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Please take the time
to carefully read and
follow the Important
Safety Instructions,
Warranty and Contact
Information.
Getting Started
Note: The SoundDock®
Series III system works
with and charges iPod and
iPhone models with an
Apple Lightning connector.
Place the system on a firm
and level surface.

Plug the power pack
into the DC POWER
connector on the rear of
the system.
Plug the small end of
the power cord into
the connector on the
power pack.

Plug into AC (mains)

power outlet. You
will hear a short
tone indicating a
power connection has
been made.

F irmly insert iPod or
iPhone into dock.
iPod or iPhone charges
while docked.
Press

on the remote.
Remote controls system
and basic iPod or
iPhone functions.

? For additional
information about your
system, refer to the
complete Owner’s Guide:
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com/
SoundDockIII
Troubleshooting

iPod or iPhone does not
dock properly or will
not charge:
• Check for obstructions
in dock connectors and
reseat device.
• Remove your iPod or
iPhone case.

No sound:
• Make sure system has
AC power.
• Turn system volume
up and ensure source
is playing. Volume can
be adjusted using the
SoundDock Series III
system remote or the
volume controls on the
iPod or iPhone.
• Remove iPod or iPhone
from dock for 5 seconds,
then firmly reseat it.
• Unplug power cord for
1 minute, then plug back
in. This resets the system.







โปรดสละเวลาอ‡าน
และปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
เพื่อความปลอดภัยที่ส�ำ คัญ
การรับประกัน และขˆอมูล
การติดต‡อโดยละเอียด
การเริ่มตˆนใชˆงาน
หมายเหตุ: ระบบ SoundDock®
Series III ทำ�งานร‡วมกับและ
ชาร‹จไฟใหˆกับ iPod iPhone
รุ‡นที่มีช‡องเสียบ Apple

Lightning

วางเครื่องบนพื้นผิวที่มั่นคง
และไดˆระดับ
เสียบปลั๊กชุดแปลงไฟเขˆากับ
ช‡องเสียบ DC POWER
ที่ดาˆ นหลังของระบบ
เสียบปลายสายไฟขนาดเล็ก
เขˆากับช‡องเสียบบนชุดแปลงไฟ
เสียบเขˆากับเตˆารับไฟฟƒา AC
(สายเมน) คุณจะไดˆยินเสียง
สัญญาณสั้นๆ แสดงว‡ามี
การเชื่อมต‡อกระแสไฟแลˆว
เสียบ iPod หรือ iPhone
เขˆากับฐานต‡อพ‡วงใหˆแน‡น
ชาร‹จไฟ iPod หรือ iPhone
ขณะต‡อพ‡วง
กด บนรีโมท
รีโมทจะควบคุมระบบและ
การทำ�งานพื้นฐานของ iPod
หรือ iPhone
? สำ�หรับขˆอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระบบของคุณ โปรดดูคู‡มือผูˆใชˆ
ฉบับเต็ม:
http://global.Bose.com

สหรัฐฯ เท‡านั้น:

http://Owners.Bose.com/
SoundDockIII

简体中文

繁體中文

시간을 내어 중요 안전 지
침, 보증 및 연락처 정보를
주의 깊게 읽고 따르십시오.

请花时间认真阅读并遵守
重要安全性指示、保修和
联系信息。

請花時間認真閱讀並遵守
重要安全性指示、質保和
聯絡資訊。

시작하기

入门指南

入門指南

참고: The SoundDock ® 시
리즈 III 시스템은 Apple
Lightning 커넥터를 사용하
여 iPod 및 iPhone 모델과 연
결하고 이들을 충전합니다.

注 意：SoundDock® 系 列 III
系 统 通 过 Apple Lightning
连接器连接 iPod 和 iPhone，
并为其充电。

備 註：SoundDock® 系 列 III
系 統 透 過 Apple Lightning
連接器連接 iPod 和 iPhone，
並為其充電。

시스템을 단단하고 평평한 곳
에 놓으십시오.

将系统放在稳固且平坦的表
面上。

將系統放在穩固且平坦的表
面上。

 将电源组件插入系统后部

 將電源元件插入系統後部
的 DC 電源連接器中。

 将电源线的较小端插入电

 將電源線的較小端插入電
源元件的連接器中。

전원 팩을 시스템 뒷면에
있는 DC POWER 커넥터
에 꽂으십시오.
전원 장치의 커넥터에 작
은 전원 코드 끝을 꽂으십
시오.
 AC(주전원) 전원 콘센트

를 꽂습니다. 전원이 연결
되었음을 알려주는 짧은
톤이 들립니다.

도킹된 동안 i P o d 또는
iPhone이 충전됩니다.
을 누릅니다.
리모콘은 시스템과 기본
iPod 또는 iPhone 기능을
제어합니다.

? 시스템에 대한 추가 정보

iPod หรือ iPhone ไม‡ตอบ
สนองต‡อรีโมทคอนโทรล:

• แน‡ใจว‡าคุณชี้รีโมทไปที่กึ่งกลาง

ระบบโดยตรง

• เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทใหม‡

• Ensure you point the
remote directly at the
middle of the system.
• Replace remote battery.

ขนาดและน้�ำ หนัก

• iPod 또는 iPhone 케이스를
제거합니다.

소리가 나지 않을 경우:
• 시스템에 AC 전원이 들어
오는지 확인하십시오.
• 시스템 볼륨을 올리고 소스
가 재생 중인지 확인합니
다. 볼륨은 SoundDock 시
리즈 III 시스템 리모콘 또는
iPod 또는 iPhone의 볼륨
콘트롤을 사용하여 조정할
수 있습니다.
• 도크에서 iPod 또는 iPhone
을 5초간 제거한 후 다시 단
단하게 삽입하십시오.

6.65”H x 11.91”W x 6.48”D
(16.89 cm x 30.26 cm x
16.47 cm)

크기 및 중량

4.6 lb (2.1 kg)

หากตˆองการเอกสารฉบับพิมพ‹ของ
คู‡มือผูˆใชˆฉบับเต็ม โปรดดูเอกสารขˆอมูล
ติดต‡อสำ�หรับหมายเลขโทรศัพท‹
ประจำ�ภูมิภาคของคุณ
SoundDock และรูปแบบดีไซน‹ของระบบ
SoundDock เป็นเครื่องหมายการคˆา
จดทะเบียนของ Bose Corporation
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
iPhone, iPod และ
iPod touch เป็นเครื่องหมายการคˆาของ
Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และ
ประเทศอื่นๆ และ Apple Lightning
เป็นเครื่องหมายการคˆาของ Apple Inc.
“Made for iPod” และ “Made for
iPhone” หมายความว‡าอุปกรณ‹เสริม
อิเล็กทรอนิกส‹ไดˆรับการออกแบบมาเพื่อ
เชื่อมต‡อกับ iPod หรือ iPhone โดยเฉพาะ
ตามลำ�ดับ และไดˆรับการรับรองจากผูˆพัฒนา
ว‡าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ
Apple Apple ไม‡มีส‡วนรับผิดชอบสำ�หรับ
การทำ�งานของอุปกรณ‹นี้ หรือความสอดคลˆอง
ของอุปกรณ‹ตามมาตรฐานดˆานความปลอดภัย
และระเบียบขˆอบังคับ โปรดทราบว‡าการใชˆ
อุปกรณ‹เสริมนี้กับ iPod หรือ iPhone อาจ
ส‡งผลกระทบต‡อประสิทธิภาพของระบบไรˆสาย

Power Supply Rating
Input: 100-240V
50-60Hz, 1.25A
To request a printed copy of the
complete Owner’s Guide, please refer to
the Contact Information sheet for phone
numbers provided for your region.
SoundDock and the SoundDock
system design are registered
trademarks of Bose Corporation in
the U.S. and other countries.
iPhone, iPod, and iPod TOUCH
are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other
countries, and Apple Lightning is a
trademark of Apple Inc.
“Made for iPod” and “Made for
iPhone” mean that an electronic
accessory has been designed to
connect specifically to iPod or
iPhone, respectively, and has
been certified by the developer
to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible
for the operation of this device
or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with
iPod or iPhone may affect wireless
performance.

Complete for your records
Please complete and retain for your records.
Serial number (on Warranty Card):
__________________________________________
Now is a good time to register your SoundDock®
Series III system. You can do this easily by going to
http://global.Bose.com/register.

16.89 cm H x 30.26 cm W x
16.47 cm D

50-60Hz, 1.25A

กรอกขˆอมูลเพื่อเก็บไวˆ
เป็นบันทึกของคุณ

입력: 100-240V
1.25A

50-60Hz,

전체 사용자 안내서의 인쇄본을 요청하려
면 귀하의 지역용으로 제공된 연락처 정보
에서 전화 번호를 참조하십시오.

SoundDock 및 SoundDock 시스템의
디자인은 미국과 기타 국가에 등록된
Bose Corporation의 상표입니다.
iPhone, iPod 및 iPod touch
는 미국 및 기타 국가에 등록
된 Apple Inc.의 상표이며 Apple
Lightning은 Apple Inc.의 상표입니다.
“M a d e f o r i P o d” 및 “M a d e f o r
iPhone”은 iPod 또는 iPhone 연결을 위
해 특수 제작된 전자 액세서리를 말하며
Apple 성능 표준을 만족하기 위해 개발
업체에서 인증한 제품입니다. Apple은
이 장치의 작동 또는 안전 및 규제 표준
의 준수에 대한 책임이 없습니다. 이 액
세서리를 iPod 또는 iPhone에 사용하면
무선 성능에 영향을 줄 수 있음에 유의
하십시오.

地插入基座。

iPod 或 iPhone 位於基座
中時將自行充電。

 按遙控器上的

。
遙控器系統和基本的 iPod
或 iPhone 功能。

? 有關系統的附加資訊，請

查閱完整的使用者指南：
http://global.Bose.com

僅限美國：
http://Owners.Bose.com/
SoundDockIII
疑難排解

故障诊断

• 检查基座连接器中是否有障
碍，然后重新装入设备。

iPod 或 iPhone 未正確連
接基座或無法充電：
• 檢查基座連接器中是否有障
礙，然後重新裝入裝置。

• 移除 iPod 或 iPhone 保护套。

• 移 除 iPod 或 iPhone 保
護套。

没有声音：

沒有聲音 :

• 确保系统连接到交流电源。

• 確保系統連接到交流電源。

• 提高系统音量并确保音源正
在播放。可使用 SoundDock
系 列 III 系 统 遥 控 器 或 者
iPod 或 iPhone 上的音量控
件来调整音量大小。

• 提高系統音量並確保音源正
在播放。可使用 SoundDock
系 列 III 系 統 遙 控 器 或 者
iPod 或 iPhone 上的音量控
制項來調整音量大小。

• 将 iPod 或 iPhone 从基座
上取下 5 秒钟，然后将其
重新牢固地装入。
• 拔下电源线，一分钟后再插
入。这会重置系统。

iPod 或 iPhone 对遥控器
没反应：
• 确保将遥控器对准系统中部。

技术信息

6.65"H x 11.91"W x 6.48"D
(16.89 cm x 30.26 cm x
16.47 cm)

电源额定值

電源額定值

输入：100-240V
50-60Hz，1.25A

輸入：100-240V
50-60Hz，1.25A

零件名称

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(CR(VI))

®

지금 SoundDock ® 시리즈 III 시스템을 등록
하시는 것이 좋습니다. http://global.Bose.com/
register에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

システムの準備
بدء العمل
注 記: SoundDock® Series III
®
systemでは、Apple Lightning SoundDock  يعمل نظام:مالحظة
コネクタを使用するモデルの iPod  مع موديالتSeries III
iPodおよびiPhoneの音楽再生  ويشحنها بموصلiPhone و
と充電が可能です。
.Apple Lightning
システムを安定した水平な
.ضع النظام فوق سطح مستو وثابت
面に設置します。

قم بتوصيل وحدة التغذية الكهربائية
ル を シ ス テ ム 背 面 のDC في موصل التيار المستمر
POWERジ ャ ッ ク に 接 続
.) خلف النظامDC POWER(

 電源アダプターのケーブ

多溴化联苯 多溴联苯醚
(PBB)
(PBDE)

印刷电路板

X

金属零件

X

0

0

0

0

0

塑料零件

0

0

0

0

0

0

扬声器

X

0

0

0

0

0

线缆

X

0

0

0

0

0

O：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 SJ/T 113632006 中的限定要求。
X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质
高于 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

要申请获得完整用户指南的印刷本，请查
阅“联系信息”页上您所在地区的电话号码。

SoundDock 和 SoundDock 系统的设计
是 Bose Corporation 在美国和其他国
家 / 地区的注册商标。

零件名稱

鉛
(Pb)

汞
(Hg)

鎘
(Cd)

六價鉻
(CR(VI))

多溴化聯苯 多溴聯苯醚
(PBB)
(PBDE)

0

0

0
0

印刷電路板

X

金屬零件

X

0

0

塑膠零件

0

0

0

0

0

揚聲器

X

0

0

0

0

0

線纜

X

0

0

0

0

0

O：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 SJ/T 113632006 中的限定要求。
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質
高於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

قم بإدخال الطرف الصغير لسلك
プ ラ グ を、 電 源 ア ダ プ الكهرباء في الموصل الموجود في
.وحدة التغذية الكهربائية
ターのジャックに差し込

みます。

قم بالتوصيل بمأخذ التيار المتردد
 ستسمع نغمة قصيرة.)(الرئيسي
ントに差し込みます。電
源が接続されるとシステ .تشير إلى أنه تم توصيل الكهرباء

 電源コードを壁のコンセ

ムから短い起動音が聞こ
 جيدا فيiPhone  أوiPod أدخل
えます。

iPodまたはiPhoneをドッ

是 Bose Corporation 在美國和其他國
家 / 地區的註冊商標。

iPhone、iPod 和 iPod touch
是 Apple Inc. 在美国及其它国家/
地区的注册商标，Apple Lightning 也
是 Apple Inc. 的注册商标。
“iPod 专用”和“iPhone 专用”表示
电子附件专门设计用来分别与 iPod 或
iPhone 相连，并且通过了开发商的认
证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对
此装置的工作或其与安全和规章标准的

iPhone、iPod 和 iPod touch
是 Apple Inc. 在 美 國 及 其 他 國
家 / 地區的注冊商標，Apple Lightning
也是 Apple Inc. 的注冊商標。
「iPod 專 用」和「iPhone 專 用」表 示
電子附件專門設計用來分別與 iPod 和
iPhone 相連，並且通過了開發商的認
證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對
此裝置的工作或其與安全和規章標準的

符合性概不负责。请注意，如果 iPod 或

符合性概不負責。請注意，若 iPod 或

iPhone 使用此附件可能影响无线性能。

iPhone 使用此附件可能影響無線效能。

填写并留作记录

填寫並留作記錄

请填写以下内容，留作记录。

請填寫以下內容，留作記錄。

序列号（在质保卡上）：

序號（質保卡上）：

__________________________________________

__________________________________________

®

现在正是注册 SoundDock 系列 III 系统的好

現在正是註冊 SoundDock 系列 III 系統的好時

时 机。 您 可 以 到 http://global.Bose.com/register

機。您可以到 http://global.Bose.com/register 輕

轻松完成注册。

鬆完成註冊。

Made for: Made for: 용도: 专用于： 專用於： 対応製品:
iPod touch (5th generation)
iPhone 5

يتحكم جهاز الريموت في النظام
iPhone  أوiPod ووظائف
を押します。
.األساسية
シ ス テ ム とiPodま た は

リ モ コ ン の

ボタン

iPhoneの基本機能をリモ
? للحصول على معلومات إضافية عن
コンで操作できます。

. راجع الدليل الكامل للمالك،النظام

? システムの詳細について http://global.Bose.com
は、オーナーズガイドを
ご覧ください。
:في الواليات المتحدة فقط
http://global.Bose.com
http://Owners.Bose.com/
SoundDockIII
米国のみ:
http://Owners.Bose.com/
حل المشاكل
SoundDockIII
iPhone  أوiPod ال يوضع جهاز
في المحطة بشكل صحيح أو لن
iPodまたはiPhoneがしっ
:يشحن
かりはまらない、または
في
معوقات
وجود
عدم
من
•تأكد
充電されない:
故障かな？と思ったら

• ドックのコネクタに異物が .موصالت المحطة وأعد وضع الجهاز
ないか確認して、機器を接 .iPhone  أوiPod •أخرج علبة جهاز
続しなおします。
:ال يصدر أي صوت
• iPodま た はiPhoneの ケ ー
التيار
بطاقة
النظام
•تأكد من توصيل
スを取り外します。

外形寸法と質量

•ارفع مستوى صوت النظام وتأكد من
 يمكن ضبط.أنه يتم تشغيل المصدر
الصوت باستخدام جهاز ريموت
 أوSoundDock Series III نظام
أدوات التحكم في الصوت في جهاز
.iPhone  أوiPod
iPhone  أوiPod •قم بإخراج جهاز

 ثوان ثم أعد5 من المحطة وانتظر
.وضعه جيدا في مكانه
•قم بإخراج سلك الكهرباء لمدة دقيقة
. ثم أعد توصيله مر ًة أخرى،واحدة
.فهذا يقوم بإعادة ضبط النظام

 أوiPod ال يستجيب جهاز
: لجهاز الريموت كنترولiPhone

•تأكد من أنك تقوم بتوجيه جهاز
.الريموت نحو منتصف النظام
.•قم باستبدال بطارية جهاز الريموت
المعلومات الفنية

الحجم والوزن

 بوصة11.91 x  بوصة ارتفاع6.65
 بوصة عمق6.48 x عرض
×  سم30.26 ×  سم16.89(
) سم16.47
) كجم2.1(  رطل4.6

高さ16.9 cm x 幅30.3 cm x
奥行16.5 cm
(6.65” x 11.91” x 6.48” )
2.1 kg (4.6 lb)

電源

入力: 100V
1.25A

©2012 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM361939 Rev. 00
1-877-721-9154 (U.S.)

.المتردد

音が出ない:

مقنن التغذية الكهربائية

 فولت240-100 :اإلدخال
115 ، هرتز60-50
 فولت أمبير100-81

50 〜 60Hz、

SoundDockおよびSoundDock systemの
デザインは、米国および他の国々で登
録されたBose Corporationの商標です。
iPhone、iPod およびiPod touch
は、米国および他の国々で登録
さ れ たApple Inc.の 商 標 で す。Apple
LightningはApple Inc.の商標です。
「Made for iPod」 お よ び「Made for
iPhone」とは、それぞれiPodあるいは
iPhone専用に接続するよう設計され、
アップルが定める性能基準を満たして
いるとデベロッパによって認定された
電子アクセサリーであることを示しま
す。アップルは、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またはiPhoneと使用すると、無
線の性能に影響する可能性があります
のでご注意ください。

製品情報の控え
控えとして、シリアル番号を下の欄にご記
入ください。
シリアル番号:

®

.المحطة

iPhone  أوiPod يقوم جهاز

クにしっかりと差し込み
.بالشحن أثناء وضعه في المحطة
ます。
iPodまたはiPhoneはドッ
اضغط على
クに接続している間に充 في جهاز
.الريموت
電されます。

查閱「聯絡資訊」頁上您所在地區的電話

SoundDock 和 SoundDock 系統的設計

U.S. only:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII

 電源コードの小さい方の

要申請獲得完整使用者指南的印刷本，請
號碼。

http://global.Bose.com

します。

仕様

有毒或有害物質或元素

일련 번호(보증 카드에 있음):
__________________________________________

こ の ガ イ ド を よ く 読 み、 يرجى تخصيص الوقت الكافي لقراءة
安全上の留意項目に慎重 واتباع تعليمات السالمة الهامة
に従ってください。
.ومعلومات الضمان واالتصال بعناية

有毒或有害物質或元素的名稱及成分

有毒或有害物质或元素的名称及成分
有毒或有害物质和元素

Digital Music System

العربية

• リモコンをシステムの中心
部に向けて操作しているこ
とを確認します。
• リモコンの電池を交換し
ます。

4.6 lb (2.1 kg)

4.6 lb (2.1 kg)

U.S. only:
http://Owners.Bose.com/SoundDockIII

• システムが電源に接続され
ていることを確認します。
• 將 iPod 或 iPhone 從 基 座
• システムの音量を上げて、
上 取 下 5 秒 鐘，然 後 將 其
再生されているか確認し
重新牢固地裝入。
ま す。 音 量 の 調 節 に は、
SoundDock Series III system
• 拔出電源線，一分鐘後再插
のリモコンか、iPodまたは
入。這會重設系統。
iPhoneの音量調節機能を使
iPod 或 iPhone 對遙控器
用します。
• iPodまたはiPhoneを一旦
沒反應：
ドックから取り外し、5秒
• 確保將遙控器對準系統中部。
間待ってから再度接続し
• 更換遙控器電池。
ます。
• 電源ケーブルをコンセント
技術資訊
から外して、1分間待って
から差し込みなおします。
尺寸和重量
これにより、システムはリ
6.65"H x 11.91"W x 6.48"D
セットされます。
（16.89 cm x 30.26 cm x
iPodまたはiPhoneがリモ
16.47 cm）
コンに反応しない:

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

__________________________________________

http://global.Bose.com/register

전원 공급 장치 정격

기록용으로 작성하십시오

โปรดกรอกขˆอมูลและเก็บไวˆเป็นบันทึกของคุณ
หมายเลขซีเรียล (บนบัตรรับประกัน):
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะลงทะเบียนระบบ SoundDock
Series III ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำ�เนินการ
ไดˆอย‡างง‡ายดายโดยไปที่

2.1kg

 將 iPod 或 iPhone 牢 固

仅限美国：
http://Owners.Bose.com/
SoundDockIII

尺寸和重量

기술 정보

อินพุต: 100-240V

? 有关系统的附加信息，请
查阅完整的用户指南：
http://global.Bose.com

iPod 또는 iPhone이 리모
콘에 응답하지 않을 경우:

พิกัดของแหล‡งจ‡ายไฟ

Size and Weight

。
遥控器可控制系统和基本
的 iPod 或 iPhone 功能。

• 更换遥控器电池。

• 리모콘 배터리를 교환합
니다.

Technical Information

 按遥控器上的

• 전원 코드를 1분간 뺐다가
다시 꽂으십시오. 이렇게 하
면 시스템이 재설정됩니다.

สูง 6.65”x กวˆาง 11.91”x
ลึก 6.48” (16.89 ซม. x
30.26 ซม. x 16.47 ซม.)
2.1 กก. (4.6 ปอนด‹)

音，表明電源已連接。

iPod 或 iPhone 位于基座
中时将自行充电。

iPod 或 iPhone 未正确连
接基座或无法充电：

• 리모콘으로 시스템 중앙
을 직접 가리켰는지 확인
합니다.

ขˆอมูลทางดˆานเทคนิค

或 iPhone 牢 固
地插入基座中。

미국에 한함:
http://Owners.Bose.com/
SoundDockIII

ฐานต‡อพ‡วงหรือไม‡แลˆวเสียบต‡อ
อุปกรณ‹อีกครั้ง
• ถอดเคสของ iPod หรือ iPhone

กำ�ลังเล‡นอยู‡ สามารถปรับ
ระดับเสียงโดยใชˆรีโมทของระบบ
SoundDock Series III หรือ
ส‡วนควบคุมระดับเสียงบน iPod
หรือ iPhone
• นำ� iPod หรือ iPhone
ออกจากฐานประมาณ 5 วินาที
แลˆวใส‡ใหม‡ใหˆแน‡น
• ถอดปลั๊กไฟออก 1 นาที จากนั้น
เสียบกลับคืน ซึ่งจะเป็นการรีเซ็ต
ระบบ

 将 iPod

는 전체 사용자 안내서를
참조하십시오.
http://global.Bose.com

• 도크 커넥터에 장애물이 없
는지 확인하고 장치를 다시
꽂으십시오.

• ตรวจดูใหˆแน‡ใจว‡าระบบมีกำ�ลังไฟ
AC
• เปิดเสียงและดูว‡าแหล‡งสัญญาณ

您将听到一声短促的声
音，表明电源已连接。

리모콘의

iPod 또는 iPhone이 올바
르게 도킹되지 않거나 충
전되지 않는 경우:

ไม‡มีเสียง:

 插入交流（市电）插座中。  插入交流（市電）插座中。
您將聽到一聲短促的聲

에 단단히 삽입합니다.

ไม‡สามารถต‡อพ‡วงกับฐาน
ไดˆหรือไม‡ชาร‹จไฟ:

• ตรวจสอบว‡ามีสิ่งกีดขวางในขั้วต‡อ

源组件的连接器中。

iPod 또는 iPhone을 도크

문제 해결

iPod หรือ iPhone

的 DC POWER 连接器中。

SoundDock Series III
®

日本語

한국어

การแกˆปัญหา

iPod or iPhone does
not respond to
remote control:

?

http://global.Bose.com

__________________________________________

،للحصول على نسخة مطبوعة من دليل المالك الكامل
يرجى الرجوع لصفحة معلومات االتصال ألرقام الهواتف
.في منطقتك
SoundDock

 وتصميم نظامSoundDock

Bose هي عالمات تجارية مسجلة لشركة

. في الواليات المتحدة ودول أخرىCorporation
touch iPod  وiPod  وiPhone
 مسجلةApple هي عالمات تجارية لشركة
Apple في الواليات المتحدة ودول أخرى و
.Apple  هي عالمة تجارية لشركةLightning
)Made for iPod(” iPod “صنع من أجل
)Made for iPhone(” iPhone و “صنع من أجل
ً تعنى أن ملحقا الكتروني قد تم تصميمه خصيصا
 علىiPhone  أو بجهازiPod للتوصيل بجهاز
التوالي وتم التصديق عليه من قبل المطور ليفي
 غير مسئولةApple  وشركة.Apple بمعايير أداء
عن تشغيل هذا الجهاز أو عن خضوعه لمعايير
 يرجى مالحظة أن.السالمة والمعايير التنظيمية
 قدiPhone  أوiPod استخدام هذا الملحق مع جهاز
.يؤثر على األداء الالسلكي

يرجى استكمال سجالتك
.يرجى استكمال سجالتك واالحتفاظ بها
:)الرقم المسلسل (على بطاقة الضمان
__________________________________

ご 購 入 さ れ たSoundDock® Series III systemの
®
製 品 登 録 を お 願 い い た し ま す。 登 録 は、 SoundDock الوقت مناسب اآلن لتسجيل نظام
http://global.Bose.com/registerから簡単に行え  ويمكنك القيام بذلك بسهولة بالذهاب إلى موقع.Series III
ます。
.http://global.Bose.com/register

United States................................................. 877 721 9154
Australia........................................................ 1 800 061 046
Austria............................................................. 01 60404340
Belgium............................................................. 012 259960
Canada........................................................... 800 465 2673
China.............................................................. 400 880 2266
Denmark............................................................. 4343 7777
Europe, Other.........................................+31(0) 299390111
Finland........................................................... 010 778 6900
France........................................................... 01 30 61 63 63
Germany....................................................... 0800 2673444
Greece.............................................................. 2106744575
Hong Kong.................................................. 852 2123 9000
Hungary............................................................ 6040434 31
India............................................................ 1 800 102 2673
Ireland........................................................... 1 800 932 436
Italy............................................................... 06 60 292 292
Japan.............................................................. 0570 080 021
Latin Markets, Other..................................... 508 614 6000
Mexico.................................................+52 (55) 52 02 35 45
New Zealand.................................................. 0800 501 511
Norway....................................................... +47 62 82 75 00
Portugal............................................................. 229419248
Spain.................................................................. 917482960
Sweden............................................................. 031 878850
Switzerland................................................... 061 975 77 33
Taiwan....................................................... 886 2 2514 7977
The Netherlands............................................. 0299 390290
United Arab Emirates.................................. +97148861300
United Kingdom.......................................... 0800 081 3569

ไทย

English

Important Safety Instructions

Please take the time to carefully read and
follow these Important Safety Instructions
and Quick Start Guide.

They will help you set up and operate your system properly
and enjoy all of its advanced features. Please save these
sheets for future reference.

คำ�แนะนำ�ดˆานความปลอดภัยที่สำ�คัญ

โปรดสละเวลาอ‡านและปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�เพื่อความ
ปลอดภัยที่ส�ำ คัญและคู‡มือการเริ่มตˆนอย‡างรวดเร็วเหล‡านี้
โดยละเอียด
เพราะจะช‡วยใหˆคุณติดตั้งและใชˆงานผลิตภัณฑ‹ไดˆอย‡างถูกตˆอง และ
เพลิดเพลินกับคุณสมบัติชั้นสูงทั้งหมดของผลิตภัณฑ‹นี้ไดˆ โปรดเก็บรักษา
เอกสารนี้สำ�หรับการอˆางอิงในภายหนˆา

The lightning flash with arrowhead symbol within an
equilateral triangle alerts the user to the presence of
uninsulated, dangerous voltage within the system
enclosure that may be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric shock.
The exclamation point within an equilateral triangle alerts
the user to the presence of important operating and
maintenance instructions in this owner’s guide.

WARNINGS and CAUTIONS for Product

• To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose
this p roduct to rain or moisture. The product shall not be
exposed to dripping or splashing, and objects filled with
liquids, such as vases, shall not be placed on or near the
product. As with any electronic products, use care not to
spill liquids into any part of the product. Liquids can cause a
failure and/or a fire hazard.
• This product must be used indoors. It is neither designed nor
tested for use outdoors, in recreational vehicles, or on boats.
• Make no modifications to the product or accessories.
Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory
compliance, and system performance.
• Where the mains plug or appliance coupler is used as the
disconnect device, such disconnect device shall remain
readily operable.
• Do not place naked flame sources, such as lighted candles,
on or near the product.
• This product is intended to be used only with the power
supply provided.

WARNINGS and CAUTIONS for Remote Battery

• Keep the remote control battery away from children. It
may cause a fire or chemical burn if mishandled. Do not
recharge, d isassemble, heat above 100º C (212º F),
or incinerate.
• Dispose of used batteries promptly. Replace only with a
battery of the correct type and model number.
• Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with an agency approved (ex. UL) CR2032 or
DL2032 3-volt lithium battery.

WARNINGS and CAUTIONS for Product Battery
(SoundDock® Portable Digital Music System only)

• Keep batteries out of the reach of children and pets.
• Do not attempt to recharge the battery in temperatures
outside the range of 32°-104°F (0°-40°C).
• After extended periods of storage, it may be necessary to
charge and discharge the battery several times to obtain
maximum performance.
• Before use, charge the battery using only the power supply
provided with the system. Refer to charging instructions in
the Quick Start Guide. Do not continue charging the battery
if it does not reach full charge within the specified charging
time. O
 vercharging may cause the battery to become
hot, rupture, or ignite. If you see any heat deformation or
leakage, properly dispose of the battery.
• If the battery begins to leak, do not allow the liquid to come
in contact with your skin or eyes. If contact has been made,
wash the affected area with plenty of water and seek
medical advice immediately.
• Do not expose the product or battery to excessive heat,
including direct sunlight or fire and storage or use inside cars
in hot weather, where it can be exposed to temperatures in
excess of 140°F (60°C). Doing so may cause the battery
and power supply to generate heat, rupture, or ignite.
Using the product in this manner also may result in a loss of
performance and a shortened life expectancy of the battery.
• If the battery is damaged and ignites, do not use water
to e xtinguish flames. Instead, use a functioning fire
extinguisher.
• Do not short-circuit batteries. Avoid storing them around
metal objects such as keys, pocket change, paper clips,
and jewelry.
• Do not step on, throw, or drop batteries or the power supply
or expose them to a strong shock. Do not pierce, crush,
dent, or deform the batteries or power supply in any way.
If either becomes deformed, properly dispose of it.
• The cells in the batteries perform best when operating at
normal room temperature, 70°F (20°C).
• Do not dismantle, open, or shred the battery.
• The battery is intended to be used only with the Bose
product and the power supply provided with it.
• Product labels are located on the bottom of the product.
• Please dispose of used
batteries properly, following
any local regulations.
Do not incinerate.
• We recommend replacing
the SoundDock® system battery with a genuine SoundDock
battery from Bose or an authorized Bose dealer. Bose cannot
warrant the safety and compatibility or assure the operability
of batteries from other manufacturers for use in operating the
SoundDock Portable system.
• DO NOT attempt to use the SoundDock battery to power
other electronics. Doing so may result in permanent damage
to your system and/or personal injury.
• To return a system battery for recycling, contact Bose or
your Bose dealer. See the contact information on this sheet
for your region.
This product conforms to all applicable EU directive
requirements. The complete declaration of conformity
can be found at www.Bose.com/compliance
1. Read these instructions – for all components before using
this product.
2. Keep these instructions – for future reference.
3. Heed all warnings – on the product and in the
owner’s guide.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water or moisture –
Do not use this product near a bathtub, washbowl, kitchen sink,
laundry tub, in a wet basement, near a swimming pool,
or anywhere else that water or moisture are present.
6. Clean only with a dry cloth – and as directed by Bose
Corporation. Unplug this product from the wall outlet. If product
has battery, remove the battery before cleaning.
7. Do not block any ventilation openings. Install in
accordance with the manufacturer’s instructions –
To ensure reliable operation of the product and to protect it from
overheating, put the product in a position and location that will
not interfere with its proper ventilation. For example, do not place
the product on a bed, sofa, or similar surface that may block the
ventilation openings. Do not put it in a built-in system, such as a
bookcase or a cabinet, that may keep air from flowing through its
ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources, such as r adiators,
heat registers, stoves, or other apparatus (including
amplifiers) that produce heat.
9. Only use attachments/accessories specified by the
manufacturer.
10. Protect the power cord from being walked on
or pinched, particularly at plugs, convenience
receptacles, and the point where they exit from
the apparatus.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when
unused for long periods of time – to prevent damage to
this product.
12. Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has been
damaged in any way: such as power supply cord or
plug is damaged; liquid has been spilled or objects
have fallen into the apparatus; the apparatus has been
exposed to rain or moisture, does not operate normally,
or has been dropped – Do not attempt to service this
product yourself. Opening or removing covers may expose you
to dangerous voltages or other hazards. Please call Bose to be
referred to an authorized service center near you.
13. To prevent risk of fire or electric shock, avoid
overloading wall outlets, extension cords, or integral
convenience receptacles.
14. Do not let objects or liquids enter the product – as they
may touch dangerous voltage points or short-out parts that could
result in a fire or electric shock.
15. See product enclosure for safety-related markings.
16. Use proper power sources – Plug the product into a proper
power source, as described in the Quick Start Guide or as marked
on the product.

Information about products that generate electrical
noise

NOTICE (in U.S.A. only)
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,
this 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, you are
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.
In Canada
This Class B digital apparatus complies with the 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.

สัญลักษณ‹รูปลูกศรสายฟƒาในกรอบสามเหลี่ยมดˆานเท‡า เป็นการเตือน
ผูˆใชˆถึงอันตรายจากกระแสไฟฟƒาในบริเวณที่ไม‡มีฉนวนหุˆมภายใน
เครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำ�ใหˆเสี่ยงต‡อการถูกไฟฟƒาช็อคไดˆ
ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำ�ใหˆเสี่ยงต‡อการถูกไฟฟƒาช็อคไดˆ
เครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมดˆานเท‡า ที่ติดอยู‡บนเครื่อง
เป็นการเตือนผูˆใชˆใหˆปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการใชˆงานและการ
บำ�รุงรักษาในคู‡มือนี้

คำ�เตือนและขˆอควรระวังสำ�หรับผลิตภัณฑ‹

• เพื่อลดความเสี่ยงต‡อการเกิดเพลิงไหมˆหรือไฟฟƒาช็อค อย‡าใหˆผลิตภัณฑ‹

ถูกฝนหรือความชื้น ไม‡ควรวางผลิตภัณฑ‹ ในบริเวณที่มีน้ำ�หยดหรือกระเด็น
และไม‡ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช‡น แจกัน ไวˆบนหรือใกลˆกับ
ผลิตภัณฑ‹ เช‡นเดียวกับเครื่องใชˆไฟฟƒาอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย‡าใหˆ
ของเหลวกระเด็นลงในส‡วนประกอบของผลิตภัณฑ‹ เพราะของเหลว
จะทำ�ใหˆเครื่องเสียหาย และ/หรือ เกิดเพลิงไหมˆไดˆ
• ผลิตภัณฑ‹นี้จะตˆองใชˆภายในอาคารเท‡านั้น ผลิตภัณฑ‹นี้ไม‡ไดˆรับการออกแบบ
หรือทดสอบสำ�หรับใชˆงานภายนอกอาคาร ในยานพาหนะ หรือบนเรือ
• โปรดอย‡าดัดแปลงผลิตภัณฑ‹หรืออุปกรณ‹เสริม การดัดแปลงแกˆไขโดย
ไม‡ไดˆรับอนุญาตอาจกระทบต‡อความปลอดภัย ความสอดคลˆองตามระเบียบ
ขˆอบังคับ และประสิทธิภาพของระบบ
• ในกรณีที่ใชˆปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ‡วงเป็นอุปกรณ‹ตัดไฟ อุปกรณ‹ตัดไฟ
ดังกล‡าวควรพรˆอมใชˆงานไดˆ
• อย‡าวางสิ่งที่ลุกไหมˆใดๆ เช‡น เทียนไขที่จุดไฟ ไวˆบนหรือใกลˆกับผลิตภัณฑ‹
• ผลิตภัณฑ‹นี้จะตˆองใชˆงานร‡วมกับแหล‡งจ‡ายไฟที่ใหˆมาเท‡านั้น

คำ�เตือนและขˆอควรระวังสำ�หรับแบตเตอรี่รีโมท

• เก็บแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลใหˆพˆนมือเด็ก เพราะอาจเป็นสาเหตุใหˆเกิด

เพลิงลุกไหมˆหรือการไหมˆจากสารเคมีหากใชˆงานผิด อย‡านำ�แบตเตอรี่
ไปชาร‹จซ้ำ� ถอดชิ้นส‡วน ถูกความรˆอนเกินกว‡า 100º C (212º F) หรือ
นำ�ไปเผา
• ทิ้งแบตเตอรี่ที่หมดอายุใชˆงานแลˆวในทันที เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหˆถูกตˆอง
ตามชนิดและหมายเลขรุ‡นเท‡านั้น
• อันตรายจากการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม‡ถูกตˆอง เปลี่ยนดˆวย
แบตเตอรี่ลิเธี่ยม CR2032 หรือ DL2032 ที่ไดˆรับอนุมัติจากหน‡วยงาน
(เช‡น UL)

คำ�เตือนและขˆอควรระวังสำ�หรับแบตเตอรี่ผลิตภัณฑ‹�
(SoundDock® Portable Digital Music System เท‡านั้น)

• เก็บแบตเตอรี่ใหˆพˆนจากเด็กและสัตว‹เลี้ยง
• อย‡าพยายามชาร‹จแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่เกินกว‡า 32°-104°F (0°-40°C)
• หลังจากการเก็บไวˆเป็นระยะเวลานาน คุณอาจจะตˆองชาร‹จไฟและคาย

กระแสไฟของแบตเตอรี่หลายๆ รอบ เพื่อใหˆไดˆประสิทธิภาพสูงสุด
• ก‡อนใชˆงาน ชาร‹จแบตเตอรี่โดยใชˆสายไฟที่จัดส‡งใหˆพรˆอมกับระบบเท‡านั้น
โปรดดูคำ�แนะนำ�การชาร‹จในคู‡มือการเริ่มตˆนอย‡างรวดเร็ว อย‡าชาร‹จ
แบตเตอรี่ต‡อไปหากไม‡สามารถชาร‹จไฟไดˆเต็มภายในเวลาการชาร‹จที่ระบุไวˆ
การชาร‹จนานเกินไปอาจทำ�ใหˆแบตเตอรี่รˆอนจัด แตกรˆาว หรือลุกไหมˆไดˆ
หากคุณมองเห็นความบิดเบี้ยวเนื่องจากความรˆอนหรือเกิดการรั่วซึม ใหˆทิ้ง
แบตเตอรี่นั้นอย‡างเหมาะสม
• หากแบตเตอรี่เริ่มมีของเหลวรั่วซึมออกมา อย‡าใหˆของเหลวนั้นสัมผัสกับ
ผิวหนังหรือเขˆาตาคุณ หากคุณสัมผัสกับของเหลว ใหˆลาˆ งบริเวณนั้นดˆวยน้ำ�
จำ�นวนมาก และไปพบแพทย‹ในทันที
• อย‡าใหˆผลิตภัณฑ‹หรือแบตเตอรี่ถูกความรˆอนสูงเกินไป รวมถึงแสงแดด
โดยตรง หรือใชˆงานหรือจัดเก็บภายในรถยนต‹ภายใตˆสภาวะอากาศรˆอนจัด
ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงกว‡า 140°F (60°C) เพราะอาจทำ�ใหˆแบตเตอรี่และ
แหล‡งจ‡ายไฟเกิดความรˆอน แตกรˆาว หรือลุกไหมˆไดˆ การใชˆผลิตภัณฑ‹นี้
ในบริเวณดังกล‡าวอาจทำ�ใหˆการทำ�งานไม‡ถูกตˆอง และทำ�ใหˆแบตเตอรี่
มีอายุใชˆงานสั้นกว‡าที่คาดไวˆ
• หากแบตเตอรี่ไดˆรับความเสียหายหรือลุกไหมˆ อย‡าใชˆน้ำ�ดับไฟ ใหˆใชˆ
อุปกรณ‹ถังดับเพลิงในการดับไฟ
• อย‡าลัดวงจรแบตเตอรี่ หลีกเลี่ยงการวางใกลˆกับวัตถุโลหะต‡างๆ เช‡น กุญแจ
เหรียญ ลวดหนีบกระดาษ และเครื่องประดับ
• อย‡าเหยียบแบตเตอรี่หรือแหล‡งจ‡ายไฟ โยน หรือทำ�ตกหล‡น หรือกระแทก
อย‡างรุนแรง อย‡าเจาะ ทุบ ตอก หรือทำ�ใหˆแบตเตอรี่หรือแหล‡งจ‡ายไฟเสียรูป
หากเกิดลักษณะบิดเบี้ยวขึ้น โปรดกำ�จัดทิ้งอย‡างเหมาะสม
• แบตเตอรี่จะทำ�งานไดˆดีที่สุดเมื่อใชˆงานในบริเวณอุณหภูมิหˆองทั่วไป
ที่ 70°F (20°C)
• อย‡ารื้อ เปิด หรือแกะแบตเตอรี่
• แบตเตอรี่นี้จะตˆองใชˆงานร‡วมกับผลิตภัณฑ‹ Bose และแหล‡งจ‡ายไฟ
ที่จัดส‡งใหˆเท‡านั้น
• ฉลากผลิตภัณฑ‹จะอยู‡ที่ขˆางใตˆผลิตภัณฑ‹
• โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชˆแลˆว
ใหˆเหมาะสมตามระเบียบ
ขˆอบังคับของทˆองถิ่นนั้นๆ
อย‡าเผาแบตเตอรี่
• ขอแนะนำ�ใหˆเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ
ระบบ SoundDock® ดˆวยแบตเตอรี่ SoundDock ของแทˆจาก Bose
หรือตัวแทนจำ�หน‡ายที่ไดˆรับอนุญาตของ Bose เท‡านั้น Bose ไม‡รับ
ประกันความปลอดภัยและความสามารถใชˆงานร‡วมกันหรือรับรองถึงความ
สามารถทำ�งานของแบตเตอรี่จากผูˆผลิตรายอื่นในการนำ�มาใชˆกับระบบ
SoundDock Portable
• อย‡าพยายามใชˆแบตเตอรี่ SoundDock กับเครื่องใชˆไฟฟƒาอื่นๆ เพราะ
อาจส‡งผลเสียหายถาวรกับระบบ และ/หรือไดˆรับบาดเจ็บไดˆ
• ในการส‡งคืนแบตเตอรี่ของระบบเพื่อการรีไซเคิล โปรดติดต‡อ Bose หรือ
ตัวแทนที่จำ�หน‡าย Bose ใหˆแก‡คุณ ดูขˆอมูลติดต‡อในเอกสารนี้สำ�หรับ

ภูมิภาคของคุณ
ผลิตภัณฑ‹นี้สอดคลˆองตามขˆอกำ�กับ EU Directive ที่ใชˆบังคับ
ทั้งหมด ประกาศฉบับสมบูรณ‹เกี่ยวกับความสอดคลˆอง สามารถ
อ‡านไดˆจาก www.Bose.com/compliance
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โปรดอ‡านคำ�แนะนำ�เหล‡านี้ – สำ�หรับส‡วนประกอบทั้งหมด
ก‡อนใชˆผลิตภัณฑ‹นี้
เก็บคู‡มือคำ�แนะนำ�เหล‡านี้ – สำ�หรับการอˆางอิงในอนาคต
ใส‡ใจในคำ�เตือนทั้งหมด – บนผลิตภัณฑ‹และในคู‡มือผูˆใชˆ
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ทั้งหมด
อย‡าใชˆอุปกรณ‹นี้ใกลˆกับน้ำ� หรือความชื้น – อย‡าใชˆผลิตภัณฑ‹นี้
ใกลˆกับอ‡างอาบน้ำ� อ‡างลˆางมือ อ‡างลˆางจาน อ‡างซักผˆา ในบริเวณพื้นที่
เปียก ใกลˆสระว‡ายน้ำ� หรือสถานที่ใดก็ตามที่มีน้ำ�หรือความชื้น
ทำ�ความสะอาดดˆวยผˆาแหˆงเท‡านั้น – และทำ�ตามคำ�แนะนำ�ของ
Bose Corporation ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ‹นี้จากเตˆารับไฟฟƒาที่ผนัง
ก‡อนทำ�ความสะอาด หากผลิตภัณฑ‹มีแบตเตอรี่ ใหˆถอดแบตเตอรี่
ออกก‡อนทำ�ความสะอาด
อย‡ากีดขวางช‡องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำ�แนะนำ�ของผูˆผลิต –
เพื่อความมั่นใจไดˆถึงการทำ�งานที่เชื่อถือไดˆของผลิตภัณฑ‹และเพื่อ
ปƒองกันผลิตภัณฑ‹รˆอนเกินไป ใหˆวางผลิตภัณฑ‹นี้ในตำ�แหน‡งและสถานที่
ที่จะไม‡ส‡งผลต‡อการระบายอากาศอย‡างเหมาะสมของผลิตภัณฑ‹ เช‡น
อย‡าวางผลิตภัณฑ‹บนเตียงนอน โซฟา หรือบริเวณอื่นที่คลˆายกันนี้
ซึ่งอาจกีดขวางช‡องระบายอากาศไดˆ อย‡าวางผลิตภัณฑ‹ในเครื่องเรือน
บิวท‹อิน เช‡น ตูˆหนังสือ หรือตูˆลิ้นชัก ซึ่งอาจกีดขวางการระบายอากาศ
ของช‡องระบายอากาศ
อย‡าตั้งใกลˆกับแหล‡งที่ก‡อใหˆเกิดความรˆอนใดๆ เช‡น หมˆอน้ำ�
เครื่องปั่นไฟ เตา หรืออุปกรณ‹อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง)
ที่ก‡อใหˆเกิดความรˆอน
ใชˆแต‡อุปกรณ‹ต‡อ/อุปกรณ‹เสริมที่ผูˆผลิตระบุเท‡านั้น
ระวังไม‡ใหˆสายไฟขวางทางเดิน หรือหักงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก
จัดวางเตˆารับและจุดที่จะต‡อออกมายังอุปกรณ‹ ใหˆสะดวกแก‡การ
ใชˆงาน
ถอดปลั๊กอุปกรณ‹นี้ระหว‡างฝนฟƒาคะนองหรือเมื่อไม‡ไดˆใชˆงาน
เป็นเวลานาน – เพื่อปƒองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ‹นี้
นำ�ผลิตภัณฑ‹เขˆารับการซ‡อมแซมทั้งหมดจากช‡างผูˆชำ�นาญเท‡านั้น
การเขˆารับบริการซ‡อมแซมเป็นสิ่งจำ�เป็นเมื่ออุปกรณ‹เกิดความ
เสียหายไม‡ว‡าทางใดทางหนึ่ง เช‡น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล‡นเขˆาไปในอุปกรณ‹
อุปกรณ‹ถูกฝนหรือความชื้น ไม‡ทำ�งานตามปกติ หรืออุปกรณ‹
ตกหล‡น – อย‡าพยายามซ‡อมแซมอุปกรณ‹ดˆวยตัวคุณเอง การเปิด
หรือถอดฝาครอบอาจทำ�ใหˆคุณประสบอันตรายจากกระแสไฟฟƒาหรือ
อันตรายอื่นๆ ไดˆ โปรดติดต‡อ Bose เพื่อสอบถามถึงศูนย‹บริการที่
ไดˆรับอนุญาตใกลˆบาˆ นคุณ
เพื่อปƒองกันความเสี่ยงจากเพลิงไหมˆหรือไฟฟƒาช็อต อย‡าเสียบปลั๊ก
ที่เตˆารับไฟฟƒามากเกินไป อย‡าใชˆสายต‡อพ‡วง หรือเตˆารับไฟฟƒา
แบบรวม
อย‡าใหˆวัตถุหรือของเหลวหกหรือหล‡นลงในผลิตภัณฑ‹ – เพราะ
อาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟƒาขั้นอันตรายหรือทำ�ใหˆชิ้นส‡วนลัดวงจร
อันเป็นเหตุใหˆเกิดเพลิงไหมˆหรือไฟฟƒาช็อคไดˆ
โปรดดูเครื่องหมายที่เกี่ยวขˆองกับความปลอดภัยที่ติดมากับ
ผลิตภัณฑ‹
ใชˆแหล‡งจ‡ายไฟที่เหมาะสม – เสียบปลั๊กผลิตภัณฑ‹เขˆากับแหล‡ง
จ‡ายไฟที่ถูกตˆอง ดังที่กล‡าวถึงในคู‡มือการเริ่มตˆนอย‡างรวดเร็วหรือตาม
เครื่องหมายที่ระบุบนผลิตภัณฑ‹

ขˆอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ‹ที่สรˆางเสียงรบกวนทางไฟฟƒา
ประกาศ (ในสหรัฐฯ เท‡านั้น)

อุปกรณ‹นี้ผ‡านการทดสอบและพบว‡าตรงตามขˆอจำ�กัดสำ�หรับอุปกรณ‹ดิจิตอล
คลาส B ตามส‡วน 15 ของระเบียบ FCC ขˆอจำ�กัดนี้กำ�หนดขึ้นเพื่อใหˆการ
ปƒองกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย
อุปกรณ‹นี้ก‡อใหˆเกิด ใชˆ และสามารถแผ‡พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้ง
และใชˆงานไม‡ตรงตามคำ�แนะนำ� อาจเป็นสาเหตุใหˆเกิดการรบกวนที่เป็น
อันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย‡างไรก็ตาม ไม‡มีการรับประกันว‡าการ
รบกวนนี้จะไม‡เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ‹นี้ก‡อใหˆเกิด
การรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน‹ ซึ่งสามารถ
พิจารณาไดˆจากการลองปิดและเปิดอุปกรณ‹ ขอแนะนำ�ใหˆคุณลองแกˆไข
การรบกวนดังกล‡าว ดˆวยวิธีการต‡อไปนี้:
เปลี่ยนทิศทางหรือตำ�แหน‡งของเสาอากาศ
เพิ่มระยะห‡างระหว‡างอุปกรณ‹และเครื่องรับสัญญาณ
เสียบปลั๊กอุปกรณ‹นี้กับเตˆารับไฟฟƒาที่ไม‡ไดˆใชˆสายร‡วมกับเครื่องรับสัญญาณ
ติดต‡อขอรับความช‡วยเหลือจากตัวแทนจำ�หน‡ายหรือช‡างเทคนิคดˆานวิทยุ/
โทรทัศน‹ที่มีประสบการณ‹

ในแคนาดา

อุปกรณ‹ดิจิตอล คลาส B นี้ สอดคลˆองตามขˆอกำ�หนด CAN ICES-3
(B) /NMB-3 (B)

คำ�เตือนของ FCC

การแกˆไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม‡ไดˆรับอนุญาตโดยตรงจาก Bose
Corporation อาจทำ�ใหˆผูˆใชˆไม‡มีสิทธิ์ใชˆงานอุปกรณ‹นี้อีกต‡อไป

简体中文

한국어

重要安全性指示

重要安全性指示

시간을 내어 중요 안전 지침 및 빠른 시작 안내서
를 주의 깊게 읽고 따르십시오.

请花时间认真阅读并遵守这些重要安全性指示和
快速启动指南。

請花時間認真閱讀並遵守這些重要安全性指示和
快速啟動指南。

它们有助于您正确安装和操作本系统，享用它的一
切先进功能。请保留这些页面，以便日后参考。

它們有助於您正確安裝和操作本系統，享用它的一
切進階功能。請保留這些頁面，以便日後參考。

等边三角形内的箭头状电闪标志警示用户：系
统外壳内存在未绝缘的危险电压，可能足以构
成电击危险。
等边三角形内的感叹号标志警示用户：本用户
指南中有相应的重要操作和维护说明。

等邊三角形內的箭頭狀電閃標誌警示使用者：
系統外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能足以
構成電擊危險。
等邊三角形內的感歎號標誌警示使用者：本使
用者指南中有相應的重要操作和維護指示。

이를 통해 시스템을 적절하게 설치, 조작하고 모든 고
급 기능을 활용할 수 있습니다. 향후 참조용으로 보관
하십시오.

정삼각형 안의 화살표 번개 모양의 표시는 시스
템에 감전을 일으킬 만큼 대량의 비절연 위험 전
압이 흐르고 있다는 경고입니다.
기기 상에 표시된 것 같은 정삼각형 안의 느낌표
는 본 사용자 안내서에 중요한 조작 및 유지보수
지침이 들어있다는 것을 의미합니다.

제품에 대한 경고 및 주의

• 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물
에 젖지 않게 하십시오. 제품에 물을 떨어뜨리거나
튀기지 마십시오. 제품 위 또는 근처에 꽃병 등, 물이
담긴 물건을 올려놓지 마십시오. 다른 전자 제품을
사용할 때와 마찬가지로 제품에 액체를 흘리지 않도
록 주의하십시오. 액체로 인해 고장이나 화재 위험
이 발생할 수 있습니다.
• 이 제품은 실내에서만 사용해야 합니다. 이 제품은
레저용 차량이나 선박 등의 야외에서 사용하도록 설
계되거나 테스트되지 않았습니다.
• 제품 또는 부속품을 변경하지 마십시오. 허가 없이
변경하면 안전, 규정 준수 및 시스템 성능에 문제가
발생할 수 있습니다.
• 여기서, 전원 플러그 또는 전기 제품 결합기는 분리
장치로 사용되며 이러한 분리 장치는 쉽게 사용할
수 있는 장소에 두어야 합니다.
• 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처
에 두지 마십시오.
• 이 제품에는 제공된 전원 공급 장치만 사용해야 합
니다.

리모콘 배터리에 대한 경고 및 주의

• 리모콘 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두
십시오. 배터리를 잘못 취급할 경우 화재나 화상을
당할 수도 있습니다. 배터리를 재충전 또는 분해하
거나 100ºC 이상으로 가열 또는 소각하지 마십시오.
• 사용한 배터리는 즉시 폐기하고, 적합한 유형과 모
델 번호의 배터리로 교체하십시오.
• 배터리를 잘못 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 인
증기관이 허가한(예: UL) CR2032 또는 DL2032 3볼트
배터리로만 교체하십시오.

제품 배터리에 대한 경고 및 주의 (SoundDock® Portable 디
지털 뮤직 시스템에 한함)

产品警告与小心

• 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或
受潮。本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝
有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產
品附近。如同任何電子產品，謹防將液體濺入本
產品的任何部分。液體可能導致故障和 / 或火災。
• 必須在室內使用本產品。在室外、旅遊汽車或船舶
上使用本產品均不符合本產品的設計或測試初衷。
• 請勿改裝本產品或配件。未經授權的改裝可能會
對安全性、法規符合性和系統效能造成負面影響。
• 如果是透過電源插頭或裝置耦合器切斷裝置電
源，那麼切斷電源的裝置應當可以迅速復原工作。
• 請勿將明火火源（如点燃的蜡燭）置于本產品上
或靠近本產品。
• 本產品只能使用所提供的電源。

警告与小心（针对遥控器电池）

警告與小心（針對遙控器電池）

• 请将遥控器电池放置在儿童接触不到的地方。如
果处理不当，电池可能导致着火或化学灼伤。请
勿对电池充电、拆解、加热到 100ºC（212ºF）以上
或焚化。
• 请及时处理废旧电池。更换电池时必须使用正确
的类型和型号。
• 如果电池更换不当，可能导致爆炸的危险。只能
使用有关机构认可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032
3 伏锂电池更换。

• 請將遙控器電池放置在兒童接觸不到的地方。如
果 處 理 不 當，電 池 可 能 導 致 著 火 或 化 學 灼 傷。
請勿對其進行充電、拆解，也不要加熱到 100ºC
(212ºF) 以上或焚化。
• 請及時處理廢舊電池。更換電池時必須使用正確
的類型和型號。
• 如 果 電 池 更 換 不 當，可 能 導 致 爆 炸 的 危 險。只
能 使 用 有 關 機 構 認 可 的（UL 除 外） CR2032 或
DL2032 3 伏鋰電池更換。

警告与小心（针对产品电池）（仅限 SoundDock® 便携式数
字音乐系统）

警告與小心（針對產品電池）
（僅限 SoundDock® 可攜式數
位音樂系統）

• 请勿让儿童或宠物接触电池。
• 请勿尝试在 32°
-104°
F (0°
-40°
C) 的温度范围以外对电
池进行充电。
• 在长时间存放之后，可能需要对电池充电和放电
几次才能获得最佳性能。
• 使用前，只能使用系统提供的电源为电池充电。
请查阅快速启动指南中的充电说明。如果电池在
指定充电时间内未充满电，请勿继续充电。充电
过度可能导致电池发热、破裂或起火。如发现任
何因过热导致的变形或渗漏，请妥善处理电池。
• 如果电池开始漏液，请避免让液体与皮肤或眼睛
接触。如果已经发生接触，请用大量水冲洗接触
液体的部位，并立即求医。
• 本产品或电池应避免暴露在热量过高的环境中，
包括阳光直射或火源辐射。由于热天时，车内温
度可能超过 140°
F (60°
C)，请勿在车内使用本产品
或存放电池。否则可能导致电池和电源发热、破
裂或起火。如此使用本产品也可能导致电池性能
下降和寿命缩短。
• 如果电池损坏并燃烧，请勿用水熄灭火焰。要使
用功能正常的灭火器。
• 请勿使电池短路。请勿将其存放在诸如钥匙、零
币、曲别针和珠宝等金属物体附近。
• 请勿踩踏、投掷或跌落电池或电源或致使它们受
到猛烈撞击。请勿以任何方式刺穿、挤压电池或
电源，也不要使其凹陷、变形。如果电池或电源
变形，请妥善处置。
• 电池中的单元在 70°
F (20°
C) 标准室温下工作时具有
最佳性能。
• 请勿拆解、打开或破碎电池。
• 电池只能与 Bose 产品以及随其提供的电源一起
使用。
• 产品标签位于产品底部。
• 请适当处理废旧电池，
遵守任何地方法规。
请勿将其焚化。
• 建议用 Bose 或 Bose 授
权经销商的正品 SoundDock 电池替换 SoundDock® 系
统电池。如果使用其它制造商提供的电池来驱动
SoundDock 便携式系统，Bose 无法担保其安全性和
兼容性或保证其工作性能。
• 请勿尝试使用 SoundDock 电池来驱动其它电子设备。
否则可能导致您的系统永久损坏和 / 或人身伤害。
• 要返还系统电池以进行回收利用，请联系 Bose 或
您的 Bose 经销商。请查阅本页有关您所在地区的
联系信息。
本产品符合所有适用的欧盟指令要求。您可
以从 www.Bose.com/compliance 找到完整的符
合声明。

• 請勿讓兒童或寵物接觸電池。
• 請勿嘗試在 32°
-104°
F (0°
-40°
C) 的溫度範圍以外對電
池進行充電。
• 在長時間存放之後，可能需要對電池充電和放電
幾次才能獲得最佳效能。
• 使用前，只能使用系統提供的電源為電池充電。
請查閱快速啟動指南中的充電指示。如果電池
在指定充電時間內未充滿電，請勿繼續給電池充
電。充電過度可能導致電池發熱、破裂或起火。
如發現任何因過熱導致的變形或滲漏，請妥善處
理電池。
• 如果電池開始漏液，請避免讓液體與皮膚或眼睛
接觸。如果已經發生接觸，請用大量水沖洗接觸
液體的部位，並立即求醫。
• 本產品或電池應避免暴露在熱量過高的環境中，
包括陽光直射或火源輻射。由於熱天時，車內溫
度可能超過 140°
F (60°
C)，請勿在車內使用本產品
或存放電池。否則可能導致電池和電源發熱、破
裂或起火。如此使用本產品也可能導致電池效能
下降和壽命縮短。
• 如果電池損壞並燃燒，請勿用水熄滅火焰。要使
用功能正常的滅火器。
• 請勿使電池短路。請勿將其存放在諸如鑰匙、零
幣、曲別針和珠寶等金屬物體附近。
• 請勿踩踏、投擲或跌落電池或電源或致使它們受
到猛烈撞擊。請勿以任何方式刺穿、擠壓電池或
電源，也不要使其凹陷、變形。如果電池或電源
變形，請妥善處置。
• 電池中的單元在 70°
F (20°
C) 標準室溫下工作時具有
最佳效能。
• 請勿拆解、開啟或破碎電池。
• 電池只能與 Bose 產品以及隨其提供的電源一起
使用。
• 產品標籤在產品底部。
• 請適當處理廢舊電池，
遵守任何地方法規。
請勿將其焚化。
• 建 議 用 Bose 或 Bose 授
權經銷商的正品 SoundDock 電池取代 SoundDock® 系
統電池。如果使用其他製造商提供的電池來驅動
SoundDock 攜帶型系統，Bose 無法擔保其安全性和
相容性或保證其工作效能。
• 請勿嘗試使用 SoundDock 電池來驅動其他電子裝
置。否則可能導致您的系統永久損壞和 / 或人身
傷害。
• 要送回系統電池進行回收利用，請聯絡 Bose 或
Bose 經銷商。請查閱本頁有關您所在地區的聯絡
資訊。
本 產 品 符 合 所 有 適 用 的 歐 盟 指 令 要 求。
www.Bose.com/compliance 中有完整的符合聲明。

1. 이 제품을 사용하기 전에 모든 구성 요소에 대한 지침을
읽으십시오.
2. 향후 참조를 위해 지침을 보관하십시오.
3. 제품과 사용자 안내서에 있는 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 본 장비를 물 또는 습기 가까이에서 사용하지 마십시오. 본 제
품을 욕조, 세면대, 싱크대, 세탁조 근처, 습한 지하실, 수
영장 근처 또는 기타 물이나 습기가 있는 곳에서 사용하
지 마십시오.
6. Bose Corporation의 지침대로 마른 천으로만 닦으십시
오. 벽 콘센트에서 전원 코드를 빼십시오. 제품에 배터리
가 있으면 세척하기 전에 배터리를 제거하십시오.
7. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라
설치하십시오 – 제품의 올바른 작동과 과열 방지를 위해
환기가 잘 될 수 있는 적절한 위치에 두십시오. 예를 들
어 침대, 소파 또는 이와 유사한 표면은 환기구를 막을
수 있으므로 그런 곳에 제품을 두지 마십시오. 책장이나
캐비닛 등, 빌트인 시스템에 제품을 두면 환기구로 공기
가 통하는 것을 막을 수 있으니 이런 곳에 제품을 두지
마십시오.
8. 방열기나 난방기, 전기 난로 또는 열을 발생시키는 기타 기기
(앰프 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
9. 제조업체에서 지정한 부품이나 부속품만 사용하십시오.
10. 전원 코드 특히, 플러그, 통합 콘센트 및 기기의 코드 끝 부분
이 밟히거나 집히지 않도록 보호하십시오.
11. 번개를 동반한 폭풍우 시 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않을
시에는 제품이 손상되지 않도록 기기의 전원을 빼놓으십시오.
12. 자격 있는 서비스 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원
코드 또는 플러그가 손상된 경우, 기기에 액체가 쏟아졌거나
물체가 떨어진 경우, 비 또는 습기에 노출된 경우, 정상적으로
작동하지 않는 경우, 제품을 떨어뜨린 경우 등 제품이 손상된
경우 서비스가 필요합니다. 제품을 스스로 수리하지 마십
시오. 뚜껑을 열거나 분리하면 위험한 고압을 비롯한 여
러 위험에 노출됩니다. 가까운 곳에 있는 공인 Bose 서비
스 센터에 문의하십시오.
13. 화재나 감전을 방지하려면, 콘센트나 연장 코드 또는 통합 콘
센트에 과부하가 생기지 않도록 하십시오.
14. 물체나 액체가 제품 안으로 들어가면 위험한 전기 부품을 건
드리거나 부품을 단락시켜 화재나 감전을 일으킬 수 있으므로
이를 사전에 방지하십시오.
15. 안전 관련 표시는 제품을 참조하십시오.
16. 올바른 전원을 사용하십시오. 빠른 시작 안내서에 설명되
거나 제품에 표시된 대로 제품을 올바른 전원에 꽂으십
시오.

1. 在使用本产品之前，请仔细阅读 - 本文关于所有组件的
指示。
2. 请保存这些指示 – 留作以后参考。
3. 请注意有关本产品以及用户指南中的所有警告。
4. 请遵守所有指示。
5. 请勿在水或潮湿环境附近使用本设备 – 请勿在浴缸、水
盆、厨房水槽、洗衣盆、潮湿的地下室、游泳池附
近，或任何有水或潮湿的地方使用本设备。
6. 只能使用干布 - 并遵守 Bose Corporation 的指示进行清
洁。将本产品电源线从电源插座上拔出。如果产品有
电池，请在清洁前取出电池。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装 – 为确保
本产品的可靠运行以及防止其过热，请将本产品放在
不影响其正常通风的位置。例如，不要将本产品放在
床、沙发或可能堵塞通风口的类似表面上。请勿将其
放入封闭设施（例如书柜或橱柜）中，因为这样将阻
止空气流过通风口。
8. 请勿安装在靠近任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火
炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 只能使用制造商指定的附件 / 配件。
10. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上
的出口位置。
11. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源 – 以免损坏
该产品。
12. 请向合格的维修人员咨询。如果本设备在任何方面受到损坏
均需进行维修，例如电源线或插头受损；液体溅入或物体落
入设备内；本设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落 – 请
勿自己尝试维修本产品。打开或卸下外壳可能会有电
击或其他危险。请致电 Bose 以了解您附近的授权维修
中心。
13. 为了避免着火或电击危险，请避免墙壁插座、延长线或电源
插座过载。
14. 请勿使物体或液体进入本产品 – 因为它们可能会接触危
险的电压点或使部件短路，造成着火或电击。
15. 请参阅产品外壳上有关安全的标记。
16. 请使用相应的电源 – 按快速启动指南中的说明或产品上
的标志，将本产品电源线插入相应电源。

1. 在使用本產品之前，請仔細閱讀 - 本文關於所有元件的指
示。
2. 請保留這些指示，以備參考。
3. 請注意 – 有關本產品以及使用者指南中的所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此設備 – 請勿在浴缸、水盆、廚房水槽、
洗衣盆、潮濕的地下室、游泳池附近，或任何有水或
潮濕的地方使用本設備。
6. 只能使用幹布 - 並遵守 Bose 公司的指示進行清潔。將
本產品電源線從電源插座上拔出。如果產品有電池，
請在清潔前取出電池。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的說明安裝 – 為確保
本產品的可靠運行，以及防止其過熱，請將本產品放
在不影響其正常通風的位置。例如，請勿將本產品放
在床、沙發或可能堵塞通風口的類似表面上。請勿將
其放入封閉設施（例如書櫃或櫥櫃）中，因為這樣將
阻止空氣流過通風口。
8. 請勿在熱源附近安裝，如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可發
熱的其他裝置（包括擴音器）。
9. 只能使用製造商指定的附件 / 配件。
10. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及裝置上
的出口位置。
11. 在雷雨天或長時間不用時，請切斷本裝置電源 - 以免損壞
該產品。
12. 請向合格的維修人員諮詢。本裝置在任何方面受到損壞時均
需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入
裝置內；本裝置受雨淋或受潮、不能正常工作或跌落 – 請
勿自己嘗試維修本產品。開啟或卸下外殼可能會有電
擊或其他危險。請致電 Bose 以了解您附近的授權維
修中心。
13. 為了避免著火或電擊危險，請避免牆壁插座、延長線或電源
插座過載。
14. 請勿使異物或液體進入本產品 – 因為它們可能會接觸危
險的電壓點或使部件短路，導致失火或電擊。
15. 請參閱產品外殼上有關安全的標記。
16. 請使用正確的電源 – 按照快速啟動指南中的說明或產品
上的標記，將本產品電源線插入適當電源。

有关可产生电子噪音的产品的信息

有關可產生電子噪音的產品的資訊

声明（仅限美国）
本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关
B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防
范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产
生、使用并可能辐射无线电频率能量，如果不按照
指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害
干扰。然而，按照指示安装并不能保证某些安装不
会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收
造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定）
，
建议采取以下一种或多种措施来尝试消除干扰：
调整接收天线的方向或位置。
增大本设备和接收器的间距。
将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座。
请咨询经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员以
获得帮助。
在加拿大
此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
规范。

注意（僅限美國）
本裝置已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關
B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防
範安裝在住宅中的設備產生有害干擾。本裝置產
生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照
指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害
干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不
會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收
，
造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定）
建議採取以下一種或多種措施來嘗試消除干擾：
調整接收天線的方向或位置。
增大本裝置和接收器的間距。
將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座。
請諮詢經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以
獲得幫助。
在加拿大
此 B 類數位設備符合加拿大 ICES-3 (B) /NMB-3 (B)
規範。

FCC 警告

FCC 警告

참고(미국에만 해당)
이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B 등급
디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한
은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파
를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다.
이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고
방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사
용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해
전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서
방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니
다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수
신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법
중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.
수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
수신기가 연결되어 있는 콘센트와 다른 회선의 콘센
트에 장비를 연결합니다.
판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을
요청하십시오.
캐나다
이 B 등급 디지털 기기는 CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)를 준
수합니다.

FCC 경고

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경
또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한
을 무효화할 수 있습니다.

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本
设备会使用户运行本设备的权利失效。

安全上の留意項目

安全上の留意項目およびクイックスタートガイドに
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、必要な時にすぐに本書をご覧
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。

產品警告與小心

• 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或
受潮。本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装
有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产
品附近。如同任何电子产品，谨防将液体溅入本
产品的任何部分。液体可能导致故障和 / 或火灾。
• 必须在室内使用本产品。在室外、旅游汽车或船舶
上使用本产品均不符合本产品的设计或测试初衷。
• 请勿改装本产品或配件。未经授权的改装可能会
对安全性、法规符合性和系统性能造成负面影响。
• 如果是通过电源插头或设备耦合器切断设备电源，
那么切断电源的设备应当可以迅速恢复工作。
• 请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上
或靠近本产品。
• 本产品只能使用所提供的电源。

• 배터리를 어린이와 애완 동물이 닿지 않는 곳에 보
관하십시오.
• 0°
-40°
C의 범위를 벗어나는 온도에서는 배터리를 충
전하지 마십시오.
• 장기간 보관한 후에는 배터리를 충전과 방전을 여러
번 반복해야 최대 성능을 얻을 수 있습니다.
• 사용하기 전에 시스템과 함께 제공되는 전원 공급
장치만 사용하여 배터리를 충전하십시오. 빠른 시작
안내서의 충전 지침을 참조하십시오. 지정된 충전
시간 내에 완전히 충전되지 않으면 계속 충전하지
마십시오. 과충전하면 배터리가 과열, 파열 또는 발
화될 수도 있습니다. 열로 인한 변형 또는 누출이 있
으면 배터리를 적절히 폐기하십시오.
• 배터리가 새기 시작하면 흐른 액체가 피부나 눈에
닿지 않도록 주의하십시오. 접촉했을 경우 오염된
부위를 다량의 물로 씻은 후 즉시 의사의 도움을 받
으십시오.
• 제품 또는 배터리를 직사 광선 또는 불을 포함하여
과도한 열에 노출시키거나 더운 날씨에 온도가 60°
C
를 초과할 수 있는 자동차 내부에서 사용하거나 보
관하지 마십시오. 배터리와 전원 공급 장치가 과열,
파열 또는 발화될 수도있습니다. 그와 같이 제품을
사용하면 성능이 저하되고 배터리 예상 수명이 짧아
질 수도 있습니다.
• 배터리가 손상되어 발화되는 경우 물을 사용하여 불
을 끄지 마십시오. 대신 기능성 소화기를 사용하십
시오.
• 배터리를 단락시키지 마십시오. 열쇠, 동전, 종이 클
립 및 장신구 등과 같은 금속 물체 주변에 배터리를
보관하지 마십시오.
• 배터리 또는 전원 공급 장치를 밟거나, 던지거나, 떨
어뜨리거나 강한 충격에 노출시키지 마십시오. 어떠
한 방식으로도 전원 공급 장치에 구멍을 뚫거나, 압
축하거나, 찌그러뜨리거나 변형시키지 마십시오. 변
형되면 적절히 폐기하십시오.
• 배터리의 전지셀은 일반 실온 20°
C에서 작동할 때 최
대의 성능을 발휘합니다.
• 배터리를 분해, 개방 또는 절단하지 마십시오.
• 배터리는 Bose 제품 및 함께 제공되는 전원 공급 장
치와만 사용할 수 있습니다.
• 제품 라벨은 제품 밑면에 위치해 있습니다.
• 현지 규정에 따라 사용한
배터리는 적절히 폐기하
십시오. 배터리를 소각하
지 마십시오.
• SoundDock® 시스템 배터
리는 Bose 또는 공인 Bose 판매업체에서 구할 수 있는
정품 SoundDock 배터리로 교환하는 것이 좋습니다.
SoundDock Portable 시스템에 다른 제조업체의 배터리
를 사용하면 Bose는 안전 및 호환성을 보증할 수 없
으며 배터리의 작동을 보장할 수 없습니다.
• SoundDock 배터리를 다른 전자 장치의 전원으로 사
용하지 마십시오. 시스템 영구 손상 및/또는 신체 상
해를 입을 수 있습니다.
• 재활용을 위해 시스템 배터리를 반납하려면 Bose 또
는 Bose 판매업체에 문의하십시오. 이 문서에서 귀하
의 지역에 해당하는 연락처 정보를 참조하십시오.
이 제품은 적용되는 모든 EU 지침서 요구 사항
을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은
www.Bose.com/compliance를 참조하십시오.

전기 소음을 발생시키는 제품에 대한 정보

日本語

繁體中文

중요 안전 지침

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本
設備會使使用者運行本設備的權力失效。

製品に関する警告および注意

• 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。
• 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。
• 製品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。
• 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。
• 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。
• この製品には付属の電源アダプターを使用してくだ
さい。

リモコンの電池に関する警告および注意

• リモコンの電池は、小さなお子様の手の届かないとこ
ろに保管してください。リモコンの電池を誤って取り
扱うと、火災を起こしたり、化学物質で皮膚を侵され
たりする危険性があります。また、分解や充電、焼却
を行ったり、100度以上の熱を与えたりしないように
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。交換
する場合は、正しい種類と型番の電池を使用してく
ださい。
• 電池を誤って交換した場合、破裂の危険性があります。
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。

製 品 の バ ッ テ リ ー に 関 す る 警 告 お よ び 注 意 (SoundDock®
Portable digital music systemのみ)

• バッテリーは、小さなお子様やペットが触れないとこ
ろに保管してください。
• 気温が0℃以下、または40℃を超える環境では、バッ
テリーを充電しないでください。
• 長期間保管した後で使用する場合、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。
• 使用する前に、システムに付属の電源アダプターを使
用してバッテリーを充電してください。充電方法は、
クイックスタートガイドを参照してください。指定
されている充電時間内に完全に充電されない場合は、
バッテリーの充電をそれ以上継続しないでください。
過充電により、バッテリーの過熱、破裂、発火の恐れ
があります。熱による変形や液漏れが見られる場合は、
バッテリーを正しく処分してください。
• バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れ
たり目に入れたりしないでください。液が体に付着し
た場合は水で十分に洗い流し、直ちに医師の診断を受
けてください。
• 製品やバッテリーを、直射日光や火気などで高温にな
る場所に放置しないでください。また、炎天下の車内
など60℃以上になる場所での使用や保管はお止めくだ
さい。この場合、バッテリーと専用電源アダプターの
過熱、破裂、発火の恐れがあります。このような状況
で製品を使用する事は、性能の低下や寿命の短縮をも
たらします。
• バッテリーが破損して発火した場合は、消火のために
水を使用せず、適切な消火器を用いてください。
• バッテリーをショートさせないでください。鍵、コイ
ン、ペーパークリップ、アクセサリーなどの金属物の
そばに置かないでください。
• バッテリーや電源アダプターを踏みつけたり、投げつ
けたり、落としたりして、強い衝撃を与えないでくだ
さい。バッテリーや電源アダプターに穴を開けたり、
へこみや変形を加えたりしないでください。どちらか
が変形した場合は、正しく処分してください。
• バッテリー内部の充電部品は、通常の室温(20℃ )で最
も効率良く動作します。
• バッテリーを分解したり、切断したりしないでくだ
さい。
• バッテリーは、ボーズ製品と付属の電源アダプターで
のみ使用できます。
• 製品ラベルは本体下部にあります。
• 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。
• SoundDock® system用バッテリーを交換する場合は、弊
社または弊社特約店より正規のバッテリーをお求めく
ださい。弊社では、SoundDock Portable systemで他社製の
バッテリーを使用した場合の安全性、互換性、性能に
ついて、保証いたしかねます。
• SoundDock Portable system用バッテリーを他の機器の電源
として使用しないでください。使用した場合、機器へ
の恒久的な損害やけがの原因となる恐れがあります。
• バッテリーのリサイクルにご協力ください。使用済
みバッテリーは、リサイクル協力店に設置してあ
る「小型充電式電池リサイクルBOX」に入れてくだ
さ い。 詳 し く は、 一 般 社 団 法 人JBRCホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.jbrc.com)をご覧ください。弊社は、一般社団
法人JBRCに加盟し、リサイクルに協力しています。
This product conforms to all applicable EU directive
requirements. The complete declaration of conformity can
be found at www.Bose.com/compliance
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本書をよくお読みください。製品の使用前に全体に目を通し
てください。
必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
製品上および本ガイドに示されている全ての警告に留意してくだ
さい。
全ての指示に従ってください。
この製品を水や湿気の近くで使用しないでください。この製品
を風呂、洗面台、台所の流し、洗濯桶、湿気のある地下室、
プールの近く、その他の水や湿気のある場所では使用し
ないでください。
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。お手入れの前に、製品の電源プラグをコンセント
から抜いてください。製品にバッテリーが使用されてい
る場合は、お手入れの前に外してください。
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。製品の動作の信頼性を確保し、過熱を防ぐため
に、設置の際に適切な通気を妨げないでください。例えば、
ベッドやソファーの上など、通気孔が塞がれるような場
所に置かないでください。本棚やキャビネットなど、通
気孔の空気の流れを妨げるような密閉された家具の中に
は置かないでください。
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。
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。
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。
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。
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。お客様による製品の修理はお
止めください。カバーを開いたり取り外したりする際に、
高電圧やその他の危険にさらされる場合があります。サー
ビスに関しましては、ボーズ株式会社 サービスセンター
にお問い合わせください。
火災や感電を避けるため、壁のコンセントや延長コード、テーブ
ルタップなどの定格容量を超える状態で製品を使用しないでくだ
さい。
製品に異物が混入したり、液体が浸入しないようにしてください。
異物や液体が電源回路に触れてショートすると、火災や
感電の原因となる恐れがあります。
製品本体の安全に関する表示を参照してください。
適切な電源を使用してください。クイックスタートガイ
ドまたは製品本体の表示に従い、製品の電源プラグを適
切な電源に差し込んでください。

Information about products that generate electrical noise

NOTICE (in U.S.A. only)
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,
this 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, you are 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.
In Canada
This Class B digital apparatus complies with the CAN ICES-3 (B) /
NMB-3 (B).

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by Bose
Corporation could void the userʼs authority to operate this equipment.

العربية

تعليمات هامة للسالمة

يرجى تخصيص الوقت الكافي لقراءة واتباع تعليمات السالمة الهامة
.هذه ودليل البدء السريع بعناية

فسوف تساعدك على إعداد وتشغيل النظام بشكل سليم واالستمتاع بكل
 ويرجى االحتفاظ بهذه الصفحات للرجوع إليها.خصائصه المتقدمة
.في المستقبل

يقوم المثلث متساوي األضالع الذي يوجد بداخله رسم على شكل
وميض برق ورأس سهم بتنبيه المستخدم بوجود فولتية خطيرة غير
معزولة داخل علبة الجهاز قد تكون من الكبر بحيث قد تتسبب في
.صدمة كهربائية
وتقوم عالمة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي األضالع
بتنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة هامة في دليل
.المالك هذا

تحذيرات وتنبيهات للمنتج

 يجب عدم تعريض هذا،	•لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية
 يجب أال يتم تعريض المنتج إلى قطرات.المنتج للمطر أو الرطوبة
 كما يجب عدم وضع األوعية الممتلئة،السوائل المتساقطة أو المتناثرة
 وكما هو الحال. على المنتج أو بالقرب منه، مثل آنية الزهور،بالسوائل
 احرص على عدم سكب السوائل داخل أي،مع أية منتجات إلكترونية
أو التعرض/ فقد تؤدي السوائل إلى حدوث تعطل و.جزء من المنتج
.لخطر حريق
 حيث أنه لم يُصمم،	•يجب استخدام هذا المنتج في األماكن المغلقة فقط
أو يختبر لالستخدام في األماكن المفتوحة أو في السيارات الترفيهية
.أو القوارب
 حيث أن.	•ال تقم بإجراء أية تعديالت على المنتج أو الملحقات
التعديالت غير المصرح بها قد تخل بالسالمة وااللتزام بالقواعد
.التنظيمية وبأداء النظام
	•يجب اإلبقاء على مثل هذا الجهاز في وضع القابلية للتشغيل عند
.استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة جهاز كجهاز فصل
، مثل الشموع المشتعلة،	•يجب عدم وضع أية مصادر للهب المكشوف
.فوق الجهاز أو بالقرب منه
	•يجب عدم استخدام هذا المنتج سوى مع وحدة التغذية الكهربائية المرفقة
.معه فقط

تحذيرات وتنبيهات لبطارية جهاز الريموت

 فقد تتسبب.	•قم بجعل بطارية جهاز الريموت كنترول بعيدة عن األطفال
 ويجب عدم.في حريق أو احتراق بمواد كيميائية عند سوء االستخدام
 درجة مئوية100 إعادة شحن البطارية أو فكها أو تسخينها فوق
. درجة فهرنهايت) أو حرقها212(
 وال تستبدل.	•ويجب التخلص من البطاريات المستخدمة على الفور
.البطارية إال ببطارية من النوع ورقم الطراز الصحيح فقط
 تستبدل.	•يوجد خطر انفجار إذا تم وضع البطارية بطريقة غير صحيحة
 فقط منDL2032  أوCR2032  فولت من نوع3 ببطارية ليثيوم
.)ً مثالUL( وكالة معتمدة

تحذيرات وتنبيهات لبطارية المنتج
) فقطSoundDock® Portable (نظام الموسيقي الرقمية

.	•اجعل البطاريات بعيدة عن متناول األطفال
	•ال تحاول إعادة شحن البطارية في درجات حرارة تتجاوز النطاق من
.) درجة مئوية40  درجة فهرنهايت (من صفر إلى104  إلى32
 قد يكون من الضروري شحن وتفريغ،	•بعد فترات التخزين الطويلة
.البطارية عدة مرات للوصول ألفضل أداء
	•قم بشحن البطارية قبل االستخدام بوحدة التغذية الكهربائية المرفقة مع
 ال تستمر في. ارجع لتعليمات الشحن في دليل البدء السريع.النظام فقط
.شحن البطارية إذا لم تصل للشحن الكامل خالل مدة الشحن المحددة
.فقد يؤدى الشحن الزائد إلى سخونة أو تمزق أو اشتعال البطارية
تخلص من البطارية بشكل سليم عند رؤية أي تشوه بها بسبب الحرارة
.أو تسرب
 فال تسمح للسائل أن يالمس جلدك أو،	•إذا حدث تسرب في البطارية
 قم بغسل المنطقة المصابة بكثير من الماء، وإذا حدث تالمس.عينيك
.وتوجه في الحال للفحص الطبي
	•ال تعرض المنتج لحرارة زائدة بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة أو
استخدامها أو حفظها بالسيارات في جو حار حيث يمكن أن يتعرض
.) درجة مئوية60(  درجة فهرنهايت140 لدرجات حرارة تزيد عن
وقد يؤدى ذلك إلى سخونة أو تمزق أو اشتعال البطارية ووحدة التغذية
 كما قد يؤدي استخدام المنتج على هذا النحو إلى انخفاض.الكهربائية
.األداء وتقليل العمر المتوقع للبطارية
.	•عند تعرض البطارية للتلف أو االشتعال فال تستخدم الماء إلطفاء اللهب
.واستخدم طفاية حريق بدالً من ذلك
 تجنب حفظها.	•ال تقم بعمل دائرة قصر كهربائي (تالمس) بالبطاريات
بالقرب من األشياء المعدنية مثل المفاتيح وقطع العملة وقصاصات
.الورق والمجوهرات
	•يجب عدم السير علي البطاريات أو وحدة التغذية الكهربائية أو قذفها
 يجب عدم ثقب وحدة التغذية.أو إسقاطها أو تعريضها لصدمة شديدة
الكهربائية أو تعريضها للسحق أو االنبعاج أو التشوه بأي شكل من
 تخلص من البطاريات أو وحدة التغذية الكهربائية بشكل سليم.األشكال
.إذا تعرضت للتشوه
	•يكون أداء خاليا البطاريات أفضل عند تشغيلها في درجة حرارة الغرفة
.) درجة مئوية20(  درجة فهرنهايت70 العادية وهي
.	•ال تقم بتفكيك أو فنح أو تمزيق البطارية
 ووحدة التغذيةBose 	•يجب عدم استخدام هذه البطارية سوى مع منتج
.الكهربائية المرفقة معه فقط
.	•توجد ملصقات المنتج أسفل المنتج
	•يرجى التخلص من البطاريات
المستخدمة يرجى التخلص من
البطاريات المستخدمة بطريقة
سليمة باتباع جميع القوانين المحلية
. ال تقم بحرقها.بهذا الخصوص
 ببطاريةSoundDock® 	•نحن نوصي باستبدال بطارية نظام
 وال.BOSE  أو موزع معتمد منBose  أصلية منSoundDock
 ضمان أمان أو توافقية أو تشغيل بطاريات شركاتBose تستطيع شركة
. المحمولSoundDock Portable التصنيع األخرى في تشغيل نظام
 لتشغيل أجهزة إلكترونيةSoundDock 	•ال تحاول استخدام بطارية
.أو إصابة شخصية/ فقد يؤدى ذلك إلى تلف دائم بالنظام و.أخرى
 أو بموزع شركةBose  اتصل بشركة،	•وإلعادة بطارية النظام للتجديد
 انظر معلومات االتصال الخاصة بمنطقتك. الذي تتعامل معهBose
.في هذه الصفحة
يتوافق هذا المنتج مع جميع متطلبات توجيه االتحاد األوروبي
 ويمكن العثور على البيان الكامل للتطابق في. المعمول بهEU
www.Bose.com/compliance :موقع
.اقرأ هذه التعليمات – بالنسبة لكافة المكونات قبل استخدام هذا المنتج
.احتفظ بهذه التعليمات – للرجوع إليها في المستقبل
.انتبه إلى جميع التحذيرات – الموجودة على المنتج وفي دليل المالك
.اتبع جميع التعليمات
ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء أو الرطوبة – ال تستخدم هذا المنتج
بجوار حوض استحمام أو إناء غسيل أو بالعة مطبخ أو حوض غسيل أو في
سرداب رطب أو بالقرب من حمام سباحة أو في أي مكان آخر توجد به مياه
.أو رطوبة
.Bose قم بالتنظيف بقطعة قماش جافة فقط – وحسب توجيهات شركة
، وإذا كان بالمنتج بطارية.وقم بفصل هذا المنتج من المأخذ الكهربائي بالحائط
.أخرجها قبل التنظيف
–  قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.ال تقم بسد أية فتحات للتهوية
قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع لضمان موثوقية تشغيل المنتج
وحمايته من زيادة الحرارة وضع المنتج في وضع ومكان ال يؤثر على التهوية
 ال تضع المنتج على سرير أو أريكة أو على، وعلى سبيل المثال.السليمة
 وال تضعه في نظام مدمج مثل.سطح مماثل يمكن أن يعوق فتحات التهوية
.خزانة كتب أو خزانة يمكن أن تعوق تدفق الهواء خالل فتحات التهوية
ال تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات
.الحرارة أو المواقد أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنه حرارة
.المرفقات التي تحددها جهة الصنع/ال تستخدم سوى الملحقات
قم بحماية سلك الكهرباء من وطئه باألقدام أو الضغط عليه خصوصا عند القوابس
.ومقابس األجهزة التكميلية ونقطة خروجه الجهاز
قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم االستخدام لفترات طويلة
.وذلك – لمنع تلف هذا المنتج
 يتطلب األمر إجراء.قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين
 مثل تلف سلك التغذية الكهربائية أو:صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من األشكال
القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة
.أو عدم عمله بشكل سليم أو سقوطه – ال تحاول إصالح هذا المنتج بنفسك
.فقد يعرضك فتح أو فك األغطية لجهود كهربية عالية أو مخاطر أخرى
. لتحويلك إلى مركز صيانة معتمد بالقرب منكBose يرجى االتصال بشركة
 تجنب زيادة الحمل على المآخذ الكهربية،لمنع خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية
.بالحائط أو أسالك التمديد أو مقابس األجهزة التكميلية
ال تسمح بدخول سوائل أو أجسام في المنتج – فقد تلمس نقاط فولتية خطرة
أو تتسبب في قصر كهربائي مع بعض األجزاء مما قد ينتج عنه حريق أو
.صدمة كهربائية
.انظر عبوة المنتج لالطالع على عالمات السالمة ذات الصلة
استخدم مصادر طاقة سليمة – قم بتوصيل المنتج بمصدر سليم للطاقة كما هو
.مبين في تعليمات التشغيل أو وفقا للعالمات الموجودة على المنتج
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معلومات عن المنتجات التي تولد ضوضاء كهربائية

)مالحظة (في الواليات المتحدة فقط
تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه متوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة
.FCC  من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية15  بموجب الجزء رقمB
وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل
 علما ً بأن هذا الجهاز يقوم.الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية
 وقد يتسبب في حدوث،بتوليد واستخدام وبث طاقة موجات السلكية
تداخل ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب
 ومع ذلك فهذا ال يعتبر ضمانا بعدم حدوث تداخل عند التركيب.التعليمات
 وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال.بطريقة معينة
 والذي يمكن تحديده من خالل تشغيل وإيقاف،الراديو أو التلفزيون
 يرجى منك محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر،الجهاز
:من اإلجراءات التالية
.تغيير اتجاه أو موضع هوائي االستقبال
.زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز االستقبال
توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربية مختلفة عن
.الدائرة التي تم توصيل جهاز االستقبال عليها
قم باستشارة الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوى الخبرة بأجهزة
.الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة
في كندا
/ )B( CAN ICES-3  مع معيارB يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة
.)B( NMB-3

FCC تحذير

قد يؤدي القيام بأية تغييرات أو تعديالت دون موافقة صريحة من شركة
. إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهازBose Corporation

