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安全上の留意項目に記載された内容をよく読み、それに従ってください。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、その優れた機能を存分にお楽しみ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
テム内に液体が浸入しないように注意してください。液体が浸入すると、故障や火災の原
因となることがあります。

警告 :
•  電池はお子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込まないでください。
化学薬品によるやけどを負う恐れがあります。この製品に付属のリモコンにはボタン電池
が使用されています。ボタン電池を飲み込むと、体内で2時間以内に深刻なやけどを負っ
て生命を脅かす恐れがあります。バッテリーカバーがきちんと閉まらない場合は、リモコ
ンの使用をおやめください。電池を飲み込んだり、身体の中に入ってしまったと思ったら、
すぐに医師の診断を受けてください。取り扱いを誤ると、破裂や火災、火傷などの原因と
なることがあります。また、分解や充電、焼却を行ったり、100℃以上の熱を与えないよう
にしてください。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。使用
済みの電池は速やかに処分してください。

• 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。

警告: のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。

使用済みの電池は、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。

この製品には磁性材料が含まれています。埋め込み型医療機器の動作に影響があるかどうか
については、医師にご相談ください。

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。

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。

•  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。

安全上の留意項目
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安全上の留意項目
• 製品ラベルは本体背面あるいは底面にあります。
•  この製品は -20ºC～ 45ºCの温度範囲内で使用してください。 

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.

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. 全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、ボーズ社の指示に従って行ってください。
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、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. 必ずボーズ社により指定された付属品、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、サービスセンター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、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。

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:
• 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.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

FCC WARNING
Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user’s authority to operate this equipment.

In USA and Canada
This device complies with part 15 of the FCC rules and 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.
This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between radiator and your body.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standards(s).
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 安全上の留意項目
Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements 

Toxic or Hazardous Substances and Elements

Part Name
Lead 
(Pb)

Mercury 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
(CR(VI)) Polybrominated Biphenyl (PBB)

Polybrominated diphenylether 
(PBDE)

PCBs X O O O O O

Metal parts X O O O O O

Plastic parts O O O O O O

Speakers X O O O O O

Cables X O O O O O

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. 

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。

シリアル番号とモデル番号は、システムの背面または底面に記載されています。

シリアル番号 : __________________________________________________________________

モデル番号 : ____________________________________________________________________

購入日 : ________________________________________________________________________

ご購入時の領収書と保証書を保管することをおすすめします。

AirPlayは、iOS 4.3.3以降を実行している iPhone、iPad、iPod touch、またはMac (OS X Mountain Lion)版 
およびWindows版の iTunes 10.2.2以降に対応しています。

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
の商標です。

AirPlay、Bonjour、iPad、iPhone、iPod touch、iTunes、Mac、およびOS Xは、米国および他の国々で登録され
たApple Inc.の商標です。

「Made for iPod」、「Made for iPhone」および「Made for iPad」とは、そのアクセサリーが iPod、iPhone、ある
いは iPadへの接続専用に設計され、アップル社が定める性能基準を満たしていると開発者によって認定されたも
のであることを意味します。アップル社は、本製品の機能、安全、および規格への適合について、一切の責任を
負いません。このアクセサリーを iPod、iPhoneあるいは iPadと共に使用すると、無線通信の性能に影響を与え
る場合があります。

AndroidはGoogle, Inc.の商標です。

Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

Windowsは、アメリカ合衆国および他の国々におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

製品をセットアップするにはコンピューターが必要です。また、ホームWi-Fiネットワークが設定され、インター
ネットにアクセスできる必要があります。

© 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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Bose SoundTouch™について
SoundTouch™を使用すると、インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューター
の音楽ライブラリなどをストリーミング配信できます。Wi-Fi®を使用している場合
は、お気に入りの音楽を家の中のどの場所でもすぐに再生できます。

主な特長
• インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリなどを
ワイヤレスで利用できます。

• お気に入りの音楽を自由にプリセットして、簡単にストリーミング再生できます。

• 自宅のWi-Fiネットワークにすぐに接続できます。

• 無料のSoundTouch™ appをコンピューターやスマートフォン、タブレットなど
にインストールすれば、操作がさらに便利になります。

• 外部機器をいつでも簡単に追加して、自宅のどの部屋でも再生できます。

• さまざまな種類のBose®オーディオシステムに対応しているので、再生環境に合
わせた機器を選択できます。
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はじめに

SoundTouch™ 30/20 systemについて
SoundTouch™ Wi-Fi® music systemは、ホームWi-Fiネットワークを通じて、お部
屋を満たすクリアなサウンドで音楽をお楽しみいただけるスピーカーシステムで
す。システムのセットアップと操作には、無料のSoundTouch™ appを使用します。
「Wi-Fi®ネットワークへのシステムの追加」(10ページ )をご覧ください。

システムの特長
• 6つのプリセットとリモコンの操作で、音楽をワンタッチでコントロールできます

• 情報とシステムステータスを表示する1.6インチディスプレイが搭載されています

• AirPlay®を使用して、AirPlay対応機器から音楽をストリーミング再生できます

• 付属のリモコンで、約6 m離れた場所からシステムを操作できます

• AUX端子が搭載され、外部機器を接続して再生できます

• Ethernet端子を使用すれば、有線でもネットワークに接続できます
• ネットワークの設定にはUSB端子を使用します*

• システムのセットアップと操作は、無料のSoundTouch™ appで行います

* システム背面のUSB端子 (SETUP AおよびSETUP B)はセットアップ専用です。スマートフォ
ンやタブレットなどの充電には使用できません。
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システムのセットアップ
付属品の確認
箱の中身を取り出して、下図の付属品がすべて同梱されていることを確認してくだ
さい。

注意 :  SoundTouch™ appを起動するまでは、ケーブをシステムに接続しないでくだ
さい。「Wi-Fi®ネットワークへのシステムの追加」(10ページ )をご覧くだ
さい。

SoundTouch™ Wi-Fi® music system 電源コード

リモコン USBケーブル (セット
アップ専用 )

電源コードは2つ以上付属する場合があります。日本用の電源コードをお使い
ください。

注意 :  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。

箱と梱包材は、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。
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システムのセットアップ
Wi-Fi®ネットワークへのシステムの追加
SoundTouch™を使用するには、自宅のネットワークに接続しているコンピューター
にSoundTouch™ appをインストールする必要があります。インストールしたら、
アプリを使用してシステムをネットワークに接続します。セットアップの手順はア
プリに表示されます。

必ず、コンピューターの画面に表示される手順に従ってください。

注意 :  別のシステム用にSoundTouch™をすでにセットアップしてある場合は、アプ
リを起動して、[EXPLORE] > [SETTINGS] > [Systems] > [ADD SYSTEM]の
順に選択し、システムを追加します。

SoundTouch™ appのインストール
1. Wi-Fiネットワークに接続しているコンピューターでWebブラウザーを開いて、
次のアドレスにアクセスします。

http://www.Bose.com/soundtouch_app

ヒント : SoundTouch™で iTunes®やWindows Media® Playerの音楽ライブラリ
を再生するには、ライブラリが保存されているコンピューターを使用
してください。

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. SoundTouch™ appをダウンロードして、コンピューターにインストールします。

これで、システムをネットワークに接続する準備ができました。

注意 : アプリでケーブルを接続する指示が表示されるまで、ケーブルをシステ
ムに接続しないでください。
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システムをホームWi-Fi®ネットワークに接続する
1. SoundTouch™のアイコンをダブルクリックして、アプリを起動します。

アプリを初めて起動すると、システムをWi-Fiネットワークに接続してセット
アップする手順が表示されます。

アプリの指示に従ってシステムを接続してください。

2. システムをコンピューターと電源の近くの水平な場所に設置します。

3. アプリに指示が表示されたら、USBケーブルの小さい方のプラグをシステムの
SETUP A端子に接続します。

SoundTouch™ 30 system

4. USBケーブルの大きい方のプラグをコンピューターのUSBポートに差し込み
ます。

5. 電源コードをシステムのPOWER端子に接続します。

SoundTouch™ 30 system

6. 電源コードの反対側を、壁のコンセントに差し込みます。

アプリでシステムが検出され、ネットワークの認証情報を入力する指示が表示
されます。

7. コンピューターの画面に表示される手順に従い、SoundTouch™アカウントの作
成、音楽ライブラリの指定、音楽サービスへのログイン、音楽の検索、プリセッ
トの設定などのセットアップを完了します。
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システムの使用
システムの電源を入れる
ボタンパッドまたはリモコンの電源 ボタンを押します。システムの状態に応じ
て、アイコン、メッセージ、再生中のソース情報などがディスプレイに表示されま
す。ディスプレイに表示されるアイコンの一覧は、13ページをご覧ください。

ヒント : プリセットボタンや ボタンを押して、システムの電源をオンにす
ることもできます。

システム情報の確認
システムの前面には、情報を表示するディスプレイとWi-Fi®インジケーターがあり
ます。

• ディスプレイ : システムメッセージと再生中のソース情報が表示されます (13
ページを参照 )。

• Wi-Fiインジケーター : Wi-Fiの状態が表示されます (14ページを参照 )。

システムのフロントパネル

Wi-Fiインジケーター

ディスプレ
イ
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システムの使用
ディスプレイのメッセージについて
ディスプレイには、システム情報とアイコンが表示され、再生中のアルバムやアー
ティストなどの情報も表示されます。

ディスプレイの
アイコン 説明

システム起動中

進捗スピナー

初めて電源をオンにしたときに表示。セットアップ手順の確認指示

インターネットラジオ再生中

AirPlayモード有効

音量調整中

ミュート

音楽ライブラリ再生中

AUXモード有効

次のトラックへ送る

前のトラックへ戻す

一時停止

停止

プリセット選択
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システムの使用
Wi-Fi®インジケーター
システム前面のWi-Fiインジケーターには、Wi-Fiの状態が表示されます。

インジケーターの表示 システムの状態

白の点滅 Wi-Fiネットワークに接続中

白の点灯 (暗い ) 節電モード、Wi-Fiネットワークに接続

白の点灯 (明るい ) システムオン、Wi-Fiネットワークに接続

オレンジの点滅 Wi-Fiネットワークから切断

オレンジの点灯 別のセットアップモード (22ページを参照 )

消灯 ネットワーク無効、またはEthernet経由で接続

システムの操作ボタン
システムの操作は、ボタンパッドとリモコンで行います。SoundTouch™ appを使用
してシステムを操作することもできます (15ページを参照 )。

• ボタンパッド : システムの電源オン、プリセットの設定と再生、音量の調節、外
部入力への切替などが行えます。

• リモコン : ボタンパッドと同じ機能のほかに、トラック戻し /トラック送りや再生
/一時停止などの操作が行えます。

ボタン 説明

 電源ボタン : システムの電源をオン /オフ

6つのプリセットボタン : 

• 長押しして、現在再生中のプログラムをプリセットに設定
• プリセットボタンを押して再生

 –+  音量上 /下ボタン : 音量を上下に調節

 AUXモード : AUX端子に接続した機器を再生

 トラック戻し /トラック送り : トラックを前後にスキップ (リモコンのみ )

• 再生 /一時停止 : オーディオを再生または一時停止
• ミュート /ミュート解除 : AUX端子に接続した機器のミュートをオン /オ
フ (リモコンのみ )
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アプリを使用したシステムの操作

SoundTouch™ appを使用する 
SoundTouch™ appは、コンピューターやスマートフォン、タブレットなどからシス
テムを操作するためのソフトウェアです。このアプリを使用すると、スマートフォ
ンやタブレットなどでSoundTouch™ systemの機能を遠隔操作できます。

システム設定の管理、地元や世界中のインターネットラジオ局の選局、プリセット
の設定と変更、音楽のストリーミング再生、再生中のソース情報の表示などが行え
ます。

SoundTouch™ appを使用してネットワーク上のシステムをセットアップしたら、ス
トリーミング音楽の検索やプリセットの変更が行えます。

困ったときは
システムの詳しい使用方法については、アプリのヘルプヒントやオンラインヘルプ
をご覧ください。

ヘルプヒント
セットアップが完了すると、操作中の内容に合わせたヘルプヒントが画面に表示さ
れます。ヘルプヒントには、プリセットの変更方法など、システムを使用するため
の手順が表示されます。

ヒントが表示されるようにするには 

ヒントが無効になっている場合は、次の手順でヒントの表示を有効にします。

1. SoundTouch™ appを起動し、[EXPLORE] > [SETTINGS] > [Help Tips]の順に
選択します。

2. [SHOW TIPS]スライダーを [ON]にします。

オンラインヘルプ
SoundTouch™の使用方法を確認するには、次の操作を行います。

1. アプリで [EXPLORE] > [HELP]の順にクリックします。

2. ヘルプトピックで目的の項目を探します。

携帯端末にアプリをダウンロードする
システムをスマートフォンやタブレットなどで操作できる携帯端末用の
SoundTouch™ appは、無料でダウンロードできます。

スマートフォンやタブレットにアプリをインストールするには :

• iOSユーザーの場合 : SoundTouch™ controller appをApp Storeからダウンロード
します。

• Android™ユーザーの場合 : SoundTouch™ controller appをGoogle Play™からダウ
ンロードします。
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別のコンピューターからシステムを操作する
SoundTouch™ systemをホームWi-Fi®ネットワークに接続すると、同じネットワー
ク上の任意のコンピューターからシステムを操作できます。

1. システムを操作するコンピューターでWebブラウザーを開いて、次のアドレス
にアクセスします。

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. SoundTouch™ appをダウンロードし、インストールして起動します。

ログイン画面が表示されます。

これで、SoundTouch™アカウントにログインする準備ができました。
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プリセットのカスタマイズ
プリセットの機能
6つのプリセットには、お気に入りの音楽ストリーミングサービス、放送局、音楽
ライブラリのプレイリスト、アーティスト、アルバム、曲などを自由に保存できま
す。SoundTouch™ systemのボタンパッドやリモコンを使用して、音楽をいつでも
簡単に再生できます。

ヒント : コンピューターやスマートフォン、タブレットなどで、SoundTouch™ app
を使用してプリセットを操作することもできます (15ページを参照 )。

必要な知識
• プリセットは、アプリ、ボタンパッド、リモコンのいずれからでも設定できます

• iTunesやWindows Media Playerの音楽ライブラリをプリセットに保存している
場合は、音楽ライブラリを保存しているコンピューターの電源がオンになってい
て、SoundTouch™ systemと同じネットワークに接続されている必要があります

• AirPlayのストリーミングや、AUX端子に接続したオーディオ機器をプリセット
に設定することはできません

プリセットを再生する
アプリを使用してプリセットを設定し、ボタンパッドやリモコンのプリセットボタ
ンを押して再生できます。まだプリセットを設定していない場合は、アプリを起動
して設定してください。手順については、アプリのヘルプをご覧ください。

リモコンを使用する場合は、リモコンをシステムに向けて、プリセットボタンを押
します。

システムで音楽が再生されます。ディスプレイには、アイコンと、再生中のソース
に応じて曲や放送局などの情報が表示されます。「ディスプレイのメッセージにつ
いて」(13ページ )をご覧ください。

注意 :  プリセットが未設定であるというメッセージがディスプレイに表示され、音
楽が再生されない場合は、「プリセットを設定する」(18ページ )をご覧く
ださい。
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プリセットを設定する
このセクションでは、プリセットの設定と変更をボタンパッドやリモコンで行う方
法について説明します。

注意 :  SoundTouch™ appを使用してプリセットの設定と変更を行う方法について
は、アプリのヘルプを参照してください。

プリセットを設定するには
1. アプリを使用してシステムで音楽をストリーミング再生します。

2. 音楽を再生しているときに、ボタンパッドまたはリモコンのプリセットボタン
を2秒間長押ししします。

プリセットが設定されると、システムからビープ音が聞こえます。ディスプレ
イに「New Preset assigned」というメッセージが表示されます。

プリセットを変更するには
「プリセットを設定するには」の手順に従います。
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他のソースの再生
他のソースの音楽を再生する
SoundTouch™ systemを使用すれば、スマートフォン、タブレット、コンピューター
などに保存されている音楽をWi-Fi®経由でAirPlay®のストリーミングで再生するこ
とも、これらの機器やその他のオーディオ機器をAUX端子に接続して再生すること
もできます。

システムにオーディオ機器を接続する
スマートフォン、タブレット、コンピューター、その他のオーディオ機器の音声出
力を、AUX IN端子に接続できます。AUX IN端子には、3.5 mmステレオ音声ケー
ブルを接続できます (ケーブルは別途ご購入ください )。

1. ステレオ音声ケーブルを使用して、オーディオ機器をシステムのAUX IN端子
に接続します。

SoundTouch™ 30 system

2. ボタンパッドまたはリモコンの ボタンを押します。

3. オーディオ機器で音楽を再生します。

ヒント : システムの音量を最適な状態にするには、音量を75パーセント程度
に調節します。

AirPlay対応機器からAirPlayのストリーミングを再生する
SoundTouch™ systemをネットワークに接続したら、同じWi-Fiネットワーク上にあ
るAirPlay対応機器からのストリーミングオーディオを再生する準備が整います。

1. AirPlay対応機器の音楽再生アプリを起動します。

2. 機器で  をタップまたはクリックして、SoundTouch™ systemの名前 (セッ
トアップ中に割り当てたもの )を選択します。

3. 音楽アプリで音楽を再生します。
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高度な機能
高度なボタン操作
ボタンパッドのボタンを続けて押したり、ボタンを長押ししたりして、高度な機能
を操作することができます。

システムソフトウェアを更新する
SoundTouch™アカウントをまだ作成していない場合は、ソフトウェアを手動で更新
する必要があります。更新を自動で行うには、SoundTouch™アカウントを作成して
ください。アプリのヘルプをご覧ください。

1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの  と  –  を5秒間長押しします。

ディスプレイに、5秒間のカウントダウンとステータスを示す進捗バーが表示
されます。

ディスプレイに、更新完了を示すメッセージが表示されます。
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高度な機能
Wi-Fi® 機能を無効にする
システムには、ワイヤレス接続とAirPlayへの対応を可能にするWi-Fi機能が組み込
まれています。

1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの  と  –  を5秒間長押しします。

ディスプレイに、5秒間のカウントダウンと「Hold to disable networking」と
いうメッセージが表示されます。

Wi-Fi機能が無効の場合、Wi-Fiインジケーターが消灯します。

Wi-Fi機能を再度有効にする
1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの  と  –  を5秒間長押しします。

ディスプレイに、5秒間のカウントダウンと「Hold to enable networking」と
いうメッセージが表示されます。

Wi-Fi機能が有効になると、Wi-Fiインジケーターが点灯します。

工場出荷時設定へのリセット
工場出荷時の設定にリセットすると、ソース、音量、ネットワーク設定などのすべ
ての設定が消去され、システムが工場出荷状態となります。

1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの  と  –  を10秒間長押しします。

ディスプレイに、10秒間のカウントダウンと「Hold to restore factory 
settings」というメッセージが表示されます。

システムが再起動します。

3. コンピューターでSoundTouch™ appを起動し、システムをネットワークに追
加します (10ページを参照 )。
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高度な機能
別のセットアップ方法 
こちらでご案内するセットアップ方法では、最初にSoundTouch™ systemに組み込
まれたWi-Fi®ネットワークに接続し、続いて自宅のWi-Fiネットワークに接続します。

注意 :  この方法でセットアップを行うと、システムはAirPlay対応機器としての
み使用できるようになります。インターネットラジオや音楽サービスの
ストリーミング再生など、SoundTouch™の機能を十分に活用するには、
SoundTouch™ appを使用して、システムをホームWi-Fiネットワークに接続
する必要があります (10ページを参照 )。

1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの  と  –  を5秒間長押しします。ディスプレイに、5秒間の

カウントダウンと「alternate setup」というメッセージが表示されます。

3. コンピューター、タブレット、スマートフォンなどでWi-Fi機能を有効にして、
Bose® SoundTouch™ Wi-Fi Networkに接続します。

4. ブラウザを開き、アドレスバーに「http://192.168.1.1」と入力します。

Wi-Fiセットアップ画面が表示されます。

5. ドロップダウンリストから自宅のWi-Fiネットワークを選択します。

6. 必要に応じてパスワードを入力し、[接続 ]をタップまたはクリックします。

システムは自宅のWi-Fiネットワークへの接続を試みます。

システムのWi-Fiインジケーターが白で点滅し、ネットワークに接続すると白
の点灯に変わります。

7. コンピューター、タブレット、スマートフォンなどでWi-Fi設定画面を開き、
自宅のWi-Fiネットワークに再度接続します。

8. システムがネットワークに接続されたら、次の手順に従ってセットアップを完
了します。

A. SoundTouch™ appをダウンロードして起動します。

B. [SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP]画面で、次のオプションを選択します :

IT IS ALREADY ON MY NETWORK

注意 : セットアップの詳細については、「SoundTouch™ appのインストール」
(10ページ )をご覧ください。
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お手入れについて
Wi-Fi®ネットワークの追加
ネットワークの設定情報を変更した場合や、システムを別のネットワークに接続す
る場合は、アプリに新しいネットワーク情報を追加してから、システムに接続する
必要があります。

1. SoundTouch™ appを起動します。

2. [EXPLORE] > [SETTINGS] > [Systems]の順にクリックします。

3. システムを選択します。

4. [CONNECT TO A WI-FI NETWORK]をクリックします。

5. コンピューターの画面に表示される手順に従います。

故障かな？と思ったら
その他のトラブルシューティングについては、SoundTouch™ appのヘルプをご覧
ください .

トラブル 対処方法

ネットワークのセット
アップを完了できない

• ネットワーク名とパスワードを正しく設定していることを確認します
•  ネットワークサービスが利用可能で、システムとコンピューターが同
じネットワーク上にあることを確認します

• システムを無線ルーターやアクセスポイントに近付けます
• 他のオーディオ／ビデオストリーミングアプリを停止します
• アプリを終了してケーブルをすべて外し、セットアップをやり直します

ネットワークに接続で
きない

• ネットワークの設定情報を変更した場合や、システムを別のネット
ワークに接続する場合は、「Wi-Fi®ネットワークの追加」をご覧くだ
さい

• Ethernetケーブルを使用してネットワークに接続します 

音が途切れる／聞こえ
ない

• 電子レンジやコードレス電話など、電波の干渉を与える可能性のある
機器からシステムを離します

• 他のオーディオ／ビデオストリーミングアプリを停止します
• システムの電源がオンになっていて、コンピューターと同じネット
ワークに接続されていることを確認します

• システムやオーディオ機器を無線ルーターやアクセスポイントに近付
けます

• システムの音量がミュートされていたり、低すぎないか確認します
• 電源コードをコンセントから抜き、1分待ってから差し直します

AirPlayのストリーミン
グを再生できない

• システムとAirPlay対応機器が同じネットワークに接続されているこ
とを確認します

• AirPlay対応機器で音楽が再生され、音量が上がっているか確認します
• 機器のAirPlayメニューでシステムを選択していることを確認します
• 無線ルーターやアクセスポイントなど、電波の干渉を与える可能性の
ある機器からAirPlay対応機器を離します

注意 : AirPlay対応機器とシステムは近付けてもかまいません。無線ルー
ターやアクセスポイントとの距離だけをご確認ください
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お手入れについて
SoundTouch™ systemの外装は、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。スピー
カーグリルには弱いパワーで掃除機をかけてもかまいません。

• 溶剤、化学薬品、スプレーなどを使用しないでください。

• 開口部から液体や異物が入らないようにしてください。

リモコンの電池を交換する
警告 :
 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込まないでくだ
さい。化学薬品によるやけどを負う恐れがあります。この製品に付属のリモコンには
ボタン電池が使用されています。ボタン電池を飲み込むと、体内で2時間以内に深刻な
やけどを負って生命を脅かす恐れがあります。バッテリーカバーがきちんと閉まらない
場合は、リモコンの使用をおやめください。電池を飲み込んだり、身体の中に入って
しまったと思ったら、すぐに医師の診断を受けてください。取り扱いを誤ると、破裂
や火災、火傷などの原因となることがあります。また、分解や充電、焼却を行ったり、
100℃以上の熱を与えないようにしてください。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。使用済みの電池は速やかに処分してください。

1. 硬貨などを使用して電池カバーを少し左に回します。

2. カバーを取り外し、＋極の表示がある平らな面を上に向けて、新しい電池を装
着します。

3. カバーを元に戻し、右に回してロックします。

お手入れについて
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お手入れについて
ユーザーサポート
トラブル解決のための詳細情報については、ボーズ株式会社ユーザーサポートセン
ターにお問い合わせください。お問い合わせ先は、SoundTouch™ systemに添付さ
れている連絡先リストをご覧ください。

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 0570-550-305
PHS、IP 電話からは、Tel 03-5489-0955 へおかけください。

修理品のお送り先
ボーズ株式会社　サービスセンター

お問い合わせ窓口

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 
　　　　　　　　　　　　　 唐木田センタービル
Tel 03-5489-1124

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
SoundTouch™ 30 system

外形寸法 : 24.7 cm (H) x 43.5 cm (W) x 18.1 cm (D) (9.7" x 17.1" x 7.1") 

質量 : 約9.0 kg (18.5 lb)

入力電源定格 : AC 100～ 120V  50-60 Hz、150W

SoundTouch™ 20 system

外形寸法 : 18.8 cm (H) x 31.5 cm (W) x 10.4 cm (D) (7.4" x 12.4" x 4.1")

質量 : 約3.2 kg (7.0 lb)

入力電源定格 : AC 100～ 120V  50-60 Hz、90W
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