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重要安全指示
請花些時間仔細閱讀並遵守這些重要安全指示。
它們將幫助您正確設定和操作您的系統並使用其先進的功能。請儲存好此安全指示以
備日後參考。

等邊三角形內的箭頭狀電閃標誌警示使用者，系統外殼內存在未絕緣的危險電
壓，它可能足以構成電擊危險。

等邊三角形內的感歎號標誌警示使用者，本使用者指南中有相應的重要操作和
維護說明。

警告

• 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
• 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或
本產品附近。如同任何電子產品，謹防將液體濺入本產品的任何部分。液體可能導
致故障和 /或火災。

• 請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。

小心

請勿改裝本產品或配件。未經授權的改裝可能會對安全性、合規性和系統效能造成負
面影響。

注意
• 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則此類斷路裝置應保持可以隨時恢復
工作狀態。

• 必須在室內使用本產品。在室外、旅遊汽車或船舶上使用本產品均不符合本產品的設
計或測試初衷。

• 本產品只能使用所提供的電源。
• 長時間高音量收聽音樂可能會造成聽力損傷。使用耳機時最好避免極大音量，特別
是長時間使用。

• 產品標籤位於右側揚聲器的底部。
• 本產品的工作溫度範圍為 20° C 到 40° C。

本產品符合所有適用的歐盟指令要求。符合聲明全文載於 
www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance。

本產品符合所有適用的 2016 電磁相容性法規和所有其他適用的英國法規。您可
以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

重要安全指示
1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的
指示安裝。

8. 請勿將其安裝在任何熱源旁，例如暖
氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱
量的其他裝置（包括擴音器）。

9. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、
電源插座以及裝置上的出口位置。

10. 只能使用製造商指定的附件 /配件。
11. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，
請拔下裝置插頭。

12. 請向合格的維修人員諮詢。如果本裝
置有任何損壞，均需進行維修，例如
電源線或插頭受損；液體濺入或物體
落入裝置內；本裝置受雨淋或受潮、
不能正常工作或跌落。

注意：
本裝置已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制
性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能發散無
線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然
而，按照指示安裝並不能保證特定安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電
視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），建議採取以下一種或多種措
施來嘗試消除干擾：
• 重新調整接收天線的方向或位置。
• 增大本設備和接收器的間距。
• 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座。
• 請諮詢經銷商或有經驗的無線電 /電視技術人員以獲得協助。
此 B 類數位裝置符合加拿大 ICES-003 規範。
FCC 警告
未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本設備可能會使使用者操作本設備的
授權失效。

中國進口商：博士視聽系統（上海）有限公司，上海市閔行區古岱路 2337 號 D 座 6 層，
201100
歐盟進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 
墨西哥進口商：Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 
223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000  
電話：+5255 )5202( 3545
台灣進口商：Bose 台灣分公司 )H.K.(，台灣台北市民生東路三段 10 號，9F 10480  
電話：+886-2-2514 7676
英國進口商：Bose Limited，Bose House，Quayside Chatham Maritime，Chatham，Kent，
ME4 4QZ，United Kingdom
台灣 BSMI限用物質含有情況標示

設備名稱：Bose® Companion® 2 系列 III 多媒體揚聲器系統，型號：N/A
限用物質及其化學符號

單元 鉛 (Pb) 汞 (Hg) 鎘 (Cd) 六價鉻 (Cr+6) 多溴聯苯 (PBB) 多溴二苯醚 (PBDE)

印刷電路板 - ○ ○ ○ ○ ○

金屬零件 - ○ ○ ○ ○ ○

塑膠零件 ○ ○ ○ ○ ○ ○

揚聲器 - ○ ○ ○ ○ ○

連接線 - ○ ○ ○ ○ ○

備考 1： 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2：「-」係指該項限用物質為排除項目。

日本語

安全上の留意項目
この『安全上の留意項目』をよく読み、それに従ってください。
これらの項目は、お客様がシステムを正しく設定し、操作し、高度な機能を活用で
きるようにするためのものです。このシートは、必要なときにすぐご覧になれるよ
うに大切に保管してください。

正三角形に矢印付き稲妻マークが入った表示は、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。
正三角形に感嘆符が入った表示は、製品本体にも表示されている通り、このガ
イド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、お客様に注意喚起するものです。

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、製品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
製品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、安全性、
法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となる場合があります。
注
• 万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に手が届く位置に
あるコンセントに接続してください。

• この製品は室内専用機器です。屋外、RV車内、船上などで使用するようには設計
されていません。また、そのような使用環境におけるテストも行われていません。

• 電源アダプターは、必ず製品に付属しているものをご使用ください。
• 大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。ヘッ
ドホンを使用する際、特に長時間の使用では極端な音量は避けた方がよいでしょう。

• 製品ラベルは右スピーカーの底面にあります。
• この製品は -20º C～ 45º C )-4º F～ 113º F(の温度範囲で使用してください。

この製品は、該当するすべてのEU指定要件に準拠しています。完全な適合宣
言書についてはwww.Bose.com/compliancewww.Bose.com/complianceを参照してください。
この製品は、すべての適用される電磁両立規則2016およびその他すべての適
用される英国の規制に準拠しています。完全な適合宣言書については、次の
サイトを参照してください。www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

安全上の留意項目
1. 本書をよくお読みください。
2. 必要なとき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. この製品を水や湿気の近くで使用し
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。製造
元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落下、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。

注:
本装置は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置に関する規制要件
に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この
規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策
定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することが
ありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電
波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しな
いことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・
テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはい
くつかの方法で対処を試みることをお勧めします。
• 受信アンテナの向きや位置を変える。
• 本機と受信機の距離を離す。
• 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
• 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。
このクラスBデジタル製品はカナダ ICES-003に適合しています。
FCC警告
Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、
この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。
中国における輸入元 : Bose Electronics )Shanghai( Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 
Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100
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., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, 
Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
C.P. 11000 電話番号 : +5255 )5202( 3545
台湾における輸入元 : Bose Limited Taiwan Branch )H.K.(, 9F., No. 10, Sec.3, Minsheng E. Road, 
Zhongshan Dist.Taipei City 10480、台湾 電話番号 : +886-2-2514 7676
英国における輸入元 : Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, 
ME4 4QZ, United Kingdom

العربية

تعليمات مهمة للسالمة
يرجى أخذ الوقت الكافي لقراءة تعليمات السالمة المهمة هذه واتباعها بعناية.

ستساعدك في إعداد النظام الخاص بك وتشغيله بشكٍل صحيح واالستمتاع بميزاته المتقدمة. احفظ هذه الورقة للرجوع 
إليها في المستقبل.

يقوم المثلث متساوي األضالع الذي يوجد بداخله رسم على شكل وميض برق ورأس سهم بتنبيه المستخدم 
بوجود فولتية خطيرة غير معزولة داخل علبة النظام قد تكون كبيرة لدرجة أنها قد تتسبب في صدمة كهربائية.

تقوم عالمة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي األضالع بتنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة 
مهمة في دليل المالك هذا.

تحذيرات
لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة. 	 
يجب عدم تعريض الجهاز لقطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة، ويجب عدم وضع أوعية ممتلئة بالسوائل، مثل آنية 	 

الزهور، على الجهاز أو بالقرب منه. كما هو الحال مع أي منتجات إلكترونية، احرص على عدم سكب السوائل داخل 
أي جزء من المنتج. فقد تؤدي السوائل إلى حدوث تعطل و/أو التعرض لخطر حريق.

ال تضع أّي مصادر لهب مكشوف )مثل الشموع المشتعلة( فوق المنتج أو بالقرب منه. 	 

تنبيه
ال تُجِر أي تعديالت في المنتج أو الملحقات. إذ إن التعديالت غير المصرح بها قد تُِخل بالسالمة، وااللتزام بالقواعد 

التنظيمية وبأداء النظام.
مالحظات

يجب اإلبقاء على مثل هذا الجهاز في وضع القابلية للتشغيل عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة جهاز 	 
كجهاز فصل.

يجب استخدام هذا المنتج في األماكن المغلقة فقط. إذ إنه لم يُصمم أو يُختبر لالستخدام في األماكن المفتوحة، أو في 	 
السيارات الترفيهية، أو القوارب.

يجب عدم استخدام هذا المنتج إال مع وحدة التغذية الكهربائية المرفقة معه فقط.	 
قد يؤدي التعرض لموسيقى عالية الصوت لمدة طويلة إلى اإلضرار بالسمع. من األفضل تجنب الوصول إلى أعلى 	 

مستويات الصوت عند استخدام سماعات الرأس، خاصة لفترات طويلة.
توجد بطاقة المنتج أسفل السماعة اليمنى.	 
قم بتشغيل هذا المنتج في نطاق درجة حرارة من -4 درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت )-20 درجة مئوية إلى 	 

45 درجة مئوية(.
يتوافق هذ المنتج مع جميع اشتراطات توجيهات االتحاد األوروبي المعمول بها. ويمكن العثور على إعالن 

.wwwwww..BoseBose..comcom//compliancecompliance المطابقة الكامل في موقع
يتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام 2016 وجميع لوائح المملكة 

المتحدة األخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعالن المطابقة الكامل في الموقع التالي: 
wwwwww..BoseBose..comcom//compliancecompliance

تعليمات مهمة للسالمة
اقرأ هذه التعليمات.. 1
واحتفظ بها. . 2
انتبه إلى جميع التحذيرات.. 3
اتّبع جميع التعليمات.. 4
ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء أو الرطوبة.. 5
ال تستخدم سوى قطعة قماش جافة أثناء التنظيف.. 6
ال تقم بسد أي فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب . 7

تعليمات جهة الصنع.
ال تقم بتثبيت المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة . 8

مثل شبكات التدفئة، أو ممرات الحرارة، أو المواقد، 
أو أي جهاز آخر )بما في ذلك مكبرات الصوت( تنتج 

عنه حرارة.

قم بحماية سلك الكهرباء لعدم وطئه باألقدام أو . 9
الضغط عليه، خصوًصا عند القوابس وعند مقابس 

األجهزة التكميلية ونقطة خروجها من الجهاز.
ال تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها . 10

الشركة الُمصنِّعة.
افصل هذا الجهاز في أثناء العواصف الرعدية أو عند . 11

عدم االستخدام لفترات طويلة.
أجِر جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة . 12

مؤهلين. يجب إجراء الصيانة عند تلف الجهاز بأي 
شكل من األشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية 
أو القابس، أو انسكاب سائل، أو سقوط أشياء على 

الجهاز، أو تعرضه للمطر أو الرطوبة، أو عدم عمله 
بصورة طبيعية، أو سقوطه.

مالحظة:
تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه متوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B بموجب الجزء رقم 15 من قواعد لجنة 

االتصاالت الفيدرالية FCC. وقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز 
في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد السلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا 

للتعليمات، فيمكن أن يتسبّب في حدوث تداخل ضار في االتصاالت الالسلكية. ومع ذلك فهذا ال يعتبر ضمانًا بعدم حدوث 
تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، 

والذي يمكن تحديده من خالل تشغيل الجهاز وإيقافه، يرجى منك محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من 
اإلجراءات التالية:

تغيير اتجاه هوائي االستقبال أو موضعه.	 
زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز االستقبال.	 
توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز االستقبال عليها.	 
استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة.	 

.ICES-003 مع المعيار الكندي B يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة
)FCC( تحذير لجنة االتصاالت الفيدرالية

قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديالت دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص 
المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

 Bose Electronics )Shanghai( Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai :المستورد في الصين
Rd. Minhang District, Shanghai 201100

 Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands :المستورد في االتحاد األوروبي
 Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 :المستورد في المكسيك

 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 
رقم الهاتف: 3545 )5202( 5255+

 Bose Limited Taiwan Branch )H.K.(, 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, :المستورد في تايوان
Zhongshan Dist. Taipei City 10480، رقم هاتف تايوان: 7676 886-2-2514+

 Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, :المستورد في المملكة المتحدة
ME4 4QZ، بالمملكة المتحدة
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한국어

중요 안전 지침
시간을 내어 이 중요 안전 지침을 주의 깊게 읽고 따르십시오.
시스템을 올바르게 설정 및 작동하고 고급 기능을 사용하는 데 도움이 됩니다. 
나중에 참조할 수 있도록 이 시트를 보관하십시오.

정삼각형 안의 화살표 번개 모양의 표시는 시스템에 감전을 일으킬 만큼 대량의 
비절연 위험 전압이 흐르고 있다는 경고입니다.
기기 상에 표시된 것 같은 정삼각형 안의 느낌표는 본 사용자 안내서에 중요한 
조작 및 유지보수 지침이 들어있다는 것을 의미합니다.

경고

• 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오. 
• 기기에 물을 떨어뜨리거나 튀기지 마십시오. 기기 위에 또는 기기 근처에 물병 등, 
물이 담긴 물건을 올려놓지 마십시오. 다른 전자 제품을 사용할 때와 마찬가지로 
제품에 액체를 흘리지 않도록 주의하십시오. 액체로 인해 고장이나 화재 위험이 
발생할 수 있습니다.

• 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 두지 마십시오. 

주의

제품 또는 부속품을 변경하지 마십시오. 허가 없이 변경하면 안전, 규정 준수 및 시스템 
성능에 문제가 발생할 수 있습니다.
참고
• 전원 플러그 또는 전기 제품 결합기가 분리 장치로 사용되는 곳에서 이러한 분리 
장치는 쉽게 사용할 수 있는 장소에 두어야 합니다.

• 이 제품은 실내에서만 사용해야 합니다. 이 제품은 레저용 차량이나 선박 등의 
야외에서 사용하도록 설계되거나 테스트되지 않았습니다.

• 이 제품에는 제공된 전원 공급장치만 사용해야 합니다.
• 오랜 시간 시끄러운 음악을 듣게 되면 청력에 이상이 생길 수 있습니다. 특히 장시간 
동안 헤드폰을 사용할 때는 과도한 볼륨을 피하는 것이 좋습니다.

• 제품 라벨은 오른쪽 스피커 밑면에 위치해 있습니다.
• -20ºC ~ 45ºC 사이의 온도 범위에서만 이 제품을 작동하십시오.

이 제품은 적용되는 모든 EU 지침서 요구사항을 준수합니다. 표준 부합 신고서 
전문은 www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance를 참조하십시오.
이 제품은 모든 적용 가능한 전자기 호환성 규정 2016 및 기타 모든 적용 가능한 
영국 규정을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. 
www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

중요 안전 지침

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 보관하십시오. 
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 본 장비를 물 또는 습기 가까이에서 

사용하지 마십시오.
6. 마른 헝겊으로만 닦으십시오.
7. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 

제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
8. 방열기나 난방기, 전기 난로 또는 열을 

발생시키는 기타 기기)앰프 포함( 
근처에 설치하지 마십시오.

9. 전원 코드 특히, 플러그 부분, 
통합 콘센트 및 기기의 코드 끝 부분이 
밟히거나 집히지 않도록 보호하십시오.

10. 제조업체에서 지정한 부품이나 
부속품만 사용하십시오.

11. 번개를 동반한 폭풍우 시 또는 오랜 
기간 동안 사용하지 않을 시에는 
기기의 전원을 빼놓으십시오.

12. 자격 있는 서비스 기사에게만 
서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 
또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 
흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 
안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 
젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 
때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 
어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 
서비스를 받으셔야 합니다.

참고:
이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 
준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 
적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 전파 에너지를 생성하고 
사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 
무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 
방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 
또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 
전파를 제거할 수 있습니다.
• 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
• 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
• 수신기가 연결되어 있는 콘센트와 다른 회선의 콘센트에 장비를 연결합니다.
• 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.
이 B 등급 디지털 기기는 캐나다 ICES-003을 준수합니다.
FCC 경고
Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 
있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.
중국 수입업체: Bose Electronics )Shanghai( Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. 
Minhang District, Shanghai 201100
EU 수입업체: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 
멕시코 수입업체: Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 
223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000  
전화 번호: +5255 )5202( 3545
대만 수입업체: Bose Limited Taiwan Branch )H.K.(, 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, 
Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taiwan 전화 번호: +886-2-2514 7676
영국 수입업체: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, 
United Kingdom

简体中文

重要安全说明
请花时间仔细阅读并遵守这些重要安全说明。
这些说明将帮助您正确设置和操作系统并尽享其高级功能。保存此说明以备将来参考。

等边三角形内的箭头状电闪标志警示用户，系统外壳内存在未绝缘的危险电压，
可能足以构成电击危险。

等边三角形内的感叹号旨在提醒用户，此用户指南中有重要的操作和维护说明。

警告

• 为减少着火或电击危险，请勿使本产品受淋或受潮。
• 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或
本产品附近。如同任何电子产品，谨防将液体溅入本产品的任何部分。液体可能导
致故障和 /或火灾。

• 请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。

小心

不要改装本产品或配件。未经授权的改装可能会对系统的安全性、合规性和性能造成
负面影响。

注意
• 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时
恢复工作的状态。

• 必须在室内使用本产品。在室外、旅游汽车或船舶上使用本产品均不符合本产品的
设计或测试初衷。

• 本产品只能使用随附的电源。
• 长时间处于高音量下可能会造成听力损伤。使用耳机时（特别是长时间使用时）最好
避免极端音量。

• 产品的标签位于右侧扬声器底部。
• 本产品操作温度范围为 -4º F 至 113º F（-20º C 至 45º C）。

本产品符合所有适用的欧盟指令要求。您可以从 www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance 找到
完整的合规声明。

本产品符合所有适用的 2016 电磁兼容性法规和所有其他适用的英国法规。符合
声明全文载于：www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在水或潮湿环境附近使用本设备。
6. 请仅用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商
的说明安装。

8. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、
热调节装置、火炉或可产生热量的其
他设备（包括扩音器）。

9. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、
电源插座以及设备上的出口位置。

10. 只能使用制造商指定的附件 /配件。
11. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本
设备电源。

12. 请向合格的维修人员咨询。如果设备
有任何损坏，均需进行维修，例如电
源线或插头受损、液体溅入或物体落
入设备内、设备受雨淋或受潮、不能
正常工作或跌落。

注意：
本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制
性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能发散无
线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然
而，按照指示安装并不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电
视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），建议采取以下一种或多种措
施来尝试消除干扰：
• 重新调整接收天线的方向或位置。
• 增大本设备和接收器的间距。
• 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座。
• 请咨询经销商或有经验的无线电 /电视技术人员以获得帮助。
此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 规范。
FCC 警告
未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或改装本设备会使用户操作本设备的权利失效。
中国进口商：博士视听系统（上海）有限公司，上海市闵行区古岱路 2337 号 D 座 6 层，
201100
欧洲进口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 
墨西哥进口商：Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 
223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000  
电话：+5255 )5202( 3545
台湾进口商：Bose 台湾分公司 )H.K.(，台湾台北市民生东路 3 段 10 号 9F 10480 
电话：+886-2-2514 7676
英国进口商：Bose Limited、Bose House、Quayside Chatham Maritime、Chatham、Kent、
ME4 4QZ，United Kingdom
中国危险物质限用表

有毒或有害物质或元素的名称及成分 
有毒或有害物质和元素

零件名称 铅 )Pb( 汞 )Hg( 镉 )Cd( 六价铬 )CR)VI(( 多溴化联苯 )PBB( 多溴二苯醚 )PBDE(

印刷电路板 X O O O O O

金属零件 X O O O O O

塑料零件 O O O O O O

扬声器 X O O O O O

线缆 X O O O O O

O：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

ENGLISH

Important Safety  Instructions
Please take the time to carefully read and  follow these Important Safety Instructions.
They will help you set up and operate your system  properly and enjoy its advanced features. Save this 
sheet for future reference.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the 
presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient 
magnitude to constitute a risk of electric shock.
The exclamation point within an equilateral triangle alerts the user to the presence of important 
operating and maintenance instructions in the owner’s guide.

WARNINGS
• To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this  product to rain or moisture. 
• Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such 

as vases, on or near the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any 
part of the product. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.

• Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product. 

CAUTION
Make no modifications to the product or accessories.  Unauthorized alterations may compromise safety, 
 regulatory co mpliance, and system performance.
NOTES
• Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device 

shall remain readily operable.
• This product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreational 

vehicles, or on boats.
• This product is intended to be used only with the power supply provided.
• Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when 

using headphones, especially for extended periods.
• The product label is located on the bottom of the right speaker.
• Operate this product within the temperature range of -4º F to 113º F )-20º C to 45º C(.

This product conforms to all applicable EU Directive requirements. The complete Declaration of 
Conformity can be found at www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance.
This product conforms to all applicable Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and all 
other applicable UK regulations. The complete declaration of conformity can be found at:  
www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

Important Safety Instructions
1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. 
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water  

or moisture.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.  

Install in  accordance with the  
manufacturer’s instructions.

8. Do not install near any heat sources, such as 
 radiators, heat registers, stoves, or other  
apparatus )including amplifiers( that  
produce heat.

9. Protect the power cord from being walked on 
or pinched, particularly at plugs, convenience 
 receptacles, and the point where they exit from 
the apparatus.

10. Use only attachments/accessories specified by 
the manufacturer.

11. Unplug this apparatus during lightning storms 
or when unused for long periods of time.

12. Refer all servicing to qualified service personnel. 
 Servicing is required when the apparatus has 
been damaged in any way: such as power supply 
cord or plug is damaged; liquid has been spilled 
or objects have fallen into the apparatus; the 
apparatus has been exposed to rain or moisture, 
does not operate normally, or has been dropped.

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, this 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, you are 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 to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver  

is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
FCC WARNING
Changes or modifications not expressly approved by Bose  Corporation could void the user’s authority to 
operate this equipment.
China Importer: Bose Electronics )Shanghai( Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. 
Minhang District, Shanghai 201100
EU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 
Mexico Importer: Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 
223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Phone 
Number: +5255 )5202( 3545
Taiwan Importer: Bose Limited Taiwan Branch )H.K.(, 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan 
Dist. Taipei City 10480, Taiwan Phone Number: +886-2-2514 7676
UK Importer: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ,  
United Kingdom

ไที่ย

คำแนะนำด้้านความปลอด้ภััยที่่�สำคัญ
โปรด้ใช้้เวลาในการอ่านและปฏิิบััติิติามคำแนะนำเพื่่�อความปลอด้ภััยที่่�สำคัญเหล่าน่�อย่างรอบัคอบั
คำแนะนำเหล่าน่�จะช่่วยให้ตั้ั�งค่าและใช่้งานระบบของคุณได้้อย่างเหมาะสมและเพลิด้เพลินกัับคุณสมบัตั้ิขั�นสูง
ของระบบ เกั็บรักัษาเอกัสารน่�ไว้สำหรับกัารอ้างอิงในภัายหน้า

สัญลักัษณ์รูปลูกัศรสายฟ้้าในกัรอบสามเหล่�ยมด้้านเที่่า เป็นกัารเตั้ือนผูู้้ใช่้ถึึงอันตั้รายจากักัระแสไฟ้ฟ้้าใน
บริเวณที่่�ไม่ม่ฉนวนหุ้มภัายในเครื�อง ซึ่ึ�งอาจม่แรงด้ันสูงพอที่่�จะที่ำให้เส่�ยงตั้่อกัารถึูกัไฟ้ฟ้้าช่็อคได้้
เครื�องหมายตั้กัใจในกัรอบสามเหล่�ยมด้้านเที่่าที่่�ตั้ิด้อยู่บนเครื�อง เป็นกัารเตั้ือนผูู้้ใช่้ให้ปฏิิบัตั้ิตั้ามคำ
แนะนำในกัารใช่้งานและกัารบำรุงรักัษาในคู่มือ

คำเติ่อน

• เพื�อลด้ความเส่�ยงตั้่อกัารเกัิด้เพลิงไหม้หรือไฟ้ฟ้้าดู้ด้ อย่าให้ผู้ลิตั้ภััณฑ์์ถึูกัฝนหรือความช่ื�น 
• อย่าวางเครื�องน่�ในบริเวณที่่�ม่น�ำหยด้หรือกัระเด้็น และไม่ควรวางภัาช่นะบรรจุของเหลว เช่่น แจกััน ไว้บนหรือ
ใกัล้กัับเครื�อง เช่่นเด้่ยวกัับเครื�องใช่้ไฟ้ฟ้้าอื�นๆ โปรด้ระมัด้ระวังอย่าให้ของเหลวกัระเด้็นลงในส่วนประกัอบของ
ผู้ลิตั้ภััณฑ์ ์เพราะของเหลวจะสร้างความเส่ยหาย และ/หรือ เกัิด้เพลิงไหม้ได้้

• อย่าวางสิ�งที่่�ลุกัไหม้ใด้ๆ เช่่น เที่่ยนไขที่่�จุด้ไฟ้ ไว้บนหรือใกัล้กัับผู้ลิตั้ภััณฑ์ ์

ข้้อควรระวัง

โปรด้อย่าด้ัด้แปลงผู้ลิตั้ภััณฑ์์หรืออุปกัรณ์เสริม กัารด้ัด้แปลงแกั้ไขโด้ยไม่ได้้รับอนุญาตั้อาจกัระที่บตั้่อความ
ปลอด้ภััย ความสอด้คล้องตั้ามระเบ่ยบข้อบังคับ และประสิที่ธิิภัาพของระบบ
หมายเหติุ
• ในกัรณ่ที่่�ใช่้ปลั�กัไฟ้หลักัหรือปลั�กัพ่วงเป็นอุปกัรณ์ตั้ัด้ไฟ้ อุปกัรณ์ตั้ัด้ไฟ้ด้ังกัล่าวควรพร้อมใช่้งานได้้
• ผู้ลิตั้ภััณฑ์์น่�จะตั้้องใช่้ภัายในอาคารเที่่านั�น ผู้ลิตั้ภััณฑ์์น่�ไม่ได้้รับกัารออกัแบบหรือที่ด้สอบสำหรับใช่้งาน
ภัายนอกัอาคาร ในยานพาหนะ หรือบนเรือ

• ผู้ลิตั้ภััณฑ์์น่�จะตั้้องใช่้งานร่วมกัับแหล่งจ่ายไฟ้ที่่�ให้มาเที่่านั�น
• กัารรับฟ้ังเส่ยงด้ังตั้่อเนื�องเป็นเวลานานอาจจะเป็นสาเหตัุ้ของกัารได้้ยินบกัพร่อง ควรหล่กัเล่�ยงระด้ับเส่ยงที่่�ด้ัง
เกัินไปเมื�อใช่้หูฟ้ัง โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งหากัใช่้เป็นเวลานาน

• ป้ายกัำกัับผู้ลิตั้ภััณฑ์์จะตั้ิด้อยู่ข้างใตั้้ลำโพงขวา
• ใช่้งานผู้ลิตั้ภััณฑ์์น่�ในบริเวณที่่�ม่อุณหภัูมิระหว่าง 20° C ถึึง 45° C

ผู้ลิตั้ภััณฑ์์น่�สอด้คล้องตั้ามข้อกัำกัับ EU Directive ที่่�ใช่้บังคับที่ั�งหมด้ ประกัาศฉบับสมบูรณ์เกั่�ยวกัับ
ความสอด้คล้องน่� สามารถึอ่านได้้จากั www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance
ผู้ลิตั้ภััณฑ์์น่�สอด้คล้องตั้ามข้อกัำหนด้ความเข้ากัันได้้ที่างแม่เหล็กัไฟ้ฟ้้า 2016 ที่่�เกั่�ยวข้องที่ั�งหมด้และ
ข้อกัำหนด้ UK ที่่�เกั่�ยวข้องที่ั�งหมด้อื�นๆ ใบรับรองมาตั้รฐานความปลอด้ภััยของผู้ลิตั้ภััณฑ์์ฉบับสมบูรณ ์
สามารถึอ่านได้้จากั www.Bose.com/compliancewww.Bose.com/compliance

คำแนะนำด้้านความปลอด้ภััยที่่�สำคัญ

1.  โปรด้อ่านคำแนะนำเหล่าน่�
2.  จด้จำคำแนะนำเหล่าน่�ไว้ 
3.  ใส่ใจในคำเตั้ือนที่ั�งหมด้
4.  ปฏิิบัตั้ิตั้ามคำแนะนำที่ั�งหมด้
5.  อย่าใช่้อุปกัรณ์น่�ใกัล้กัับน�ำหรือความช่ื�น
6.  ที่ำความสะอาด้ด้้วยผู้้าแห้งเที่่านั�น
7.  อย่ากั่ด้ขวางช่่องระบายอากัาศ ตั้ิด้ตั้ั�งตั้ามคำ

แนะนำของผูู้้ผู้ลิตั้
8.  อย่าตั้ั�งใกัล้กัับแหล่งที่่�กั่อให้เกัิด้ความร้อนใด้ๆ 

เช่่น เครื�องนำความร้อน หน้ากัากัเครื�องที่ำความ
ร้อน เตั้า หรืออุปกัรณ์อื�นๆ )รวมถึึงเครื�องขยาย
เส่ยง( ที่่�กั่อให้เกัิด้ความร้อน

9.  ระวังไม่ให้สายไฟ้ขวางที่างเด้ินหรือหักังอ  
โด้ยเฉพาะบริเวณปลั�กั จัด้วางเตั้้ารับและจุด้ที่่�จะ
ตั้่อออกัมายังอุปกัรณ์ให้สะด้วกัแกั่กัารใช่้งาน

10.  ใช่้แตั้่อุปกัรณ์ตั้่อ/อุปกัรณ์เสริมที่่�ผูู้้ผู้ลิตั้ระบุเที่่านั�น
11.  ถึอด้ปลั�กัอุปกัรณ์น่�ระหว่างฝนฟ้้าคะนองหรือเมื�อ

ไม่ได้้ใช่้งานเป็นเวลานาน
12.  นำผู้ลิตั้ภััณฑ์์เข้ารับกัารซึ่่อมแซึ่มที่ั�งหมด้จากั

ช่่างผูู้้ช่ำนาญเที่่านั�น กัารเข้ารับบริกัารซึ่่อมแซึ่ม
เป็นสิ�งจำเป็นเมื�ออุปกัรณ์เกัิด้ความเส่ยหายไม่
ว่าที่างใด้ที่างหนึ�ง เช่่น สายไฟ้หรือปลั�กัเส่ย
หาย ของเหลวหกัรด้หรือวัสดุ้แปลกัปลอมตั้กัหล่น
เข้าไปในอุปกัรณ ์อุปกัรณ์ถึูกัฝน หรือความช่ื�น  
ไม่ที่ำงานตั้ามปกัตั้ ิหรืออุปกัรณ์ตั้กัหล่น

หมายเหติ:ุ
อุปกัรณ์น่�ผู้่านกัารที่ด้สอบและพบว่าตั้รงตั้ามข้อจำกััด้สำหรับอุปกัรณ์ด้ิจิตั้อล คลาส B ตั้ามส่วน 15 ของระเบ่ยบ 
FCC ข้อจำกััด้น่�กัำหนด้ขึ�นเพื�อให้กัารป้องกัันที่่�เหมาะสมจากักัารรบกัวนที่่�เป็นอันตั้รายในกัารตั้ิด้ตั้ั�งในที่่�พักั
อาศัย อุปกัรณ์น่�กั่อให้เกัิด้ ใช่ ้และสามารถึแผู้่พลังงานความถึ่�วิที่ย ุและหากัตั้ิด้ตั้ั�งและใช่้งานไม่ตั้รงตั้ามคำ
แนะนำ อาจเป็นสาเหตัุ้ให้เกัิด้กัารรบกัวนที่่�เป็นอันตั้รายกัับกัารสื�อสารที่างวิที่ย ุอย่างไรกั็ตั้าม ไม่ม่กัารรับประกััน
ว่ากัารรบกัวนน่�จะไม่เกัิด้ขึ�นในกัารตั้ิด้ตั้ั�งแบบใด้แบบหนึ�ง หากัอุปกัรณ์น่�กั่อให้เกัิด้กัารรบกัวนที่่�เป็นอันตั้รายกัับ
กัารรับสัญญาณวิที่ยุหรือโที่รที่ัศน ์ซึ่ึ�งสามารถึพิจารณาได้้จากักัารลองปิด้และเปิด้อุปกัรณ ์ขอแนะนำให้คุณลอง
แกั้ไขกัารรบกัวนด้ังกัล่าว ด้้วยวิธิ่กัารตั้่อไปน่�
• เปล่�ยนที่ิศที่างหรือตั้ำแหน่งของเสาอากัาศ
• เพิ�มระยะห่างระหว่างอุปกัรณ์และเครื�องรับสัญญาณ
• เส่ยบปลั�กัอุปกัรณ์น่�กัับเตั้้ารับไฟ้ฟ้้าที่่�ไม่ได้้ใช่้สายร่วมกัับเครื�องรับสัญญาณ
• ตั้ิด้ตั้่อขอรับความช่่วยเหลือจากัตั้ัวแที่นจำหน่ายหรือช่่างเที่คนิคด้้านวิที่ย/ุโที่รที่ัศน์ที่่�ม่ประสบกัารณ์
อุปกัรณ์คลาส B น่�สอด้คล้องตั้ามข้อกัำหนด้ ICES-003 ของแคนาด้า

คำเติ่อนข้อง FCC
กัารแกั้ไขหรือด้ัด้แปลงอื�นใด้ที่่�ไม่ได้้รับอนุญาตั้โด้ยตั้รงจากั Bose Corporation อาจที่ำให้ผูู้้ใช่้ไม่ม่สิที่ธิิ�ใช่้งาน
อุปกัรณ์น่�อ่กัตั้่อไป

ผู้้้นำเข้้าข้องจี่น: Bose Electronics )Shanghai( Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 
Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100
ผู้้้นำเข้้าข้อง EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 
ผู้้้นำเข้้าข้องเม็กซิิโก: Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 
222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 
11000 หมายเลขโที่รศัพที่:์ +5255 )5202( 3545
ผู้้้นำเข้้าข้องไติ้หวัน: Bose Limited Taiwan Branch )H.K.(, 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, 
Zhongshan Dist. Taipei City 10480, หมายเลขโที่รศัพที่์ของไตั้้หวัน: +886-2-2514 7676
ผู้้้นำเข้้าข้อง UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, 
United Kingdom
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