
Computer MusicMonitor®

この度はComputer MusicMonitor®をお買い上げいただき、誠にありがとうござい
ます。本機を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこのオーナーズ
ガイドをお読みください。また、必要なときにご覧になれるよう大切に保管して
おくことをおすすめします。

オーナーズガイド

※説明の便宜上、イラストは実物と異なる場合があります。
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安全上の留意項目
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、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、必要な時にすぐにご覧になれるように大切に保管しておくことを
おすすめします。

 警告：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。

 警告：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。

 警告：リモコンの電池は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。リモコンの電池を誤っ
て取り扱うと、火災を起こしたり、化学物質で皮膚を侵される危険性があります。また、分解や充電、焼却を行っ
たり 100 度以上の熱を与えないようにしてください。使用済みの電池は速やかに処分してください。交換す
る場合は、正しい種類と型番の電池を使用してください。

 警告：電池を誤って交換した場合、破裂の危険性があります。3V リチウムボタン電池の CR2032 または
DL2032 に交換してください。

 警告：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。特にプラグやテーブルタップ、
装置側の接続部などには注意してください。

 警告：雷雨時や長期間使用しない場合は、製品の損傷を防ぐため、電源プラグを抜いてください。

 警告：適切な電源を使用してください。オーナーズガイドまたは製品本体の表示に従い、製品の電源プラグ
を適切な電源に差し込んでください。

 警告：火災や感電を避けるため、製品を雨にあてたり、湿度のある場所で使用しないでください。
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本体のお手入れについて

通常は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときには、中性洗剤を水で薄めた液に柔らかい布を浸し、よ
く絞ってから汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用す
ると表面が侵されたり文字が消えたり外装ムラになることがありますから絶対に使わないでください。また、スプレー
式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。

 注意：システムまたはアクセサリ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、法令遵守、
およびシステムパフォーマンスの面で、問題が生じる場合があります。

 注意：ラジエータ、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。

注記：製品ラベルは本体下部にあります。

注記：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。

注記：この製品は室内専用です。屋外、RV 車内、船上で使用するようには設計されていません。また、こ
のような使用環境におけるテストも行われていません。

注記：この製品には、付属の電源アダプタを使用してください。

注記：使用済の電池は、お住まいの地区の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでくだ
さい。
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・ 独自技術による低音再生
・ シグナルプロセッサー内蔵のコンパクトデジタルアンプ
・ オールアルミ構成による堅牢な筐体
・ カード型リモコンで簡単操作

音のエチケット
・ 音量は時や場所に応じて適度な大きさに調整してください。特に、静かな夜間は小さな音でも通りやすいもので

す。あなたが放送やCD、テープまたはビデオディスクやその他市販のソフトから録音や録画したものは、個人で楽し
むほかは、著作権上、権利者に無断で使用することはできません。

スピーカーの防磁について
・ このスピーカーは、防磁型になっています。通常のスピーカーは、ブラウン管テレビやモニターなどに近づけると、画

面に色ムラなど影響が生じる場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置の可
能なスピーカーです。ただし、テレビやモニターなどへの設置のしかたによっては、画面に色ムラなど影響が生じる場
合があります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを十分に離し、テレビの電源を切り、15分から30分の間
隔をあけてから再度テレビの電源を入れてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後
も、画面に影響が生じる場合には、スピーカーをさらにテレビから離してご使用ください。

特　長

もし、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足している
ときは、そのままの状態を保ち、ただちにお買上げになった販売店ま
でご連絡ください。そのままでのご使用はおやめください。

● 付属品を確認してください
カートンケースとパッキング類は、輸送用として後日使用する場合
のために処分せずに保管しておくことをおすすめします。

開梱時のご注意（付属品について）

オーディオケーブル  1.7m×1本

ACパワーパック

デモディスク
※付属のリチウムボタン電池は、
動作チェック用としてすでにリ
モコンに装着されています。消
耗していた場合は、新品電池
と交換の上ご使用ください。

100V用プラグ

PU
SH

PU
SH

PU
SH

PU
SH
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スピーカー
接続端子

VOLUME
（ボリューム）
ボタン

電源ボタン リモコン受光部

スピーカー
接続ケーブル

外部音声
入力端子

電源入力
端子

各部の名称および機能

●Left（左）chスピーカー ●Right（右）chスピーカー

To Left DC Power Audio
InputSpeaker

17V 2A

スロット インジケータースロット

 製品のゴム足について
・ゴム足は素材の性質から、設置面の塗料によっては、移行または汚染を示す可能性があります。事前に
ご確認のうえご使用ください。

・付属のゴム足は高摩擦性を有している分、塗料面との接触面に密着しやすい性質を持っております。
接触面の一部を剥がしてしまう可能性もありますので、事前にご確認のうえご使用ください。

 注意

リモコン
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リモコンの使い方

①	電源ボタン
　 電源をON、OFF します。

②	VOLUME（ボリューム）ボタン
　 ボタンを押すと音が大きくなります。
　 ボタンを押すと音が小さくなります。

 使用上の注意
・	 Right	 chスピーカーのリモコン受光部に直射日光や
照明の強い光が当たっていると、リモコンの操作がで
きないことがあります。

・	 本機のリモコンを操作すると、赤外線によりコント
ロールする他の機器を誤動作させることがありますの
で、ご注意ください。

・	リモコンとRight	 chスピーカーのリモコン受光部の間に
障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いとリ
モコン操作ができないことがあります。

リモコン受光部

60°

4m

●リモコンの動作範囲

●電池の入れかた

電池ホルダーを引き出す。

電池を入れ、
ホルダーを元に戻す。

電池を交換する場合は、電池
の型番にご注意ください。

3Vリチウムボタン電池
CR2032またはDL2032

使用電池

電池ホルダー

電池の型番

 注意
リモコン用の電池は正しい取り扱いを行わない場合、火災
を起こしたり、化学物質で皮膚をおかされる結果となること
があります。幼児には触れさせないように十分ご注意くださ
い。また、分解や充電、焼却を行ったり100度以上の熱を与
えないようにしてください。交換の際には指定の電池のみを
ご使用ください。異なる製品を使用した場合、火災や爆発
の原因となることがあります。

上が○になる。

②

①
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ヘッドホンジャック
又はラインアウトなどの
音声出力端子へ

Right（右）chスピーカー Left（左）chスピーカー

To Left DC Power Audio
InputSpeaker 17V 2A

接続する外部機器に合わせて、左右の
スピーカーの間隔を最大92cm以内に
設置することをおすすめします。

※効率良く低音エネルギーが得られるよう
に、スピーカーの左右のスロットをふさ
がないようにしてください。

Left（左）ch
スピーカー

Right（右）ch
スピーカー

  

 46cm～92cm

外部機器接続のしかた
※すべての接続が終わるまでは、電源プラグをコンセントに差し込まないようにしてください。

設　置　例
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※すべての接続が終わるまでは、電源プラグをコンセントに差し込まないようにしてください。

 
1

2

3

100V用プラグ

取り外しボタン

ACコード接続のしかた
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電源ON/OFFのしかた

音量調節のしかた

押し続けると
音が大きくなります。

押し続けると
音が小さくなります。

電源

インジケーター

リモコンを使用すると、インジケーター
が1回点滅して信号を受信していること
を知らせます。

リモコンのアンサーバックについて

点灯 電源のONしている状態
消灯 ACパワーパックが接続されていないか電源OFFの状態
点滅 音量が最大あるいは最小時にリモコンを押し続けると点滅します。

インジケーターについて

9

本機はACパワーパック接続時は、電源をOFFにした際の音量をメモリーします。ただし、電源をOFFにしたときの音量が、ある
音量以上（最大音量の75%）またはある音量以下（最大音量の25%）の場合は次のように自動的に調整します。
　最大音量の75%以上のときに電源をOFFした場合… 次回電源ON時は最大音量の75%の音量
　最大音量の25%以下のときに電源をOFFした場合… 次回電源ON時は最大音量の25%の音量
また、ACパワーパックを外したり、コンセントからプラグを抜いた場合には、
次回電源ON時は最大の45%（工場出荷時設定）になります。

音量のメモリー機能について

8

※すべての接続が終わるまでは、電源プラグをコンセントに差し込まないようにしてください。
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故障かな？と思ったら

問　　題 処　　置

音が出ない

・ 電源をONにしてみる。

・ コンセントにAC100Vがきていることを確認する。

・ 100V用プラグがACパワーパックに確実に装着されていることを確認する。

・ ACパワーパックとRight（右）スピーカーが確実に接続されていることを確認する。

・ 音源の機器から音声信号が出力されていることを確認する。

・ 入力される音声信号が小さすぎないことを確認する。

・ ボリュームの設定が低すぎていないか確認する。

片方のスピーカーしか
鳴らない

・ スピーカー接続ケーブルで左右のスピーカーの接続が確実におこなわれているか
確認する。

・ オーディオピンケーブルあるいはステレオピンケーブルが確実に接続されている
ことを確認する。

・ 入力ケーブルを抜き差ししてプラグが確実に挿入されている事を確認する。

・ 入力する音声信号を確認して、もしもモノラル（片チャンネルのみ）信号ならばモ
ノラルステレオ変換アダプター等を使用して接続する。※変換アダプターは市販
のものを別途お買い求めください。

音が歪んでいる

・ 入力する音声信号が大きすぎないように調整する。

・ ボリュームを上げすぎないようにする。

・ 入力ケーブルを抜き差ししてプラグが確実に挿入されている事を確認する

スピーカーから
ノイズが聞こえる

・ 入力する音声信号が小さすぎないように調整する。

・ ピンジャック部やプラグ部分が汚れていないか確認する。汚れている場合は汚れ
を取り除く。

・ 携帯電話や無線機器、電子レンジやインバーター式照明機器などに近い場合は離
す。

・ ACパワーパックを壁のコンセントに直接つなぐなど、電源の取り口を変えてみ
る。

リモコンが正しく
働かない、あるいは、
まったく働かない

・ リモコンの送信部とRight（右）スピーカー（電源スイッチ、ボリュームの付いてい
る側）のリモコン受光部との間に障害物がないか確認する。

・ リモコンをRight（右）スピーカー（電源スイッチ、ボリュームの付いている側）の
正面に近づけて操作する。

再生中突然音が出なくなった
・ ACパワーパックおよび本体に異常な過大入力があると、機器に内蔵された保護

機構が働き音が出なくなることがある。このような場合、ACプラグをコンセント
から抜き5分以上放置し、再度電源を入れる。
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入 力 端 子

電 源

外 形 寸 法

質 量

付 属 品

3.5mmステレオミニジャック×1

AC100〜240V（50/60Hz）※専用ACパワーパック使用

本体：65（W）×123（H）×123（D）mm

0.6kg（右)、0.5kg（左：スピーカーコード 1.7m含む）

100V用プラグ×1

専用ACパワーパック×1

オーディオ入力ケーブル 1.7m×1

リモコン

デモディスク

仕　様

保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。

保　証

お問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせ先
　ボーズ株式会社　サービスセンター　　　　　　　  お客様専用ナビダイヤル
　
　〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル

製品等のお問い合わせ先
　ボーズ株式会社　ユーザーサポートセンター　お客様専用ナビダイヤル 0570-080-021

PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

0570-080-023
PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-1124へおかけください。
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故障かな？と思ったら

問　　題 処　　置
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片方のスピーカーしか
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・ スピーカー接続ケーブルで左右のスピーカーの接続が確実におこなわれているか
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ノラルステレオ変換アダプター等を使用して接続する。※変換アダプターは市販
のものを別途お買い求めください。

音が歪んでいる

・ 入力する音声信号が大きすぎないように調整する。

・ ボリュームを上げすぎないようにする。

・ 入力ケーブルを抜き差ししてプラグが確実に挿入されている事を確認する

スピーカーから
ノイズが聞こえる

・ 入力する音声信号が小さすぎないように調整する。

・ ピンジャック部やプラグ部分が汚れていないか確認する。汚れている場合は汚れ
を取り除く。

・ 携帯電話や無線機器、電子レンジやインバーター式照明機器などに近い場合は離
す。

・ ACパワーパックを壁のコンセントに直接つなぐなど、電源の取り口を変えてみ
る。

リモコンが正しく
働かない、あるいは、
まったく働かない

・ リモコンの送信部とRight（右）スピーカー（電源スイッチ、ボリュームの付いてい
る側）のリモコン受光部との間に障害物がないか確認する。

・ リモコンをRight（右）スピーカー（電源スイッチ、ボリュームの付いている側）の
正面に近づけて操作する。

再生中突然音が出なくなった
・ ACパワーパックおよび本体に異常な過大入力があると、機器に内蔵された保護

機構が働き音が出なくなることがある。このような場合、ACプラグをコンセント
から抜き5分以上放置し、再度電源を入れる。



● 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●  弊社取扱以外の製品については、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。
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