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READ THIS FIRST
Refer to the owner’s guide for safety-related information.
To set up the system, you need:
• Broadband Internet connection
• Wireless network (802.11b/g compatible)
• Computer on your network
• Network name and password
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Prepare for Setup

Download the SoundTouch™ app

Install the system and speakers

• Place the carton near your computer.
• Unpack the Acoustimass® module.
• Unpack the SoundTouch™ wireless adapter.
• Connect the adapter to the Bose link connector on the
Acoustimass® module.

• On your computer, open a browser and go to
http://www.Bose.com/soundtouch_app

• Place the Acoustimass module in its permanent location.
• Install the speakers.

Tip: Use the computer where your music library is stored.

Note: R
 efer to the Setting up the System section in the owner’s
guide.

Note: Do not connect the power cord until prompted by the app.

Note: Do not use a smartphone or tablet for setup.

Already have SoundTouch™ systems set up?

• Follow the onscreen instructions to setup the system. The app
guides you through setup.

If Yes, launch the app now. Click EXPLORE > SETTINGS >
Systems > ADD SYSTEM. Follow the onscreen instructions to
setup the system.

Note: R
 efer to the Setting up the System section in the owner’s
guide for more information. It provides detailed information
on placing your system.

• Download and run the SoundTouch™ app.

• Perform ADAPTiQ® calibration.
Note: Refer to the ADAPTiQ section in the owner’s guide.

If No, go to step 2.
日本語

最初にお読みください
安全上の留意項目についてはオーナーズガイドをご参照ください。
システムをセットアップするには、以下が必要です。
• ブロードバンドインターネット接続
• ワイヤレスネットワーク (802.11b/g 互換 )
• ネットワークに接続しているコンピューター
• ネットワーク名とパスワード

セットアップの準備

SoundTouch™ app のダウンロード

システムとスピーカーの設置

• 箱をコンピューターの近くに置きます。
• 箱からAcoustimass®モジュールを取り出します。
• 箱からSoundTouch™ワイヤレスアダプターを取り出します。
• アダプターをAcoustimass®モジュール背面のBose Link 端子に接
続します。

• コンピューターでWeb ブラウザーを開いて、
http://www.Bose.com/soundtouch_app にアクセスします。

• Acoustimass モジュールを使用する場所に置きます。
• スピーカーを設置します。

ヒント : 音楽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。

注記 : オーナーズガイドの「システムのセットアップ」の項を参照
してください。

• SoundTouch™アプリをダウンロードして実行します。

• ADAPTiQ®自動音場補正システムを実行します。

注記 : スマートフォンやタブレットをセットアップに使用しない
でください。

注記 : オーナーズガイドの「ADAPTiQ」の項を参照してください。

注記: 電源コードは、アプリに指示が表示されるまでは接続しない
でください。

SoundTouch™ systemのセットアップがお済みの場合は、
アプリを起動してください。[Explore (参照)] > [Settings (設定)] >
[Systems (システム)] > [Add System (システムの追加)]の順にク
リックします。画面の指示に従ってシステムをセットアップします。
セットアップがまだお済みでない場合は、手順 2 にお進みください。

• 画面の指示に従って、システムをセットアップします。セットアッ
プの手順はアプリに表示されます。
注記 : 詳細については、オーナーズガイドの「システムのセット
アップ」の項を参照してください。システムの設置に関する
情報が詳しく説明されています。
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Troubleshooting

故障かな？と思ったら

Unable to complete network setup
™

®

• Ensure your computer and SoundTouch system are connected to the same Wi-Fi network.
• Ensure network name and password are correct.
• Ensure the system is within range of the router.
• Close other open applications.
™
™
• Check your computer’s firewall settings to ensure that the SoundTouch app and SoundTouch Music Server are
allowed programs.
• Restart your computer.
• Restart your router.
™
™
• Reboot your SoundTouch system (refer to the help system in the SoundTouch app).
• Uninstall the app, factory reset the system, and restart the setup process. To factory reset the system, unplug the
Bose link cable, then press and hold the control button while reconnecting the cable.
• If the network name does not appear or it is hidden, select Manually Connect to Another Network on the
CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK screen.
™
• For more information, visit the SoundTouch Online Forum or contact Bose Support (refer to the contact list
included in the carton).
™
Note: For more troubleshooting, refer to the Help system in the SoundTouch app
AirPlay
• Ensure system and AirPlay device are connected to the same network
• Ensure system is selected in the AirPlay menu of the device
• Ensure AirPlay device is playing; increase its volume
• Move AirPlay device away from possible interference and closer to the wireless router or access point
Note: Proximity of the Airplay device to the system is not important, only to the wireless router or access point

ネットワークのセットアップを完了できない
• コンピューターとSoundTouch™ システムが同じWi-Fi®ネットワークに接続されていることを確認します。
• 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。
• システムがルーターの接続範囲内にあることを確認します。
• 開いている他のアプリケーションを終了します。
• コンピューターのファイアウォールの設定をチェックして、SoundTouch™ appとSoundTouch™ミュージックサー
バーが許可されるプログラムであることを確認します。
• コンピューターを再起動します。
• ルーターを再起動します。
• SoundTouch™システムを再起動します(SoundTouch™ appのヘルプをご覧ください)。
• アプリをアンインストールし、システムを出荷時の設定に戻してから、セットアップをやり直します。システムを
出荷時の設定に戻すには、BoseLinkケーブルを外して、Controlボタンを押したままケーブルを再度接続します。
• ネ ッ ト ワ ー ク 名 が 表 示 さ れ な い、 ま た は、 非 表 示 に 設 定 さ れ て い る 場 合 は、[CONNECT TO HOME WI-FI
NETWORK (ホームWi-Fiネットワークに接続します)]画面で[Manually Connect to Another Network (別のネッ
トワークに手動で接続する)]を選択します。
• 詳細については、SoundTouch™オンラインフォーラムの情報を参照するか、カスタマーサービスにお問い合わせく
ださい(日本語取扱説明書の「お問い合わせ先」をご覧ください)。
注記: その他のトラブルシューティングについては、SoundTouch™アプリのヘルプをご覧ください
AirPlay
• 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
• 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
• AirPlay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
• 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機器を離します

SoundTouch and the wireless note design are trademarks of Bose Corporation in the U.S. and other countries.

注記: Airplay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

AirPlay is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Wi-Fi is a registered mark of the Wi-Fi Alliance.
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