
QUICK START GUIDE • คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว • 빠른 시작 안내서 • 快速启动指南 • 快速啟動指南

クイックスタートガイド • دليل البدء السريع

Please read and keep all safety, security and use instructions. • โปรดอ่านและเก็บค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว ้• 모든 안전, 보안 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. •  
请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。 • 請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。 • 安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。 •  
ُيرجى قراءة جميع تعليمات السالمة، واألمان، واالستخدام واالحتفاظ بها.

SOUNDTOUCH® 300

START HERE



Place the soundbar
Keep at least 1 – 3 ft. (0.3 – 0.9 m) away from other  
wireless equipment.

ENG L I S H

For more detailed instructions, check out 
the online owner’s guide:

global.Bose.com/Support/ST300

X

http://global.Bose.com/Support/ST300


Choose an audio cable
Option 1 (Preferred): HDMI™ ARC 
If your TV has an HDMI™ ARC connector, connect the HDMI cable to your 
TV’s HDMI ARC connector and the soundbar’s HDMI OUT TO TV (ARC) 
connector.

Option 2: Optical
If your TV doesn’t have an HDMI ARC connector, connect the  optical 
cable to your TV’s Optical OUT connector and the  soundbar’s  
OPTICAL IN connector.

ENG L I S H
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Set up ADAPTiQ® audio calibration
1. Connect the ADAPTiQ® headset to the soundbar.
2. Put the headset on your head.
NOTE:  If pairing the optional bass module or surround 

speakers, complete pairing before running 
 ADAPTiQ audio calibration.

Power on the soundbar
1. Connect the soundbar to power.
2. On the remote control, press  .
NOTE:  If you hear distorted audio, turn off your TV’s speakers 

(refer to your TV owner’s guide). If you don’t hear any 
audio, try the troubleshooting steps after step 7.

ENG L I S H



Run ADAPTiQ® audio calibration
1.  On the remote control, press . 
2.  Press and hold  until  and  on the soundbar glow green.
NOTE:  To cycle through languages, press  and  on the   

navigation pad. 

1

2

ENG L I S H

Download the SoundTouch® app*
Download the app to play streaming music, access music services,  
adjust additional settings for the soundbar and try new features through 
software updates.
* If using a computer go to global.Bose.com/Support/ST300 to  download 
the app.

http://global.Bose.com/Support/ST300


Program the remote control
 Refer to the Universal Remote Control Setup Guide  (provided)  
for instructions on programming and using the  remote to control 
your sources.

ENG L I S H

No audio?
Try these troubleshooting steps:

• Make sure the soundbar’s HDMI cable is inserted into an 
HDMI ARC or Audio Return Channel connector on your TV, 
not a standard HDMI connector.

• If the soundbar is connected to your TV’s HDMI ARC 
 connector, make sure that Consumer Electronics Control 
(CEC) is  enabled in your TV system menu. Your TV may 
refer to CEC by a  different name. Refer to your TV  
owner’s guide.

NOTE: CEC is fully enabled on the soundbar by default.

• Connect to the soundbar using both the HDMI cable 
 (inserted into your TV’s HDMI ARC connector) and the 
 optical cable (see step 2, «Choose an audio cable»).

For complete troubleshooting information, refer to the  online 
owner’s guide at:

global.Bose.com/Support/ST300

w



วาง Soundbar
วางให้ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นอย่างน้อย 0.3 - 0.9 ม.

ไทย

ส�าหรับค�าแนะน�าโดยละเอียด  
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ทางออนไลน:์

global.Bose.com/Support/ST300
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เลือกสายสัญญาณเสียง
ทางเลือก 1 (แนะน�า): HDMI™ ARC 

หากทีวีของคุณมีช่องเสียบ HDMI™ ARC ให้เสียบต่อสายเคเบิล HDMI กับช่องเสียบ 
HDMI ARC ของทีวีของคุณและช่องเสียบ HDMI OUT TO TV (ARC) ของ 
Soundbar

ทางเลือก 2: ออพติคัล

หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI ARC ให้เสียบต่อสายเคเบิลออพติคัลเข้ากับช่อง
เสียบ Optical OUT ของทีวีของคุณและช่องเสียบ OPTICAL IN ของ soundbar

ไทย
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ติดตั้งระบบปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ®
1.  เชื่อมต่อชุดหูฟัง ADAPTiQ® กับ Soundbar

2.  สวมชุดหูฟังบนศีรษะของคุณ

หมายเหต:ุ   หากจับคู่กับชุดเสียงเบสหรือล�าโพงเซอร์ราวด ์ให้จับคู่ให้เสร็จสิ้น
ก่อนเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ

เปิด Soundbar
1.  เชื่อมต่อ Soundbar กับแหล่งจ่ายไฟ

2.  บนรีโมทคอนโทรล กด 

หมายเหต:ุ   หากคุณได้ยินเสียงเพี้ยน ให้ปิดล�าโพงของทีว ี(โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีว)ี 
หากคุณไม่ได้ยินเสียงใดๆ ลองท�าตามขั้นตอนการแก้ปัญหาภายหลัง
ขั้นตอนที่ 7

ไทย



เรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ®
1.  บนรีโมทคอนโทรล กด  

2.  กด  ค้างไว้จนกระทั่ง  และ  บน soundbar สว่างนิ่งเป็นสีเขียว

หมายเหต:ุ   หากต้องการเลื่อนดูภาษาต่างๆ กด  และ  บนแผงส�ารวจ 

1

2

ไทย

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SoundTouch®*
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อเล่นการสตรีมเพลง เข้าถึงบริการเพลง  
ปรับการตั้งค่าเพิ่มเติมส�าหรับ Soundbar และลองใช้คุณสมบัติใหม่ๆ  
ผ่านการอัพเดตซอฟต์แวร์

* หากใช้คอมพิวเตอร ์ให้ไปที ่global.Bose.com/Support/ST300  
เพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

http://global.Bose.com/Support/ST300


ตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรล
 โปรดดูคู่มือการตั้งค่ารีโมทคอนโทรลสากล (ให้มาด้วย)  
ส�าหรับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมและ 
การใช้งานรีโมทเพื่อควบคุมแหล่งสัญญาณของคุณ

ไทย

ไม่มีเสียง?
ลองท�าตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี:้

• ตรวจสอบว่าสายเคเบิล HDMI ของ Soundbar เสียบต่อกับช่องเสียบ 
HDMI ARC หรือ Audio Return Channel บนทีวีของคุณ  
ไม่ใช่ช่องเสียบ HDMI มาตรฐาน

• หาก Soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI ARC ของทีวีของคุณ 
ตรวจสอบว่า Consumer Electronics Control (CEC) เปิดใช้งานอยู่
ในเมนูระบบของทีว ีทีวีของคุณอาจกล่าวถึง CEC โดยใช้ชื่ออื่น  
โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี

หมายเหตุ:  โดยค่าเร่ิมต้น CEC จะถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบบน 
Soundbar

• เชื่อมต่อกับ Soundbar โดยใช้ทั้งสาย HDMI (เสียบเข้าถึงช่องเสียบ 
HDMI ARC ของทีว)ี และสายออพติคัล (ดูขั้นตอนที ่2 «เลือกสาย
สัญญาณเสียง»)

ส�าหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาทั้งหมด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ได้ที:่

global.Bose.com/Support/ST300
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사운드바 배치

다른 무선 장비에서 최소 0.3 – 0.9m 떨어뜨려 놓으십시오.

한국어

자세한 지침은 온라인 사용자 안내서를 
확인하십시오.

global.Bose.com/Support/ST300
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오디오 케이블 선택

옵션 1 (권장): HDMI™ ARC 

TV에 HDMI™ ARC 커넥터가 있을 경우 HDMI 케이블을 TV의 HDMI ARC 
커넥터와 사운드바의 HDMI OUT TO TV (ARC) 커넥터에 연결합니다.

옵션 2: 광

TV에 HDMI ARC 커넥터가 없을 경우 광 케이블을 TV의 Optical OUT 
커넥터와 사운드바의 OPTICAL IN 커넥터에 연결합니다.

한국어
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ADAPTiQ® 오디오 교정 설정

1.  ADAPTiQ® 헤드셋을 사운드바에 연결합니다.

2.  머리에 헤드셋을 착용합니다.

참고:   옵션 베이스 모듈 또는 서라운드 스피커를 쌍 결합할 
경우 ADAPTiQ 오디오 교정을 실행하기 전에 쌍 결합을 
완료하십시오.

사운드바 전원 켜기

1.  전원에 사운드바를 연결합니다.

2.  리모콘에서 을 누릅니다.

참고:   소리가 왜곡되어 들릴 경우 TV 스피커를 끄십시오(TV 
사용자 안내서 참조). 오디오가 들리지 않을 경우 단계 7 
이후 문제 해결 단계를 시도해보십시오.

한국어



ADAPTiQ® 오디오 교정 실행

1.  리모콘에서 을 누릅니다. 

2.  사운드바의  및 에 녹색 불이 들어올 때까지 을 길게 누
릅니다.

참고:   언어를 탐색하려면 탐색 패드에서  및 을 누릅니다. 

1

2

한국어

SoundTouch® 앱 다운로드*
앱을 다운로드하여 스트리밍 음악을 재생하고, 뮤직 서비스에 
액세스하고 사운드바의 추가 설정을 조정하고 소프트웨어 업
데이트를 통해 새로운 기능을 시도할 수 있습니다.

* 컴퓨터를 사용할 경우 global.Bose.com/Support/ST300에서 
앱을 다운로드합니다.

http://global.Bose.com/Support/ST300


리모콘 프로그래밍

 소스 조작을 위해 리모콘을 프로그래밍하고 사용하는 지침은 
범용 리모콘 설치 안내서(제공됨)을 참조하십시오.

한국어

소리가 나지 않을 경우?
아래 문제 해결 단계를 시도해보십시오.

• 사운드바의 HDMI 케이블이 표준 HDMI 커넥터가 아닌 TV의 
HDMI ARC 또는 Audio Return Channel 커넥터에 제대로 
삽입되어 있는지 확인합니다.

• 사운드바가 TV의 HDMI ARC 커넥터에 연결된 경우 TV 
시스템 메뉴에서 Consumer Electronics Control (CEC)이 
활성화되어 있는지 확인합니다. 사용자의 TV에서 CEC를 
다른 이름으로 부를 수도 있습니다. TV의 사용자 안내서를 
참조하십시오.

참고:  사운드바는 기본값으로 CEC가 활성화되어 있습니다.

• HDMI 케이블(TV의 HDMI ARC 커넥터에 삽입됨)과 광 
케이블(단계 2, «오디오 케이블 선택» 참조) 모두를 사용하여 
사운드바를 연결합니다.

전체 문제 해결 정보는 온라인 사용자 안내서를 참조하십시오.

global.Bose.com/Support/ST300
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放置条形音箱

请将其与其他无线设备保持至少 0.3 – 0.9 m 的距离。

简体中文

有关更详细的说明，请查看联机用户指南：

global.Bose.com/Support/ST300
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选择音频线

选项 1（优先）： HDMI™ ARC 

如果您的电视有 HDMI™ ARC 连接器，请将 HDMI 线缆连接到电视的 
HDMI ARC 连接器和条形音箱的 HDMI OUT TO TV (ARC) 连接器上。

选项 2： 光纤

如果您的电视没有 HDMI ARC 连接器，请将光纤线连接到电视的 
Optical OUT 连接器和条形音箱的 OPTICAL IN 连接器。

简体中文
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设置 ADAPTiQ® 音频校准
1.  将 ADAPTiQ® 耳机连接到条形音箱。

2.  将耳机戴在头上。

注意： 如果正在配对可选的低音音箱或环绕扬声器，先完成
配对，然后运行 ADAPTiQ 音频校准。

打开条形音箱

1.  将条形音箱连接到电源。

2.  在遥控器上按 。

注意： 如果音频扭曲变调，请关闭您的电视扬声器（请参见电
视用户指南）。如果听不到任何声音，请尝试步骤 7 之后
的故障排除步骤。

简体中文



运行 ADAPTiQ® 音频校准
1.  在遥控器上按 。

2.  按住  直到条形音箱上的  和  闪烁绿色。

注意： 要浏览语言，请按导航板上的  和 。

1

2

简体中文

下载 SoundTouch™ 应用程序 *
下载应用程序以播放流媒体音乐、访问音乐服务、调整条形

音箱的其他设置并通过软件更新尝试新功能。

* 若使用电脑，请访问 global.Bose.com/Support/ST300 下载
该应用程序。

http://global.Bose.com/Support/ST300


编程遥控器

 参考通用遥控器安装指南（已提供）中关于编程和
利用遥控器控制音频源的说明。

简体中文

没有声音 ?
尝试以下故障排除步骤：

• 请确保条形音箱的 HDMI 连接线已插入电视上的 HDMI ARC 
或 Audio Return Channel 连接器，而不是标准的 HDMI 连
接器。

• 如果条形音箱已连接到电视的 HDMI ARC 连接器，请确
保已启用电视系统菜单中的 Consumer Electronics Control 
(CEC)（消费电子产品控制）。您的电视上的 CEC 可能使
用其他的名称。请参阅电视用户指南。

注意：默认情况下，条形音箱上的 CEC 会全面启动。

• 使用 HDMI 线缆（已插入电视的 HDMI ARC 连接器 )和光
纤线缆连接条形音箱（请参见步骤 2，«选择音频线缆 »）。

有关完整的故障诊断信息，请参见联机用户指南：

global.Bose.com/Support/ST300
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放置條形音箱

請將其與其他無線設備保持至少 0.3 – 0.9 m 的距離。

繁體中文

有關更詳細的指示，請查看線上使用者指南：

global.Bose.com/Support/ST300
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選擇音訊連接線

選項 1（優先）： HDMI™ ARC 

若您的電視有 HDMI™ ARC 連接器，請將 HDMI 連接線連接至電視的 
HDMI ARC 連接器和條形音箱的 HDMI OUT TO TV (ARC) 連接器上。

選項 2： 光纖

若您的電視沒有 HDMI ARC 連接器，請將光纖連接至電視的 Opti-
cal OUT 連接器和條形音箱的 OPTICAL IN 連接器上。

繁體中文
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設定 ADAPTiQ® 音場調校
1.  將 ADAPTiQ® 耳機連接至條形音箱。

2.  將耳機戴在頭上。

備註： 若正配對可選的低音音箱或環繞揚聲器，請先完成
配對，然後運行 ADAPTiQ 音場調校。

打開條形音箱

1.  將條形音箱連接到電源 .

2.  在控制器上按 。

備註： 若音訊扭曲變調，請關閉您的電視揚聲器（請參見
電視使用者指南）。若未聽到聲音，請嘗試步驟 7 
之後的疑難排解步驟。

繁體中文



運行 ADAPTiQ® 音場調校
1.  在控制器上按 。

2.  按住  直到條形音箱上的  和  閃爍綠色。

備註： 要瀏覽語言，請按導覽板上的  和 。

1

2

繁體中文

下載 SoundTouch™ 應用程式 *
下載應用程式以播放串流音樂、存取音樂服務、調整 
條形音箱的其他設定並透過軟體更新嘗試新功能。

* 若使用電腦，請訪問 global.Bose.com/Support/ST300 
下載該應用程式。

http://global.Bose.com/Support/ST300


程式設計遙控器

 參考通用遙控器安裝指南（已提供）中關於程式設計和利用遙控器
控制音訊源的指示。

繁體中文

沒有聲音 ?
嘗試以下疑難排解步驟：

• 請確保條形音箱的 HDMI 連接線已插入電視上的 HDMI ARC 
或 Audio Return Channel 連接器，而不是標準的 HDMI 連
接器。

• 如果條形音箱已連接到電視的 HDMI ARC 連接器，請確保
已啟用電視系統功能表中的 Consumer Electronics Control 
(CEC)（消費電子產品控制）。您的電視上的 CEC 可能使
用其他的名稱。請參閱電視使用者指南。

備註：預設情況下，條形音箱上的 CEC 會全面啟動。

• 使用 HDMI 連接線（已插入電視的 HDMI ARC 連接器 )和
光纖連接線連接條形音箱（請參見步驟 2，「選擇音訊連
接線」）。

有關完整的疑難排解資訊，請參見線上使用者指南：

global.Bose.com/Support/ST300
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サウンドバーを設置する
他のワイヤレス機器から30～ 90 cmほど離して設置します。

日本語

詳細な手順については、インターネットで取扱説
明書をご確認ください。

global.Bose.com/Support/ST300
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音声ケーブルを選択する
オプション1 (推奨): HDMI™ ARC接続 

テレビにHDMI™ ARC端子がある場合は、HDMIケーブルをテレビの
HDMI ARC端子とサウンドバーのHDMI OUT TO TV (ARC)端子に接
続します。

オプション2: 光デジタル接続
テレビにHDMI ARC端子がない場合は、光ケーブルをテレビの
光デジタル音声出力端子とサウンドバーのOPTICAL IN端子に
接続します。

日本語

HDMI ARC
Audio IN

Audio OUT

Optical

Optical

HDMI
OUT
TO TV
(ARC)

Audio IN
Audio OUT

Optical

Optical

Optical

Audio OUT
Optical

Audio IN

HDMI ARC

OPTICAL
IN

Optical

Audio OUT
Optical

Audio INHDMI (ARC)

HDMI IN

または



ADAPTiQ®自動音場補正を準備する
1.  ADAPTiQ®用ヘッドセットをサウンドバーに接続します。

2.  ヘッドセットを頭に装着します。

注 :   オプションのベースモジュールやサラウンドスピーカーを 
ペアリングする場合は、ペアリングが終わってからADAPTiQ
自動音場補正を実行してください。

サウンドバーの電源をオンにする
1.  サウンドバーを電源に接続する。

2.  リモコンの  ボタンを押します。

注 :   テレビの内蔵スピーカーはオフにします(テレビの取扱説明書を
参照)。音が聞こえない場合は、手順7の後で「故障かな？と思っ
たら」の対処方法をお試しください。

日本語



ADAPTiQ®自動音場補正を実行する
1.  リモコンの  ボタンを押します。

2.  サウンドバーの  および  インジケーターが緑に点灯する
まで  ボタンを長押しします。

注 :   言語を変更するには、ナビゲーションパッドの  ボタンと 
 ボタンを押します。

1

2

日本語

SoundTouch® app*をダウンロードする
アプリをダウンロードすると、サウンドバーから音楽のストリー
ミング再生や音楽サービスの利用、その他の設定項目の調整など
が可能になります。ソフトウェアを更新して新機能を利用するこ
ともできます。

* パソコンを使用する場合は、global.Bose.com/Support/ST300に
移動してアプリをダウンロードします。

http://global.Bose.com/Support/ST300


リモコンを設定する
 リモコンでソース機器を操作できるように設定する手順と、
リモコンの使用方法については、付属のユニバーサルリモコ
ン設定ガイドをご参照ください。

日本語

音が聞こえない場合
次のトラブルシューティングをお試しください。

• サウンドバーのHDMIケーブルがテレビのHDMI ARCま
たはAudio Return Channelと表示されている端子に接続
されていることを確認します。通常のHDMI端子ではあ
りませんのでご注意ください。

• サウンドバーがテレビのHDMI ARC端子に接続されて
いる場合は、テレビのシステムメニューでConsumer 
Electronics Control (CEC)機能が有効になっていることを
確認します。CEC機能はメーカーによって別の名称で呼
ばれていることがあります。テレビの取扱説明書をご覧
ください。

注 :  サウンドバーではCEC機能がデフォルトで有効化さ
れています。

• HDMIケーブル(テレビのHDMI ARC端子に接続)と光ケー
ブル(手順2「音声ケーブルを選択する」を参照)を両方
使用してサウンドバーに接続します。

詳細なトラブルシューティング情報については、インター
ネットで取扱説明書をご確認ください。

global.Bose.com/Support/ST300
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ضع مكبر الصوت
حافظ على مسافة من 1 إلى 3 أقدام (0،3 إلى 0،9 متًرا) بعيًدا عن األجهزة 

الالسلكية األخرى.

العربية

لمزيد من التعليمات المفّصلة، تحقق من دليل المالك عبر اإلنترنت:

global.Bose.com/Support/ST300

X



اختر كبل صوت
 HDMI™ ARC :(مفضل) الخيار 1

إذا كان تلفازك يتضمن موصل HDMI™ ARC، فقم بتوصيل كبل HDMI بموصل 
HDMI ARC الخاص بتلفازك وبموصل HDMI OUT TO TV (ARC) الخاص 

بمكبر الصوت.

الخيار 2: ضوئي
إذا كان تلفازك ال يتضمن موصل HDMI ARC، فقم بتوصيل الكبل الضوئي بموصل 
Optical OUT الخاص بتلفازك وبموصل OPTICAL IN الخاص بمكبر الصوت.

العربية
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ADAPTiQ®  إعداد معايرة الصوت
 قم بتوصيل سماعة الرأس ®ADAPTiQ في مكبر الصوت.. 1

 ضع سماعة الرأس على رأسك.. 2

مالحظة:  في حال إقران وحدة صوت الباص االختيارية أو السماعات المجسمة، قم بإكمال 
.ADAPTiQ اإلقران قبل تشغيل معايرة الصوت

قم بتشغيل مكبر الصوت
 توصيل مكبر الصوت بالكهرباء.. 1

2 ..  في جهاز الريموت كنترول، اضغط على 

مالحظة:  في حالة سماعك لصوت مشوش، قم بإطفاء سماعات تلفازك (راجع دليل المالك 
الخاص بتلفازك). إذا لم تسمع أي صوت، فجّرب خطوات استكشاف األخطاء 

وإصالحها بعد الخطوة 7.

العربية



ADAPTiQ®  تشغيل معايرة الصوت
1 . .  في جهاز الريموت كنترول، اضغط على 

 اضغط مع االستمرار على  إلى أن يضيء  و في مكبر الصوت باللون األخضر.. 2

مالحظة:  للتنقل بين اللغات المختلفة، اضغط على  و في لوحة التنقل. 

1

2

العربية

SoundTouch® قم بتنزيل التطبيق
قم بتنزيل التطبيق لتشغيل بث الموسيقى، وادخل على خدمات الموسيقى، وقم بضبط اإلعدادات 

اإلضافية الخاصة بمكبر الصوت وجّرب الميزات الجديدة عبر تحديثات البرنامج.

 global.Bose.com/Support/ST300 إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فاذهب إلى الموقع *
لتنزيل التطبيق.

http://global.Bose.com/Support/ST300


برمجة جهاز الريموت كنترول
 راجع دليل إعداد جهاز الريموت كنترول العالمي (متوفر) للحصول على تعليمات عن كيفية 

برمجته واستخدامه للتحكم في أجهزتك.

العربية

أال يصدر صوًتا؟
جرب خطوات استكشاف األخطاء وإصالحها التالية:

تأكد من إدخال كبل مكبر الصوت HDMI في موصل HDMI ARC أو 	 
Audio Return Channel في جهاز التلفاز الخاص بك، وليس موصل 

HDMI قياسي.

إذا تم توصيل مكبر الصوت بموصل HDMI ARC الخاص بجهاز التلفزيون 	 
لديك، فتأكد من تمكين تحكم المستهلك في اإللكترونيات (CEC) في قائمة النظام 

بالتلفزيون. قد تتوفر خاصية CEC على تلفازك باسم آخر. يرجى الرجوع إلى 
دليل المالك في جهاز التلفزيون الخاص بك.

خاصية CEC مفعلة بالكامل في مكبر الصوت بشكل افتراضي. مالحظة: 

 	 HDMI ARC المتصل بموصل) HDMI قم بتوصيل مكبر الصوت باستخدام كبل
الخاص بتلفازك) والكبل الضوئي (راجع الخطوة 2 «اختيار كبل الصوت»).

للحصول على المعلومات الكاملة الخاصة باستكشاف األخطاء وإصالحها، راجع 
دليل المالك عبر اإلنترنت على:

global.Bose.com/Support/ST300
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