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このガイドは必ずお読みください。
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いたします。

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、このオーナーズ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、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。

•  直射日光や炎などの過度な温度にさらされるような場
所でバッテリーを使用しないでください。

•  バッテリーを分解したり、切断したりしないでくだ
さい。

•  バッテリーをショートさせないでください。箱や引
き出しの中など、バッテリー同士や他の物との間で
ショートする危険性がある場所に、バッテリーを保管
しないでください。

•  バッテリーに衝撃を与えないでください。
•  バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れ
たり、目の中に入らないようにしてください。液が体
に付着した場合は水で十分に洗い流し、医師の診断を
受けてください。

©2013 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。
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警告
•  専用充電器以外の方法で充電しないでください。
•  指定されたバッテリー以外のものを機器に使用しない
でください。

•  バッテリーはお子様の手の届かないところに保管して
ください。

•  バッテリーを交換する場合は、弊社または弊社特約店
にて純正品をお求めください。弊社では、本製品で他
社製のバッテリーを使用した場合の安全性、互換性、
操作性について、保証いたしかねます。バッテリーは
清潔で乾いた状態に保ってください。

•   バッテリーは使用する前に充電が必要です。必ず適切
な充電器を使用し、メーカーの指示に従って正しく充
電してください。

•  長期間保存した後で使用する際、バッテリーの性能を
最大限に引き出すには、バッテリーの充電と放電を何
度か繰り返す必要があります。

•  バッテリーの内部にある充電部品は、通常の室温 
(20°C +/- 5°C)で最も効率良く動作します。

•  バッテリーは使用目的に沿った方法で使用してくだ
さい。

警告: この製品に使用されている磁石は、ペースメーカー
に悪影響を与える恐れがあります。

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、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。

 使用済みのバッテリーは、お住まいの地域の条例に従っ
て正しく処分してください。  
焼却しないでください。

注記 :
•  製品ラベルは本体下部のバッテリーカバーの内側にあります。
•  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。

•  電源アダプターは室内専用です。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。

•  本製品は、付属の電源アダプター、あるいは本製品の動作や充
電用として設計された電源アダプター・充電器でのみ使用でき
ます。
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安全上重要な指示
1.  このガイド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.   お手入れには乾いた布を使用し、ボーズ社の指示に従って

行なってください。
7.   通気孔は塞がないでください。メーカーの指示に従って設

置してください。
8.   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。
9.   指定されたアタッチメントまたはアクセサリーのみを使用

してください。
10.   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。
11.   サービスが必要な際には、必ず資格を持つサービス担当者

にお任せください。製品に何らかの損傷が生じた場合、例
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、直ちに電源プラグを抜き、修理をご依頼く
ださい。

Information about products that generate 
electrical noise
This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation 
exposure limits set forth for general population. It must not be 
co-located or operating in conjunction with any other antennas or 
transmitters.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 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.

U.S.A. only
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:
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• 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 user’s authority to operate this 
equipment.

Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
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.
出力電圧 : 4 mW @ 2400 MHz
Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance 
with the essential requirements and other relevant provisions 
of directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive 
requirements. The complete declaration of conformity can be found 
at: www.Bose.com/compliance

This product conforms to all applicable EU directive 
requirements. The complete Declaration of Conformity 
can be found at www.Bose.com/compliance.
 

Per EN300220-1 this product contains a category 3 receiver.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements 

Part 
Name

Toxic or Hazardous Substances and Elements

Lead 
(Pb)

Mercury 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
(CR(VI))

Polybromi-
nated Biphenyl 

(PBB)

Polybromi-
nated Diphenyl 
Ether (PBDE)

PCBs X 0 0 0 0 0

Metal 
parts

X 0 0 0 0 0

Plastic 
parts

0 0 0 0 0 0

Speakers X 0 0 0 0 0

Cables X 0 0 0 0 0

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the 
homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006. 

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the 
homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in  
SJ/T 11363-2006.
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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。
シリアル番号はスピーカー底面のゴムベースにあります。モデル番号はゴムベースの裏側にあります (ゴムベースを
スピーカーから剥がすと、モデル番号を読み取れます )。

シリアル番号 (スピーカー底面に記載 )  ___________________________________________________________________________

モデル番号 (スピーカーのゴムベース裏側に記載 )  ________________________________________________________________

購入日 __________________________________ _______________________________________________________________________

このガイドとともに、ご購入時の領収証と保証書を保管することをおすすめします。
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はじめに
概要
Bose® SoundLink® Mini Bluetooth ® speakerをお買
い上げありがとうございます。本製品をお
使いになることにより、スマートフォン、
タブレット、ノートPCなどのBluetooth®対応
機器の音楽を、どのお部屋からもワイヤレ
スでお楽しみいただけます。

特長
• ワイヤレスBluetoothリンクにより、ケーブ
ルを使用してBluetooth機器と接続する必要
がありません。

• 充電式リチウムイオンバッテリーを搭載
し、電源がそばにないところでも、Bose®

サウンドを長時間お楽しみいただけます。

• AUX端子を使用して、他の 音楽再生機器
をスピーカーに接続することもできます。

• Bluetooth機器を最大6台までペアリングで
きます。

• 持ち運びに便利なサイズです。
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はじめに
付属品の確認
Bose® SoundLink® Mini speakerの箱には、電源
アダプターと充電クレードルが同梱されて
います。箱や梱包材は、後日修理やメンテ
ナンス等が必要になった場合のために保管
しておくことをおすすめします。

万一、開梱時に付属品の損傷や欠品などが
発見された場合は、そのままの状態を保ち、
ただちにお買い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止
めください。ボーズ株式会社の連絡先は、
オーナーズガイドの最終ページを参照して
ください。

Soundlink® Bluetooth® Mini speaker 電源アダプター

充電クレードル アダプター※

※日本国内で販売されているものには付属され
ておりません。
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セットアップ
電源の接続
ご購入後、最初にBose® SoundLink® Mini speaker
をお使いになる時は、まず電源コンセント
に接続して、バッテリーを充電してくださ
い。電源アダプターのDC電源コードは充
電クレードルまたはスピーカーに直接接続
できます。バッテリーを充電中でもスピー
カーは使用できます。

充電クレードルに電源を接続する
充電クレードルは、Bose® SoundLink® Mini 
speakerを室内で使用する際の台としてお
使いいただけます。充電クレードルに電源
を接続してスピーカーをクレードルの上に
置くと、本体に電源を供給しながらバッテ
リーを充電できます。

1. 電源アダプターのプラグを前面に起こし
ます。

2. 使用するプラグアダプターを取り付けま
す (2a)。取り外す場合は、ストッパーを
指で押したままプラグアダプターを上方
向に押して外します (2b)。

1 2a 2b

※日本国内で使用する場合、プラグアダプ
ターは必要ありません。
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3. 電源アダプターのDC電源コードを、充
電クレードルのDC電源コネクターに接
続します。

4. ピンコネクターの位置を合わせて、ス
ピーカーをクレードルの上に置きます。

重要 : スピーカーをクレードルに置くと
きは、無理な力を加えないようにしてく
ださい。

スピーカーと 
クレードルの 
接続用コネクター



セットアップ

12 - 日本語

5. 電源アダプターのプラグをコンセント
に差し込みます。

• スピーカーが電源に接続されると、
ビープ音が聞こえて充電が開始されま
す。バッテリーアイコン  が黄色く
点滅している場合は、バッテリーが充
電中です。

• Bose® SoundLink® Mini speakerは、電源に
接続した状態ですぐにお使いいただけ
ます。

スピーカーに電源を接続する
DC電源コードをスピーカーに接続すると、
スピーカーに直接電源を供給できます。

1. 「電源の接続」(10ページ )の手順1と2
に従ってください。

2. 電源アダプターのDC電源コードを、
Bose® SoundLink® Mini speakerのDC電源コネ
クターに接続します。

AUX端子
DC電源コネクター

3. 「電源の接続」(10ページ )の手順5に
従ってください。
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機器とスピーカーのペアリング

Bluetooth機器をペアリングするには :
1.  Bluetooth機器とBose® SoundLink® Mini speaker
の電源をオンにし、スピーカーのBluetooth
ボタン を押して、スピーカーを検出可
能状態にします。

検出可能になると、Bose® SoundLink® Mini 
speakerのBluetoothインジケーターが青く
点滅します。

2. 相手側のBluetooth機器を、Bose® SoundLink® 
Mini speakerが検出可能な状態に設定した
上で、Bluetooth機器リストを開きます。

3.  Bluetooth機器リストから「Bose Mini SoundLink」
という名前を選択します。

4.  Bluetooth機器でパスコードが必要な場合
は、「0000」と入力して [OK]を押します。
一部の機器では、接続を確認するメッ
セージが表示されます。

ペアリングが完了すると、Bluetooth機器に
その旨が表示されます。

ペアリングが完了すると、Bose® SoundLink® 
Mini speakerのBluetoothインジケーターが青
の点滅状態から点灯状態に変わり、スピー
カーからビープ音が聞こえます。
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注記 : 機器をペアリングできない場合は、
インジケーターが速い点滅を始めるまで、
スピーカーのミュートボタン  を10秒間
長押しして、スピーカーをリセットします。
Bluetooth機器の接続が解除され、Soundlink® 
Mini speakerの電源がオフになります。電
源ボタン  を押してBose® SoundLink® Mini 
speakerの電源をオンにすると、機器に再接
続します。

注記 : 5分経過してスピーカーの電源がオフ
になった場合は、Bluetooth機器を検出でき
ていません。

別の機器をペアリングするには : 
機器は 6台までペアリングできます。
Bluetooth機器とBose® SoundLink® Mini speakerの
電源をオンにし、スピーカーのBluetoothボ
タン  を押して、スピーカーを検出可能状
態にします。「機器とスピーカーのペアリ
ング」(13ページ )の手順2～ 4に従ってく
ださい。

セットアップ
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操作
ペアリング済み機器の接続
ペアリング済みの機器を接続するには、機
器の電源をオンにして、Bose® SoundLink® Mini 
speakerのBluetooth  ボタンを押します。機
器に接続するまで、スピーカーのBluetooth
インジケーターが白く点滅します。ス
ピーカーとBluetooth機器が接続されると、
Bluetoothインジケーターが点滅状態から点
灯状態に変わります。

注記 : スピーカーを検出可能モード (青の
点滅 )から接続モードに切り替えるには、
Bluetoothボタンを押します。インジケーター
が白の点滅に変わり、Bose® SoundLink® Mini 
speakerが接続モードに変更されます。

スピーカーのメモリー
Bose® SoundLink® Mini speakerは、過去に接続
された6台までの機器の情報を保存してい
ます。6台分の情報を保存した上で機器を
もう1台ペアリングすると、使用履歴が最
も古い機器がメモリーから削除され、新し
くペアリングした機器が追加されます。

メモリーを消去する
Bose® SoundLink® Mini speakerのメモリーから
全てのペアリング済み機器の情報を消去す
るには、スピーカーのBluetooth®ボタン  を
ビープ音が聞こえるまで (およそ10秒間 )長
押しします。

す べ て のBluetooth機 器 の 情 報 がBose® 
SoundLink® Mini speakerから消去され、Bose® 
SoundLink® Mini speakerが検出可能モードに移
行します。
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操作ボタン
スピーカー上部に電源ボタンと操作ボタン
があります。

• スピーカーの電源をオン/オフします。
• 長押しするとバッテリーの充電状態が
表示されます。「バッテリー残量の確
認」(20ページ )を参照してください。

• スピーカーの音声をミュート／
ミュート解除します。

• 「-」ボタンを押すと、スピーカーの音
量が小さくなります。ボタンを長押
しすると、音量をすばやく下げるこ
とができます。

• 「+」ボタンを押すと、スピーカーの
音量が大きくなります。ボタンを長
押しすると、音量をすばやく上げる
ことができます。
音量ボタンを押すたびに、ソースイ
ンジケーターが1回点滅します。音量
が最大または最小になると、インジ
ケーターが2回点滅します。

操作
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• Bluetooth接続のソースを選択します。
スピーカーは、最後にペアリングし
た機器を探して接続します。ペアリ
ングされた機器がない場合は、検出
モードに切り替わります。「機器とス
ピーカーのペアリング」(13ページ )
を参照してください。

• Bluetooth機器を選択した後でボタンを
もう一度押すと、スピーカーは検出
可能モードに入り、他のBluetooth機器
とのペアリング待ち状態となります。
もう一度ボタンを押すと接続モード
に戻ります。

• Bluetoothソースが選択されている場
合、機器を接続しないで5分経過する
と、スピーカーは自動的にオフにな
ります。

• AUX  入力に接続したソースを選択
します。「AUX端子を使用する」(18
ページ )を参照してください。

システムステータスインジケー
ターについて
Bose® SoundLink® Mini speaker上部のボタンの
上にあるステータスインジケーターは、現
在選んでいるソース (音源 )を表示します。
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バッテリー残量または充電状態を示し
ます。「バッテリー残量の確認」(20ペー
ジ )を参照してください。

音声がミュートされている場合にイン
ジケーターが点滅します。

Bluetoothソースを選択している場合のス
ピーカーの状態を示します。

• 青の点滅 – 検出可能な状態で、機器
とのペアリングまたは再接続を行え
ます。

• 白の点滅 – ペアリングされている機
器に接続しようとしています。

• 白の点灯 – ペアリングされている機
器に接続されています。

「機器とスピーカーのペアリング」 
(13ページ )を参照してください。

AUX  入力に接続したソースを再生し
ています。

AUX端子を使用する
ポータブルデジタルオーディオプレーヤー
など、ヘッドホン出力や音声出力のある機
器をBose® SoundLink® Mini speakerに接続する
ことができます。接続するには、3.5 mmプ
ラグ付ステレオ音声ケーブルを使用して、
ソース機器の音声出力端子とスピーカーの
AUX入力端子を接続する必要があります。
家電量販店などで別途お求めください。
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AUX端子を使用するには :
1. 外部機器に接続しているケーブルを、Bose® 

SoundLink® Mini speakerの  (AUX)コネクター
につなぎます。

2. Bose® SoundLink® Mini speakerの電源ボタン  
を押します。

3. Bose® SoundLink® Mini speakerのAUXボタンを
押します。

4. 接続した機器の音量を最大のやや手前に設
定し、Bose® SoundLink® Mini speakerの音量ボ
タンを使って音量の調節を行います。

注記 : 接続した機器で音声を再生しない状態が
30分経過すると、スピーカーはバッテリーの
消費を抑えるために自動的にオフになります。

注記 : スピーカーの底面にあるコネクターは
サービス専用で、機器を接続しても音声は再
生されません。
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バッテリーで使用するとき
バッテリーの駆動時間は、再生する音楽の
種類と音量によって変わりますが、Bose® 
SoundLink® Mini speakerのバッテリーの一般的
な駆動時間は約7時間です。

バッテリー残量の確認
スピーカーの電源をオンにすると、バッテ
リーインジケーターが10秒間点灯した後、
電力消費を抑えるために消灯します。バッ
テリーの残量を調べるときは、スピーカー
の電源ボタン  を長押ししてバッテリー
インジケーターを確認してください。

緑 - 満充電
黄色 - 使用可能な残量
赤 - 充電が必要

バッテリー保護モードについて
Bose® SoundLink® Mini speakerに24日間以上電
源アダプターから電源を供給せず、かつ操
作をされなかった場合、本体はバッテリー
の電力消費を抑えるために保護モードに入
ります。スピーカーを再起動するためには、
本体に電源を接続してください (「電源の接
続」(10ページ )を参照 )。

バッテリーの充電
バッテリーの充電が必要になると、Bose® 
SoundLink® Mini speakerのバッテリーインジ
ケーターが赤く点灯します。バッテリーを
充電中でもスピーカーは使用できます。
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バッテリーを充電するには、スピーカーを
電源に接続します。「電源の接続」(10ペー
ジ )を参照してください。電源を接続する
と、スピーカーからビープ音が聞こえます。
バッテリーの充電が完了するまで、約3時
間かかります。バッテリーインジケーター
で充電の状況を確認できます。

黄色の点滅 - バッテリー充電中
緑の点灯 - バッテリー充電完了

注記 :  スピーカーの操作を長期間行わない
と、バッテリーの電力消費を抑えるた
めに保護モードに入り、バッテリーの
ステータスインジケーターが赤く点滅
します。

スピーカーの設置場所について
のヒント
Bose® SoundLink® Mini speakerを室内で使用す
る場合、スピーカーを部屋のどこに置くか
によって音質が変わります。

スピーカーを屋外で使用する場合、スピー
カーからの距離によって音質が変わります。

スピーカーを設置する際は、以下のガイド
ラインを参考にしてください。

• 音楽を最適な音質で楽しむには、スピー
カーの前面 (Bose®ロゴのある側 )をリス
ナー側に向けてください。
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• 低音域の力強さを増すには、スピーカー
を壁から10 cmくらいの場所に配置してく
ださい。ただし壁にぴったり付けて置く
のはおやめください。壁から離れた場所
に設置すると、低音域の効果が弱くなり
ます。スピーカーを寝かせて使用しない
でください。音声は本体の前後から再生
されます。

• 前面しか開口部がない狭い空間内に、ス
ピーカーを設置しないでください。音質
が低下する恐れがあります。

• スピーカーを濡れた面や汚れた面に置か
ないでください。

• スピーカーは必ずゴムベース面を下にし
て設置してください。他の面を下にして
設置すると、スピーカーが破損したり、
音質が低下する恐れがあります。
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お手入れ方法
故障かな？と思ったら
トラブル 対処方法
スピーカーの電源が入らな
い (AC電源接続時 )

• システムを接続している電源コンセントに電源が供給されていることを確認します。
• スピーカーに付属のボーズ製電源アダプターまたはSoundlink® mini speaker専用の充電器を使用し
てください。

スピーカーの電源が入らな
い (バッテリー動作時 )

• バッテリーが保護モードへ移行しているか、放電している可能性があります。電源コンセント
に接続し、バッテリーを通常動作モードにしてお試しください。

ペアリングしたBluetooth 
機器をスピーカーに接続で
きない

• パスコードが必要な場合は、正しい値を入力しているか確認します。
• 機器のBluetooth機能が有効であることを確認します。
•  Bluetooth機器までの距離が離れすぎている可能性があるため、機器をスピーカーに近付けます。
• 可能な場合は、近くにある他のBluetooth機器をオフにするか、Bluetooth機能を無効にします。
• スピーカーをリセットします。インジケーターが短く点滅するまで、ミュートボタンを10秒間
長押しします。Bluetooth機器の接続が解除され、SoundLink® Mini speakerの電源がオフになります。
電源ボタンを押してスピーカーの電源をオンにすると、機器に再接続します。

• スピーカーのメモリーを消去します (「メモリーを消去する」(15ページ )を参照 )。Bluetooth機
器とスピーカーを再度ペアリングします。

• スピーカーの電源をオフにしてから、もう一度オンにして再接続します。
• スピーカーの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。音楽再生機器のBluetooth機能を
オフにしてから、もう一度オンにします。
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トラブル 対処方法
スピーカーにBluetooth機器が
接続されているのに音楽が
再生されない

• 機器とスピーカーが正しく接続されていることを確認します。
• スピーカーの音声がミュートされていたり、音量が下がっていないことを確認します。
•  Bluetooth機器で音楽が再生されており、機器の音量が下がっていないことを確認します。
•  Bluetooth機器までの距離が離れすぎている可能性があるため、機器をスピーカーに近付けます。
•  Bluetooth機器とスピーカーを、電波障害が発生する可能性のある機器 (コードレス電話、電子レ
ンジ、無線LANルーター、他のBluetooth機器など )から離します。

• 近くのペアリングされている機器 (Bose®推奨機器を含む )をすべてオフにするかBluetooth機能を
無効にして、音楽を再生する機器を再接続します。

• スピーカーの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。
• お使いのBluetooth機器をペアリングさせる方法については、機器の取扱説明書、ヘルプ、テク
ニカルサポートなどをご参照ください。

お手入れ方法



お手入れ方法

日本語 - 25

トラブル 対処方法
スピーカーとBluetooth機器を
ペアリングできない

• スピーカーが検出可能な状態であることを確認します。Bluetoothインジケーターがゆっくり青
く点滅を始めるまで、Bluetoothボタンを長押しします。

•  Bluetooth機器でBluetooth機能がオンになっていることを確認します。
• 機器のペアリングリストで「Bose Mini SoundLink」を選択し、接続を完了させたことを確認します。
•  Bluetooth機器までの距離が離れすぎている可能性があるため、機器をスピーカーに近付けます。
• 可能な場合は、近くにある他のBluetooth機器をオフにするか、Bluetooth機能を無効にします。
• お使いのBluetooth機器をペアリングさせる方法については、機器の取扱説明書、ヘルプ、テク
ニカルサポートなどをご参照ください。

• お使いのBluetooth機器でA2DP (ステレオBluetooth)プロファイルがサポートされていることを確
認します。

• WindowsまたはMacコンピューターに接続している場合は、オーディオ出力機器の設定メニュー
で「Bose® SoundLink® Mini speaker」を選択していることを確認します。接続手順の最後に音声トラッ
クの再生が必要となる場合があります (詳細な手順は、接続する機器の説明書をご覧ください )。

• ミュートボタンを10秒間長押しして、スピーカーをリセットします。Bluetooth機器の接続が解
除され、Bose® SoundLink® Mini speakerの電源がオフになります。電源ボタンを押してスピーカー
の電源をオンにすると、機器に再接続します。

• お使いのBluetooth機器、あるいはBose® SoundLink® Mini speakerの最新バージョンのソフトウェアが
入手可能かを確認します。
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トラブル 対処方法
Bluetooth機器の音質が悪い •  Bluetooth機器をスピーカーのAUX端子に接続してみます。AUX接続にすると音質が改善される場

合は、以下の解決方法をお試しください。
•  Bluetooth機器までの距離が離れすぎている可能性があるため、機器をBose® SoundLink® Mini speaker
に近付けます。

•  Bluetooth機器を、電波障害が発生する可能性のある機器 (他のBluetooth機器、コードレス電話、
電子レンジ、無線LANルーターなど )から離します。

•  Bluetooth機器で実行しているアプリケーション数を減らします。複数のアプリケーションを実
行すると、音声を転送するために利用できる内部リソース量が減少します。不要なアプリケー
ションを終了すると、音質が改善される場合があります。

• Wi-Fi®をオフにして音質が改善されるかどうか確認します。
• 機器のBluetooth機能を無効にして、Bose® SoundLink® Mini speakerとBluetooth機器の接続を解除しま
す。その後、機器とスピーカーを再度ペアリングします。

• スピーカーの電源をオフにしてから、もう一度オンにします。
•  Bluetooth機器をポケットに入れている場合は、取り出してBose® SoundLink® Mini speakerとの間に障
害物のない場所に置きます。

• スピーカーをリセットします : (1)ミュートボタンを10秒間長押しします。Bluetooth機器の接続が
解除され、スピーカーの電源がオフになります。(2) 電源ボタンを押してスピーカーの電源をオ
ンにします。

• お使いのBluetooth機器、あるいはBose® SoundLink® Mini speakerの最新バージョンのソフトウェアが
入手可能かを確認します。

• Apple製機器をお使いの方は、信号品質を向上するために、Bluetoothオーディオのデフォルト
bitpool値の設定変更が必要となる場合があります。詳細な手順を確認するには、owners.Bose.com
にアクセスしてください。
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トラブル 対処方法
AUX入力に接続した機器の音
質が悪い／音が聞こえない

• 接続している機器がオンになっていて、再生中であることを確認します。
• スピーカーのAUXボタンを押し、AUXソースインジケーターが点灯することを確認します。
• スピーカーとAUX入力に接続されている機器に3.5 mmプラグがしっかりと接続されていること
を確認します。

• スピーカーの音声がミュートされていたり、音量が下がっていないことを確認します。
• 音質が悪い場合は、AUX接続機器側の音量を下げてみてください。
• AUX接続機器の音が聞こえない場合は、機器側の音量を上げてみてください。
• スピーカーの音量を上げてください。
• 別のケーブルを使用してAUX端子に接続してみてください。
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バッテリーの交換について
次のような場合はバッテリーを交換してく
ださい。

• 10時間以上充電しても、バッテリーインジ
ケーターが黄色のままで変わらない場合。

• バッテリーによる使用時間が極端に短く
なった場合。

• 必ず専用のバッテリーに交換してください。
バッテリーを交換する場合は、お近くの
ボーズ販売店にお問い合わせください。お
住まいの国／地域のボーズ製品正規販売店
の連絡先情報は、http://global.Bose.comを参照
してください。

お手入れについて
製品の表面が汚れた場合は、乾いた柔らか
い布で汚れを拭き取ってください。

• アルコール、ベンジン、シンナー、あるい
はスプレー式殺虫剤、消臭剤、芳香剤な
どの揮発性のものをかけないでください。

• 本機の開口部から液体をこぼしたり、物
を入れたりしないでください。

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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保証
保証の内容および条件につきましては、付
属の保証書をご覧ください。

仕様

電源定格
入力 : 100V 、50/60Hz、360mA 
出力 : 12VDC、最大0.833A

入力電源定格
入力 : 12VDC、最大0.833A

外形寸法
51mm (H) x 181mm (W) x 59mm (D)  
(2.0" x 7.1" x 2.3")

質量
約 0.66 kg(1.44 lb.)

使用時の温度範囲
0°～ 45°C (32°～ 131°F)
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。

Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
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USA
Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168
1-800-901-0472
Phone hours - ET (Eastern Time):
Weekdays 8:30 a.m. to 8 p.m.
Saturdays 9 a.m. to 3 p.m.
owners.Bose.com

カナダ
Bose Limited
280 Hillmount Road, Unit 5
Markham, Ontario
Canada L6C 3A1
1-800-465-2673
Phone hours - ET (Eastern Time):
Weekdays 9 a.m. to 5 p.m.
www.Bose.ca

オーストラリア
Bose Pty Limited, Unit 3/2 Holker Street 
Newington NSW 2127
TEL 1 800 061 046 (AU)
TEL 008 501 511 (NZ)
FAX 612 8737 9924
www.Bose.com.au
www.Bose.com.nz

ベルギー
Bose N.V., Limesweg 2
B-3700 Tongeren
TEL 012-259960
FAX 012-390840
www.Bosebelgium.be

中国
Bose Greater China Operations
1st Floor, EYON Building, No. 118 
East Dong Baoxing Road
Shanghai 200080 P.R.C.
People’s Republic of China
TEL 400-880-2266
FAX 021-65105380

デンマーク
Bose A/S, Industrivej 7
2605 Brøndby
TEL 04343-7777
FAX 04343-7818
www.Bose.dk

ドイツ
Bose GmbH
Kundenbetreuung
Neuenhauser Str. 73
D-48527 Nordhorn
TEL 0800 2673444
www.Bose.de

フィンランド
Bose Finland
Kornetintie 6B
00380 Helsinki
TEL 10 778 69 00
FAX 10 778 69 09
www.Bose.fi

フランス
Bose S.A.S.
12 rue de Témara
78100 Saint Germain en Laye
TEL 01 30 61 63 63
FAX 01 30 61 63 60
www.Bosefrance.fr

Bose Corporation



香港
Suite 1203, Midas Plaza, 1 Iai
Yau Street, San Po Kong
Kowloon, Hong Kong
TEL 852 2123 9000

インド
Bose Corporation India Private Limited
The Bose Service Centre
C13, Ground Floor
SDA Commercial Complex
Community Centre
New Delhi, India 110016
TEL 1 800 102 2673
FAX +91 11 47168650

アイルランド
Bose SMS Ltd.
Castleblayney Road
Carrickmacross, Co Monaghan
TEL 1-800-932-436
FAX (042) 9671502
www.Bose.ie

イタリア
Bose S.p.A.
Via della Magliana 876
00148 Roma
TEL 06 60 292 292
www.Bose.it

日本
ボーズ株式会社
〒150-0036  
東京都渋谷区
南平台町16-17
渋谷ガーデンタワー 5F
TEL 0570-080-021
www.Bose.co.jp

ルクセンブルク
Bose N.V.
Limesweg 2
B-3700 Tongeren
TEL +32 12 259 960
FAX +32 12 390840
www.Bosebelgium.be

メキシコ
Bose de Mexico S. de R.L. de C.V.
Paseo de las Palmas # 405
Despacho 204
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Mexico D.F., Mexico
TEL +52 (55) 52 02 35 45
TEL +52 (55) 52 02 41 95
FAX +52 (55) 52 02 37 28
www.Bose.com.mx

オランダ
Bose B.V.
Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam
TEL 0299-390290
FAX 0299-390109
consumenteninfo@Bose.com
www.Bose.nl

ニュージーランド
TEL 0800 501 511
www.Bose.co.nz
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ノルウェー
Bose A/S
Kongsvinger Festning
2213 Kongsvinger
TEL +47 62 82 75 00
FAX +47 62 82 15 69

ポーランド
Bose sp. z o.o.
ul. Woloska 12
02-675 Warszawa
TEL 22-852-2928
FAX 22-852-2927
www.Bose.pl

オーストリア
Bose Ges.m.b.H.
Vienna Business Park 
Wienerbergstrasse 7 (10.OG)
A-1100 Vienna
TEL 01-60404340 
FAX 01-604043423
www.Bose.at

スイス
Bose AG
Hauptstrasse 134
4450 Sissach
TEL 061-9757733
FAX 061-9757744
www.Bose.ch

スウェーデン
Bose A/S
Johannefredsgatan 4
S-43153 Mölndal
TEL +46 774 - 450 450
FAX +46 31 - 274 89 15

英国
Bose Limited
1 Ambley Green
Gillingham Business Park
Gillingham, Kent ME8 ONJ
TEL 0800 081 3569
FAX 0870-741-4545
www.Bose.co.uk

インターネット
www.Bose.com
www.Bose.eu
global.Bose.com
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