควบคุม

• เสียบปลำยอีกด้ำนของสำยไฟเข้ำกับเต้ำรับไฟฟ้ำ AC (สำยเมน)

6 เปิดระบบ
• ใส่แบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรล 

• กด  บนรีโมทคอนโทรล

7 เปลี่ยนภาษาบนแผงควบคุม
•  กด  บนรีโมทคอนโทรล เมนูระบบจะปรำกฏขึ้นบนหน้ำจอ

• กด  จนกว่ำข้อควำม 10 ภาษา จะปรำกฏบนจอแสดงผล

• กด    เพื่อเลือกภำษำของคุณ กด 

8 ด�าเนินการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ® 
• สวมชุดหูฟัง ADAPTiQ บนศีรษะของคุณ

• เสียบสำยหูฟังเข้ำกับช่องเสียบ  บนแผงควบคุม

•  กด  บนรีโมทคอนโทรล เมนูระบบจะปรำกฏขึ้นบนหน้ำจอ

• กด  จนกวำ่ข้อควำม 14 ADAPTiQ จะปรำกฏบนจอแสดงผล

• กด  ปฏิบัติตำมกำรแจ้งเตือนด้วยเสียง

การแก้ปัญหา

ไม่มีเสียงจากล�าโพงหรือเสียงเบาเกินไป รีโมทคอนโทรลไม่ท�างาน

• เพิ่มระดับเสียง • ติดตั้งแบตเตอรี่

• ยกเลิกกำรปิดเสียงระบบ • ตั้งโปรแกรมรีโมทเพื่อใช้ในกำรท�ำงำนกับทีวี

•  เสียบสำยไฟของชุด Acoustimass สำยไฟของ Soundbar 
และสำยไฟของแผงควบคุม

  
เสียงดังจากล�าโพงทีวี

• เปิดระบบ • ปิดล�ำโพงทีวีของคุณ

•  เสียบสำยเคเบิลทุกสำยให้แน่น • ลดระดับเสียงทีวีเป็นกำรตั้งค่ำระดับต�่ำสุด

• เชื่อมต่ออุปกรณ์ตำ่งๆ โดยใช้สำย HDMI

•  เสียบสำยล�ำโพงเข้ำกับช่องเสียบ Speaker Connection 
ไม่ใช่ที่ช่องเสียบ Bose® Link

ค�ำวำ่ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมำยกำรคำ้หรือเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC  
ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ

©2014 Bose Corporation ห้ำมท�ำซ�้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสำรนี้ หรือน�ำไปใช้งำนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร

한국어

주의:  안전 관련 정보, 추가 설치, 스피커 배치, 작동 지침에 대해서는 사용자 안내서를 참조하십시오. 

시작하기 전에: 콘솔, 스피커, Acoustimass® 모듈을 배치하십시오. 

1 전원에 Acoustimass 모듈 연결

• 전원 코드를 모듈의  커넥터에 꽂습니다.

• 전원 코드의 반대쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다.

참고: 모듈은 콘솔과의 무선 연결을 지원합니다.

2  TV와 기타 장치에 콘솔 연결

• 콘솔의 TV 커넥터에 HDMI™ 케이블을 삽입합니다.

• 케이블의 반대쪽을 TV의 HDMI 커넥터에 삽입합니다. 

참고: 있을 경우 TV의 HDMI ARC 커넥터를 사용하십시오.

• HDMI 케이블을 사용하여 콘솔에 기타 장치를 연결합니다.

3 콘솔에 사운드바 연결

• 스피커 케이블을 콘솔의 Speaker Connection 커넥터에 삽입합니다.

• 스피커 케이블의 다른쪽을 사운드바의  커넥터에 삽입합니다.

4 전원에 사운드바 연결

• 전원 코드를 사운드바의  커넥터에 꽂습니다.

• 전원 코드의 반대쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다.

5 전원에 콘솔 연결

• 콘솔의 Power  커넥터에 전원 코드를 삽입합니다.

• 전원 코드의 반대쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다.

6 시스템 켜기

• 리모콘에 배터리를 끼웁니다. 

• 리모콘에서 를 누릅니다.

7 콘솔에서 언어 변경

•  리모콘에서 을 누릅니다. 시스템 메뉴가 디스플레이에 나타납니다.

• 디스플레이에 10 LANGUAGE 가 나타날 때까지 을 누릅니다.

•   을 눌러 언어를 선택합니다. 를 누릅니다. 

8 ADAPTiQ® 교정 실행

• 머리에 ADAPTiQ 헤드셋을 착용합니다.

• 헤드셋 케이블을 콘솔의  커넥터에 삽입합니다.

•  리모콘에서 을 누릅니다. 시스템 메뉴가 디스플레이에 나타납니다.

• 디스플레이에 14 ADAPTiQ가 나타날 때까지 을 누릅니다.

•  를 누릅니다.  음성 지시를 따릅니다.

문제 해결

스피커에서 소리가 나지 않거나 작은 경우 리모콘이 작동하지 않는 경우

• 볼륨 올리기 • 배터리 설치

• 시스템 음소거 제거 • TV에 사용할 수 있도록 리모콘 프로그래밍

•  Acoustimass 모듈, 사운드바 및 콘솔의 전원 
코드 연결

 
소리가 TV 스피커를 통해 나올 경우

• 시스템 전원 켜기 • TV 스피커 끄기

•  모든 케이블 완전히 꽂기 • TV 볼륨을 최저 설정으로 줄이기

• HDMI 케이블을 사용하여 장치 연결

•  스피커 케이블을 Bose® Link 커넥터가 아닌 
Speaker Connection 커넥터에 삽입

용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 및 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

©2014 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.
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简体中文

小心：  可查阅用户指南以获取安全相关信息以及附加设备配置、扬声器安装和操作
说明等相关内容。

使用前的准备工作 : 放置控制台，扬声器及 Acoustimass® 
低音箱。

1 将 Acoustimass 低音箱连通电源
• 将电源线插入低音箱的  连接器中。

• 将电源线的另一端插入交流（电源）插座。

注意： 此低音箱可无线连接到控制台。

2  将控制台连接到电视和其他设备
• 将 HDMI™ 线缆插入控制台的电视连接器。

• 将线缆的另一端插入电视的 HDMI 连接器。

注意： 若可用，请使用您的电视的 HDMI ARC 连接器。

• 使用 HDMI 线缆将其他设备连接到控制台。

3 将 soundbar 音箱连接至控制台
• 将扬声器线缆插入控制台上的 Speaker Connection 连接器中。

• 将线缆的另一端插入条形音箱上的  连接器中。

4 连接条形音箱至电源

• 将电源线插入条形音箱上的 （电源）连接器。

• 将电源线的另一端插入交流（电源）插座。

5 将控制台连接到电源

• 将电源线插入控制台的电源 连接器。

• 将电源线的另一端插入交流（电源）插座。

6 开启系统

• 安装遥控器电池。

• 按下遥控器上的 。

7 更改控制面板显示的语言

•  按下遥控器上的 。系统菜单显示在显示屏上。

• 按下  直到 10 LANGUAGE 显示在显示屏上。

• 按下   选择您的语言。按 。

8 执行 ADAPTiQ® 校准。
• 将 ADAPTiQ 耳机置于头上。

• 将耳机线插入控制台上的  连接器中。

•  按下遥控器上的 。系统菜单显示在显示屏上。

• 按下  直到 14 ADAPTiQ 显示在显示屏上。

• 按 。按照语音提示进行操作。

故障诊断

扬声器无声音或声音低 遥控器无反应

• 提高音量 • 安装电池
• 取消系统静音 • 编程遥控器以操作电视
•  连接 Acoustimass 低音箱、条形音箱和 
控制台的电源线

 
声音来自电视扬声器

• 打开系统电源 • 关闭电视扬声器
•  完全插入所有电缆 • 将电视音量设置为最低
• 使用 HDMI 电缆连接设备
•  将扬声器线缆插入 Speaker Connection 
连接器，而非 Bose® Link 连接器。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 徽标是 HDMI Licensing, LLC 在美国及其他国家/地
区的商标或注册商标。

©2014 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

繁體中文

小心：  可查閱擁有者指南以獲取安全相關資訊以及附加設備配置、揚聲器安裝和操
作說明等相關內容。

使用前的準備工作 : 放置控制台，揚聲器及 Acoustimass® 低音箱。

1 將 Acoustimass 低音箱連通電源
• 將電源線插入低音箱的  連接器中。

• 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。

備註： 此低音箱可無線連接到控制台。

2  將控制台連接到電視和其他裝置
• 將 HDMI™ 線纜插入控制台的電視連接器。

• 將線纜的另一端插入電視的 HDMI 連接器。

備註： 若可用，請使用您的電視的 HDMI ARC 連接器。

• 使用 HDMI 線纜將其他裝置連接到控制台。

3 將 soundbar 音箱連接至控制台
• 將揚聲器線纜插入控制台上的 Speaker Connection 連接器中。

• 將線纜的另一端插入條形音箱上的  連接器中。

4 將條形音箱連接到電源

• 將電源線插入條形音箱的 （電源）連接器中。

• 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。

5 將控制台連接到電源

• 將電源線插入控制台的電源 連接器。

• 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。

6 開啟系統

• 安裝遙控器電池。

• 按下遙控器上的 。

7 更改控制台顯示的語言
•  按下遙控器上的 。系統功能表顯示在顯示幕上。

• 按下  直到 10 LANGUAGE  顯示在顯示幕上。

• 按下  選擇您的語言。按 。

8 執行 ADAPTiQ® 校準
• 將 ADAPTiQ 耳機置於頭上。

• 將耳機線插入控制台上的  連接器中。

•  按下遙控器上的 。系統功能表顯示在顯示幕上。

• 按下  直到 14 ADAPTiQ 顯示在顯示幕上。

• 按 。按照語音提示進行操作。

疑難排解

揚聲器無聲音或聲音低 遙控器無反應

• 提高音量 • 安裝電池
• 取消系統靜音 • 編程遙控器以操作電視
•  連接 Acoustimass 低音箱、條形音箱和 
控制台的電源線

 
聲音來自電視揚聲器

• 打開系統電源 • 關閉電視揚聲器
•  完全插入所有電纜 • 將電視音量設定為最低
• 使用 HDMI 電纜連接裝置
•  將揚聲器線纜插入 Speaker Connections 
連接器，而非 Bose® Link 連接器。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 徽標是 HDMI Licensing, LLC 在美國及其他國家/地
區的商標或注冊商標。

©2014 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

日本語
注意:   安全上の留意項目と、追加のセットアップ手順、スピーカーの配置、操作方法な

どについては、オーナーズガイドをご参照ください。

作業を始める前に: コンソール、スピーカー、Acoustimass®モジュールを配置し
ます。
1 Acoustimassモジュールを電源に接続する

• 電源コードをモジュールの  端子に接続します。

• 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。

注記: モジュールとコンソールはワイヤレスで接続します。

2  コンソールをテレビや他の機器に接続する
• HDMI

™ケーブルをコンソールのTV端子に接続します。

• ケーブルの反対側をテレビのHDMI端子に接続します。

注記: テレビと接続する場合は、HDMI ARC端子をご使用ください。HDMI ARC端
子がない場合はオーナーズガイドをご参照ください。

• 他の機器をHDMIケーブルでコンソールに接続します。

3 サウンドバーをコンソールに接続する
• スピーカーケーブルをコンソールのSpeaker Connection端子に接続します。
• ケーブルの反対側のプラグをサウンドバーの  端子に接続します。

4 サウンドバーを電源に接続する
• 電源コードをサウンドバーの  端子に接続します。

• 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。

5 コンソールを電源に接続する
• 電源コードをコンソールのPower 端子に接続します。

• 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。

6 システムの電源をオンにする
• リモコンに電池を装着します。
• リモコンの  ボタンを押します。

7 コンソールの言語を変更する
• リモコンの  ボタンを押します。ディスプレイにシステムメニューが表示
されます。

•    ボタンを押して、ディスプレイに「10 LANGUAGE 」と表示させます。

•     ボタンを押して、使用する言語を表示します。  ボタンを押します。

8 ADAPTiQ®自動音場補正システムを実行する
• ADAPTiQヘッドセットを装着します。
• ヘッドセットのケーブルをコンソールの  端子に接続します。
•  リモコンの  ボタンを押します。ディスプレイにシステムメニューが表示
されます。

•    ボタンを押して、ディスプレイに「14 ADAPTiQ」と表示させます。
•    を押します。音声の指示に従って操作します。

故障かな？と思ったら
スピーカーから音が出ない、音が小さすぎる リモコンが機能しない
• 音量を上げます
• システムのミュートを解除します
•  Acoustimassモジュール、サウンドバー、
コンソールの電源コードを接続します

• システムの電源をオンにします
•  すべてのケーブルをしっかりと接続します
• HDMIケーブルで機器を接続します
•  スピーカーケーブルをSpeaker 

Connection端子に接続します。Bose® Link
端子には接続しないでください

• 電池を装着します
•  テレビを操作できるようにリモコンをプ
ログラムします

 
テレビの内蔵スピーカーから音声が聞こえる
かどうか確認します
• テレビの内蔵スピーカーをオフにします
• テレビの音量をいっぱいまで下げます
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他の国々における商標または登録商標です。
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العربية

تنبيه:��ارجع إلى دليل المالك للحصول على المعلومات المتعلقة بالسالمة واإلعداد اإلضافي ووضع السماعة 
وتعليمات التشغيل. 

 .Acoustimass® قبل�أن�تبدأ:�ضع�وحدة�التحكم�والسماعات�ووحدة�
قم�بتوصيل�وحدة��Acoustimassبالكهرباء 1

قم بتوصيل سلك الكهرباء في  موصل الوحدة.	 

أدخل الطرف اآلخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد.	 

مالحظة:�لدى الوحدة اتصال السلكي بوحدة التحكم.

�قم�بتوصيل�وحدة�التحكم�بالتلفزيون�واألجهزة�األخرى 2
أدخل الكبل  ™HDMI في موصل التلفزيون بوحدة التحكم.	 

أدخل الطرف اآلخر للكبل في الموصل HDMI بالتلفزيون. 	 

مالحظة:�استخدام الموصل HDMI ARC بالتلفزيون إذا كان متاحاً.
 	.HDMI قم بتوصيل األجهزة األخرى بوحدة التحكم باستخدام كابالت

قم�بتوصيل�مكبر�الصوت�بوحدة�التحكم 3
أدخل كبل السماعة في الموصل Speaker Connection بوحدة التحكم.	 

أدخل الطرف اآلخر لكبل السماعة في  الموصل الموجود في مكبر الصوت.	 

توصيل�مكبر�الصوت�بالكهرباء 4
 أدخل سلك الكهرباء في الموصل الموجود في مكبر الصوت.	 

أدخل الطرف اآلخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد.	 

قم�بتوصيل�وحدة�التحكم�بالكهرباء 5
Power بوحدة التحكم.	  أدخل سلك الكهرباء في الموصل 

أدخل الطرف اآلخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد.	 

تشغيل�النظام 6
قم بتركيب البطاريات في جهاز الريموت كنترول. 	 

اضغط على  في جهاز الريموت كنترول.	 

قم�بتغيير�اللغة�في�وحدة�التحكم 7
 اضغط على  في جهاز الريموت كنترول. تظهر قائمة النظام )System( على الشاشة.	 

LANGUAGE 10  على الشاشة.	  اضغط على  إلى أن تظهر قائمة اللغات 

 	. اضغط على   الختيار لغتك. اضغط على 

ADAPTiQ® قم�بتشغيل�معايرة� 8
ضع سماعة الرأس ADAPTiQ على رأسك.	 

الموصل الموجود بوحدة التحكم.	  أدخل كبل سماعة الرأس في 

 اضغط على  في جهاز الريموت كنترول. تظهر قائمة النظام )System( على الشاشة.	 

اضغط على  إلى أن تظهر ADAPTiQ 14 على الشاشة.	 

. اتبع المطالبات الصوتية.	  اضغط على 

حل�المشاكل
جهاز�الريموت�كنترول�ال�يعملال�يوجد�صوت�أو�يوجد�صوت�منخفض�يصدر�من�السماعات

تركيب البطاريات	 زيادة الصوت	 
برمجة جهاز الريموت كنترول للعمل مع التلفزيون	 تشغيل صوت النظام	 
 	 Acoustimass قم بتوصيل أسالك كهرباء وحدة  

الصوت�فادم�من�سماعات�التلفزيونومكبر الصوت ووحدة التحكم
إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون	 تشغيل النظام	 
قم بخفض صوت التلفزيون ألقل إعداد له	  أدخل جميع الكبالت بالكامل	 
 	HDMI قم بتوصيل األجهزة باستخدام كابالت
  أدخل كبل السماعة في الموصل 	 

Speaker Connection وليس في 
.Bose® Link الموصل

 HDMI هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة HDMI وشعار HDMI High-Definition Multimedia Interface و HDMI
Licensing LLC في الواليات المتحدة ودول أخرى.
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