
3 在智能手机或平板电脑上进行设置* 
 下载 SoundTouch™ 控制器应用程序。

• iOS 用户：从应用程序商店下载

• Android™ 用户：从 Google Play™ 商店下载

 应用程序将帮助您完成设置。

 * 若使用电脑，请访问 SoundTouch.com/app 下载该应用程序。

 在智慧型手機或平板電腦上進行設定 *
 下載 SoundTouch™ 控制器應用程式。

• iOS 使用者：從應用程式商店下載

• Android™ 使用者：從 Google Play™ 商店下載

 應用程式將幫助您完成設定。

 * 若使用電腦，請移至 SoundTouch.com/app 下載該應用程式。

 スマートフォンやタブレットをセットアップします* 
 SoundTouch™コントローラー用アプリをダウンロードします。

• iOSユーザーの場合 : App Storeからダウンロードします
• Android™ユーザーの場合 : Google Play™ストアからダウンロードします

 セットアップの手順はアプリに表示されます。
 * コンピューターを使用する場合は、SoundTouch.com/appに移動してアプリをダウンロードします。

اإلعداد على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي*
.SoundTouch™  تنزيل تطبيق وحدة التحكم

  App Store قم بالتنزيل من :iOS لمستخدمي نظام
  Google Play™  Store قم بالتنزيل من :Android™  لمستخدمي نظام

يقوم التطبيق بتوجيهك خالل اإلعداد.
*  إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر اذهب إلى العنوان SoundTouch.com/app لتنزيل التطبيق.

已经在使用 SoundTouch™？ 

若在用： 轻触  打开智能手机或平板电脑上的应用程序。

转到 EXPLORE（浏览）> SETTINGS（设置）> Systems（系统）
> ADD SYSTEM（添加系统）。

若未用： 转到步骤 3。

已經在使用 SoundTouch™？ 

若在用 點選  打開智慧型手機或平板電腦的應用程式。

執行 EXPLORE（瀏覽） > SETTINGS（設定）> Systems（系
統）> ADD SYSTEM（加入系統）。

若未用 執行步驟 3。

すでにSoundTouch™をお使いですか? 

すでにお使いの場合 : スマートフォンやタブレットで  
をタップしてアプリを開きます。[EXPLORE (参照)] > 
[SETTINGS (設定)] > [Systems (システム)] >  
[ADD SYSTEM (システムの追加)] に移動します。
まだお使いでない場合 : 手順3にお進みください。

هل تقوم بالفعل باستخدام  ™SoundTouch؟ 

 لفتح التطبيق على هاتفك الذكي أو  إذا كانت اإلجابة نعم: انقر على 
 >  Systems >  SETTINGS >  EXPLORE الكمبيوتر اللوحي. اذهب إلى

 .ADD SYSTEM
إذا كانت اإلجابة ال: انتقل إلى الخطوة 3.

Our Commitment to You
We take great pride in designing each of our products with the goal of providing the highest-accuracy musical performance possible in the price range of that product. We strive to reproduce the musical sounds as closely as possible to those of the original performance. And 
we strive to avoid flashy sounds such as those associated with accentuated bass and/or treble frequencies. While those sounds may be initially attractive to the novice, they are not real and are not enduring. In addition, we use only the highest-quality parts and the latest 
assembly and quality control techniques to ensure the reliability and long life of our products.

Our reputation rests on our steadfast pursuit of this policy in music and entertainment systems for the home, the automobile, and businesses. At Bose, we are committed to investing in research that continually gives rise to new technologies for improving sound 
reproduction.

When you purchase any product from Bose, we encourage you to compare it, as we do, to competitive products for musical accuracy. We believe that this process will enhance your appreciation of the product you select. With best wishes from all of us at Bose for many years 
of enjoyable listening.

请阅读包装箱内的重要安全说明。

請閱讀包裝箱內的重要安全說明。

同梱の『安全上の留意項目』をご参照ください。
يرجى قراءة تعليمات السالمة الهامة الموجودة في العلبة الكرتونية.
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设置要求 
• 宽带 Internet 连接
• 无线网络（兼容 802.11b/g）
• iOS 或 Android 设备
• 网络名称和密码 

无法完成设置 ?
• 将系统放置于路由器的范围之内。
• 开启所设置设备（手机或电脑）上的 Wi-Fi® 。
• 连接设备和 SoundTouch™ 系统到同一 Wi-Fi 网络。

• 选择正确的网络名称并输入密码。
• 如果网络名称未显示或被隐藏，在 CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK（连接到家庭 

WI-FI 网络）界面中选择 Manually Connect to Another Network（手动连接至其他网络）。
• 关闭其他打开的应用程序。
• 如果使用电脑进行设置，请检查防火墙设置以确保 SoundTouch™ 应用程序和 SoundTouch™ 
音乐服务器是允许的程序。

• 通过加载 www.SoundTouch.com 测试互联网连接。
• 重启移动设备、或电脑和路由器。
• 重启系统（请参阅应用程序中的“帮助”系统）。
• 卸载应用程序，重置系统，并重新安装。

我们随时为您提供帮助

• SoundTouch.com

• 中国 400 680 2266 • 中国香港 : (852) 2619 1122

• 从 Bose 网站下载用户指南

• （请参阅 SoundTouch™ 应用程序中的“帮助”系统。）

注册您的产品 : 
未注册您的产品并不影响您的有限质保权利。

global.Bose.com/register
www.register.Bose.eu（欧洲） www.Bose.com/register（美国、波多黎各、美属维京群岛 )
www.Bose.com/au/warranty（澳大利亚）* www.Bose.ca/register（加拿大）
www.Bose.co.nz/warranty（新西兰）*
*  本系统的质保信息并不适用于澳大利亚和新西兰。有关澳大利亚和新西兰的保修信息，请浏览 www.bose.com.au/warranty 
或 www.bose.co.nz/warranty。
有关产品信息或有限质保服务的信件，请发送到我们的公司总部： 产品注册，Bose 公司，The Mountain, PO Box 9168, 
Framingham, MA 01701-9168 USA

Bose 产品有限质保
消费者直接从 Bose 购买的 Bose 产品都带有有限质保：

受保人：

本担保所涉及的受保人仅限作为最终使用者的原始购买者或以礼物的方式收到该产品之人，不涉及任何其他人员或受
让人。

担保范围 /担保期限：
随附 Bose® 产品的用户指南上声明的其他质保期限除外，从原初终端购买者的零售购买日期算起的 1 年内（欧盟为 2 年
内）[此产品带有的无源扬声器为 5 年内 ]，Bose 保证您从 Bose 授权零售商购买的具有原初包装的全新产品且在正常条
件下使用时没有制造、材料和工艺缺陷。

不予担保范围：

Bose不对以下情况提供担保：因不当或不合理使用或维护；未能遵守操作说明；偶然事件；湿度过高；昆虫破坏； 
闪电；电涌；连接至电压不当的电源；未经授权对原始产品进行私自改动或改装；不当包装或运输过程造成的损坏；
存储的数据丢失、损坏或窜改；与非 Bose产品一起使用所导致的损坏；需要改装或改制以使其能够在设计、制造、 
批准和 /或授权目标国家之外的任何国家使用的产品，或因这些改装所导致的产品维修；从未经授权的经销商处购买的
产品。

我们的责任：

在担保有效期内，我们将根据我们的选择在合理期限内免费维修或更换（使用新的或原厂返修后的更换零件）任何有
缺陷的零件。

我们不该做的事情：

不担负从您处将货物寄往我处时所需的装运、保险或运输费用以及任何进口手续费、关税和国内税。

为获得有限质保服务，您必须做的事情：

按以下程序将产品连同 Bose 授权经销商出具的购买凭证返回：
1. 联系所在国家／地区的 Bose 办事处（浏览 Global.Bose.com，以取得所在地的 Bose 联络资料），了解退货及运货程序；
2. 标示并将产品寄到所在地 Bose 办事处提供的地址（已预付运费）；以及
3. 在包装箱外部醒目位置处贴上任何必要的返回授权号。我们拒绝接收没有产品返回许可号码（如有要求）的包装箱。

其它条款：

本有限质保代替所有其它书面质保，无论其为明示或暗示，书面或口头，包括任何为特殊目的做出的适销性或适当
性保证。BOSE 公司的最大责任不超过您为本产品支出的实际购买价格。在任何情况下，BOSE 对所存储数据的丢失、 
损坏或窜改；任何原因（包括但不限于设备和所有物的更换）所引发的特殊、偶发、衍生或间接损失；复原、编程或
复制存储于 BOSE产品中的或与其一起使用的任何程序或数据所引发的任何费用，均不承担任何责任。
如果载有序列号的标签被撕掉或毁坏，本质保即失效。

其他法律权利：

本有限质保赋予您特定的法律权利，但您可能还享有其他权利，这些权利随您所在的州或国家的不同而不同。有些地
方不允许规定对暗含质保的限制，或不允许规定对偶发的或衍生的损害的拒赔或限制，所以上述限制或拒赔可能不适
用于您。

SoundTouch 和无线音符设计是 Bose Corporation 在美国和其他国家/地区的商标。Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商标。
iPhone 商标的使用已获得 Aiphone K.K. 许可。App Store 是 Apple Inc. 的服务商标。Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
© 2014 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

設定要求
• 寬頻 Internet 連接
• 無線網路（相容 802.11b/g）
• iOS 或 Android 裝置
• 網路名稱和密碼 

無法完成設定？
• 將系統放置于路由器的範圍之內。
• 開啟所設定裝置（手機或電腦）上的 Wi-Fi®。
• 連接裝置和 SoundTouch™ 系統到同一 Wi-Fi 網路。

• 選取正確的網路名稱並輸入密碼。
• 如果網路名稱未顯示或被隱藏，在 CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK （連接到家庭 

WI-FI 網路）介面中選取 Manually Connect to Another Network（手動連接至其他網路）。
• 關閉其他打開的應用程式。
• 如果使用電腦進行設定，請檢查防火牆設定以確保 SoundTouch™ 應用程式和 SoundTouch™ 
音樂伺服器是允許的程式。

• 透過載入 www.SoundTouch.com 測試網際網路連接。
• 重啟行動裝置、或電腦和路由器。
• 重啟系統（請參閱應用程式中的「說明」系統）。
• 卸載此應用程式，重設系統，重新進行設定。

我們隨時為您提供幫助

• SoundTouch.com
• (02) 2514 7676
• 從 Bose 網站下載使用者指南。

• 請參閱 SoundTouch™ 應用程式中的「說明」系統。

註冊您的產品 : 
未對產品進行註冊並不影響您的保修期權利。

global.Bose.com/register
www.register.Bose.eu（歐洲） www.Bose.com/register（美國、波多黎各、美屬維爾京群島 )
www.Bose.com/au/warranty（澳大利亞）* www.Bose.ca/register（加拿大）
www.Bose.co.nz/warranty（紐西蘭）*
* 本系統提供的保修資訊不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 www.bose.com.au/warranty 
或 www.bose.co.nz/warranty。 
有關產品資訊或有限質保服務的信件，請發送到我們的公司總部： 產品註冊，Bose 公司，The Mountain, PO Box 9168, 
Framingham, MA 01701-9168 USA

Bose 產品有限質保
消費者直接從 Bose 購買的 Bose 產品都帶有有限質保：

受保人：

本擔保所涉及的受保人僅限作為最終使用者的原始購買者或以禮物的方式收到該產品之人，不涉及任何其他人員或受
讓人。

擔保範圍 /擔保期限：
隨附 Bose® 產品的使用者指南上聲明的其他質保期限除外，從原初終端購買者的零售購買日期算起的 1 年內（歐盟為 
2 年內）[此產品帶有的無源揚聲器為 5 年內 ]，Bose 保證您從 Bose 授權零售商購買的具有原初包裝的全新產品且在正
常條件下使用時沒有製造、材料和工藝缺陷。

不予擔保範圍：

Bose 不對以下情況提供擔保：因不當或不合理使用或維護；未能遵守操作說明；偶然事件；濕度過高；昆蟲破壞； 
閃電；電湧；連接至電壓不當的電源；未經授權對原始產品進行私自改動或改裝；不當包裝或運輸過程造成的損壞；
存儲的資料丟失、損壞或竄改；與非 Bose 產品一起使用所導致的損壞；需要改裝或改制以使其能夠在設計、製造、 
批准和 /或授權目標國家之外的任何國家使用的產品，或因這些改裝所導致的產品維修；從未經授權的經銷商處購買的
產品。

我們的責任：

在擔保有效期內，我們將根據我們的選擇在合理期限內免費維修或更換（使用新的或原廠返修後的更換零件）任何有
缺陷的零件。

我們不該做的事情：

不擔負從您處將貨物寄往我處時所需的裝運、保險或運輸費用以及任何進口手續費、關稅和國內稅。

為獲得有限質保服務，您必須做的事情：

按以下程式將產品連同 Bose 授權經銷商出具的購買憑證返回：
1. 聯絡所在國家 /地區的 Bose 辦事處（瀏覽 Global.Bose.com，以取得所在地的 Bose 聯絡資料），瞭解退貨及運貨程式；
2. 標示並將產品寄到所在地 Bose 辦事處提供的地址（已預付運費）；以及
3. 在包裝箱外部醒目位置處貼上任何必要的返回授權號。我們拒絕接收沒有產品返回許可號碼（如有要求）的包裝箱。

其他條件：

本有限質保代替所有其它書面質保，無論其為明示或暗示，書面或口頭，包括任何為特殊目的做出的適售性或適當
性保證。BOSE 公司的最大責任不超過您為本產品支出的實際購買價格。在任何情況下，BOSE 對所存儲資料的丟失、 
損壞或竄改；任何原因（包括但不限於裝置和所有物的更換）所引發的特殊、偶發、衍生或間接損失；復原、程式設
計或複製存儲於 BOSE產品中的或與其一起使用的任何程式或資料所引發的任何費用，均不承擔任何責任。
如果載有序號的標籤被撕掉或毀壞，本質保即失效。

其他法律權利：

本有限質保賦予您特定的法律權利，但您可能還享有其他權利，這些權利隨您所在的州或國家的不同而不同。有些地
方不允許規定對暗含質保的限制，或不允許規定對偶發的或衍生的損害的拒賠或限制，所以上述限制或拒賠可能不適
用於您。

SoundTouch 和無線音符設計是 Bose Corporation 在美國和其他國家 /地區的商標。Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商
標。iPhone 商標的使用已獲得 Aiphone K.K. 許可。App Store 是 Apple Inc. 的服務商標。Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的注冊商標。
© 2014 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

セットアップ要件 
• 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 )
• iOSまたはAndroidデバイス
• ネットワーク名とパスワード 

セットアップを完了できない場合
• システムをルーターの通信範囲内に設置します。
• セットアップに使用する機器 (携帯端末やコンピューター )のWi-Fi®機能を有効にします 。
• 機器とSoundTouch™システムを同じWi-Fiネットワークに接続します。
• 正しいネットワーク名を選択して、パスワードを入力します。
• 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。

• 開いている他のアプリケーションを終了します。
• セットアップにコンピューターを使用している場合は、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。

• www.SoundTouch.comにアクセスしてインターネット接続をテストします。
• 携帯端末またはコンピューターとルーターを再起動します。
• システムを再起動します (アプリ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。

ご質問･ご相談をお寄せください
• SoundTouch.com
• 0570 550 305
• Bose Webサイトからオーナーズガイドをダウンロードします
• SoundTouch™ appのヘルプをご覧ください

製品登録 : 
製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

global.Bose.com/register
www.register.Bose.eu (ヨーロッパ ) www.Bose.com/register (米国、プエルトリコ、米領バージン諸島 )
www.Bose.com/au/warranty (オーストラリア )* www.Bose.ca/register (カナダ )
www.Bose.co.nz/warranty (ニュージーランド )*
* お使いのシステムに付属の保証書に記載された内容は、オーストラリアおよびニュージーランドでは適用されません。
製品情報または保証サービスに関するすべてのお問い合わせは、米国本社までお送りください :  
Product Registration, Bose Corporation, The Mountain, PO Box 9168, Framingham, MA 01701-9168 USA

ボーズ製品の保証について
ボーズ社から直接ご購入いただいた製品には、限定保証が付属しています。

保証範囲 :
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。

対象製品/期間 :
お使いのBose®製品に付属のオーナーズガイドに保証期間に関する別段の記載がない限り、最初のエンドユーザーが
本製品を購入した日から起算して1年 (EUでは2年に ) (製品に搭載されているパッシブスピーカーについては5年 )の
間、ボーズ社は、ボーズ販売代理店から新品の状態で梱包されてユーザーに提供され、通常の状態で使用されてい
る本製品に、製造上、材質上、および加工上の欠陥がないことを保証します。

保証内容：
保証期間中、ボーズ社は独自の裁量により、欠陥部品を適切な期間内に無償で修理または (新品または再生交換部品
を使用して )交換します。

非保証内容：
お客様から弊社へ製品をお送りいただく際の送料、保険料、交通費、または輸入のための料金や税などは保証対象
となりません。

限定保証サービスを受けるための必要事項：
返品は、ボーズ製品正規販売店からの購入の証明とともに、次の方法で行ってください。
1. お住まいの国／地域の Bose （お住まいの国／地域の Bose 連絡先情報については Global.Bose.com を参照してくださ
い）に特定の返品および送付方法をお問い合わせください。

2. お住まいの国のボーズ製品窓口から指定された住所に、製品の分類を示し、運賃前払いで送付してください。
3. 必要な返品認定番号を、カートンの外側に目立つように記してください。返品認定番号が必要な場合は、番号の
ないカートンは受け付けられません。

その他の条件：
本限定保証の規定は、商品性または特定の目的への適性への保証を含む、明示的または暗示的、書面または口頭
によるものにかかわらず、その他のいかなる書面による保証に代わるものになります。ボーズ社による最大責任
は、製品の実際の購入代金を超えないものとします。いかなる場合も、ボーズ社は、格納されているデータの損失、 
損傷、または破損、もしくは特殊、偶発的、結果として発生する、非直接的な損傷に対して、機器および所有物の交換、
およびボーズ製品に格納または使用されているプログラムまたはデータの修復、プログラミング、または再生にか
かる費用に限定されない一切の責任を負いません。
本保証は、シリアル番号を表示するラベルが取り外されていたり、損傷している場合は、無効になります。

その他の法的権利 :
本限定保証は、特殊な法的権利を与えるもので、国、地域によって異なるその他の権利を所有する場合があります。
地域によって、黙示的保証の制限、または偶発的あるいは結果として発生する損傷の除外または制限を許可しない
場合があり、この場合は上記の制限または除外が適用されない場合があります。
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。AndroidおよびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき
使用されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
© 2014 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。

متطلبات اإلعداد 
اتصال إنترنت عريض النطاق  
  )802.11b/g شبكة السلكية )متوافقة مع 
  Android أو iOS جهاز
اسم الشبكة وكلمة المرور   

ألم تتمكن من إكمال اإلعداد؟
ضع النظام في نطاق جهاز التوجيه.  
قم بتمكين  ®Wi-Fi على الجهاز )الهاتف المحمول أو الكمبيوتر( الذي تستخدمه لإلعداد .  
  .Wi-Fi  بنفس شبكة SoundTouch™  قم بتوصيل الكمبيوتر ونظام 
اختر اسم الشبكة الصحيح وأدخل كلمة المرور.   
 إذا لم يظهر اسم الشبكة أو كان مخفياً، اختر Manually Connect to Another Network )االتصال يدوياً   

بشبكة أخرى( على شاشة CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK )االتصال بشبكة Wi-Fi المنزلية(.
أغلق التطبيقات األخرى المفتوحة.  
 إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لإلعداد، راجع إعدادات حائط حماية الكمبيوتر للتأكد من أن التطبيق  ™SoundTouch و   

SoundTouch™ Music Server هي برامج مسموح بها.
  www.SoundTouch.com اختبر اتصالك باإلنترنت عن طريق تحميل
قم بإعادة تشغيل جهاز الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، وجهاز التوجيه )الراوتر(.  
 قم بإعادة تشغيل النظام الخاص بك )راجع نظام المساعدة في التطبيق(.  
 قم بإلغاء تثبيت التطبيق، وقم بإعادة ضبط النظام وإعادة تشغيل اإلعداد.   

نحن هنا للمساعدة
  SoundTouch.com 
  800-26738324 
  Bose قم بتنزيل دليل المالك من موقع
  SoundTouch™  في التطبيق )Help( راجع نظام المساعدة 

تسجيل المنتج: 
لن يؤثر عدم القيام بتسجيل منتجك على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

global.Bose.com/register
www.Bose.com/register )أمريكا وبورتوريكو وجزر فيرجينيا األمريكية( www.register.Bose.eu )أوروبا( 

www.Bose.ca/register )كندا( www.Bose.com/au/warranty )أستراليا(* 
www.Bose.co.nz/warranty )نيوزيلندا(*

 *  ال تنطبق معلومات الضمان المقدمة مع هذا النظام في أستراليا ونيوزيلندا. راجع موقع الويب الخاص بنا على 
www.bose.com.au/warranty أو www.bose.co.nz/warranty للحصول على تفاصيل عن الضمان في أستراليا ونيوزيلندا.

 قم بإرسال أية مراسالت تتعلق بمعلومات المنتج أو خدمات الضمان المحدود للمركز الرئيسي الخاص بنا على: 
Product Registration, Bose Corporation, The Mountain, PO Box 9168, Framingham, MA 01701-9168 USA

Bose ضمان المنتج المحدود من
منتجات Bose التي يتم شراؤها من قبل المستهلكين مباشرة من Bose وتحمل الضمان المحدود الخاص بنا:

من الذي يغطيه الضمان:
يمتد هذا الضمان لمشتري االستخدام النهائي األصلي أو للشخص المتلقي للمنتج كهدية فقط وال يمتد إلى أي شخص آخر أو لشخص منقول إليه.

ما الذي يغطيه الضمان/مدة الضمان:
ما لم ُينص على فترة ضمان مختلفة في دليل المالك المرفق مع منتج  ®Bose، فالضمان يسري لمدة سنة واحدة )1( )سنتين )2( في االتحاد 
األوروبي( ]5 سنوات للسماعات التي ال يتم توصيلها بالطاقة والتي يمكن دمجها في هذا المنتج[ من تاريخ الشراء بالتجزئة بواسطة مشتري 
االستخدام النهائي األصلي، وتضمن شركة Bose أن يكون هذا المنتج خالياً من أية عيوب في المواد والتصنيع والصنعة عند تسليمه لك في 

حالة جديدة في عبوته األصلية عند شراؤه من بائع Bose مرخص وعند استخدامه في الظروف العادية.

ما الذي ال يغطيه الضمان:
ال يغطي هذا الضمان العيوب الناتجة عن االستخدام غير السليم أو غير المعقول أو الصيانة وعدم اتباع تعليمات التشغيل أو الحوادث أو زيادة 

الرطوبة أو الحشرات أو البرق أو تغيرات الطاقة الكهربائية أو التوصيل بجهد كهربائي غير سليم أو القيام بتغيير أو تعديل غير مصرح به للحالة 
األصلية أو األضرار الناجمة عن عدم كفاية التغليف أو إجراءات الشحن أو فقدان أو تضرر أو تلف البيانات المخزونة أو األضرار الناجمة 
عن االستخدام مع منتجات غير منتجات Bose أو منتج يتطلب تعديل أو مواءمة لتمكينه من العمل في أي بلد آخر غير البلد الذي تم تصميمه 

وتصنيعه واعتماده و/أو ترخيصه له أو إصالح منتجات تضررت من هذه التعديالت ومنتجات تم شراؤها من موزعين غير مرخصين.

ماذا سنفعل:
سوف نقوم خالل مدة الضمان وحسب اختيارنا بإصالح أو استبدال أية أجزاء معيبة )باستخدام قطع غيار جديدة أو مجددة( خالل فترة زمنية 

معقولة ودون مقابل.

ما الذي لن نفعله:
سداد مصاريف الشحن أو النقل منك إلينا أو أي رسوم استيراد وضرائب.

ما الذي يتوجب عليك فعله للحصول على خدمة الضمان المحدود:
قم بإعادة المنتج مع إثبات الشراء من موزع Bose معتمد باتباع اإلجراءات التالية:

اتصل بشركة Bose في بلدك/منطقتك بخصوص إرجاع معين أو لتعليمات الشحن )قم بزيارة موقع Global.Bose.com لمعرفة معلومات . 1
االتصال بشركة Bose في بلدك/منطقتك(.

ضع الملصق واشحن المنتج مع دفع رسوم الشحن مسبقاً إلى العنوان المقدم من شركة Bose في بلدك، و. 2
ضع أي رقم الزم للترخيص باإلرجاع بشكل بارز خارج العلبة الكرتونية. وسوف يتم رفض العلب الكرتونية التي ال تحمل رقم ترخيص باإلرجاع.. 3

شروط أخرى
تحل شروط هذا الضمان المحدود محل أي ضمان آخر، سواء كان صريحاً أو ضمنًيا، مكتوباً أو شفهياً، بما في ذلك أي ضمان بقابلية المنتج 

للبيع والشراء أو صالحيته لغرض معين. ولن تتجاوز المسئولية القصوى لشركة BOSE سعر الشراء الفعلي الذي دفعته كثمن للمنتج. 
وال تكون شركة BOSE مسئولة بأي حال من األحوال عن فقدان أو تضرر أو تلف البيانات المخزونة أو عن أي أضرار خاصة أو عرضية 
أو ناتجة أو غير مباشرة مهما كان سببها بما في ذلك وعلى سبيل المثال ال الحصر استبدال المعدات والممتلكات وأي تكاليف استرداد وبرمجة 

أو استنساخ أي برنامج أو بيانات مخزونة في منتج BOSE أو استخدامها معه.
ويعتبر هذا الضمان الغياً في حالة إزالة البطاقة التي تحمل الرقم المسلسل أو تشويهها.

حقوق قانونية أخرى:
يكفل لك هذا الضمان المحدود حقوقا قانونية معينة، وقد تكون لك أيضاً حقوقا أخرى تتغير من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة. وال تسمح بعض 
األماكن بوجود قيود على الضمانات الضمنية أو استثناء أو تقييد األضرار الحادثة أو الناجمة، ولذلك فإن القيود أو االستثناءات المذكورة أعاله 

قد ال تنطبق عليك.
SoundTouch وتصميم wireless note هي عالمات تجارية مسجلة لشركة Bose Corporation في الواليات المتحدة ودول أخرى 

 Aiphone K.K. بترخيص من شركة iPhone ويتم استخدام عالمة .Google Inc هي عالمات تجارية لشركة Google Play و Android
.Wi-Fi Alliance هي عالمة تجارية لشركة Apple Inc. Wi-Fi هي عالمة خدمة لشركة App Store

© Bose Corporation 2014. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف بدون إذن 
كتابي مسبق.




