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安全上の留意項目

©2017 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。

このオーナーズガイドは必ずお読みください
オーナーズガイドの指示に注意して、慎重に従ってください。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、機能を十分にご活用いただ
くために役立ちます。また、必要な時にすぐにご覧になれるように、大切に
保管しておくことをおすすめいたします。

警告 :
•  のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。 

3歳未満のお子様には適していません。
•  この製品に使用されている磁石は、ペースメーカーに
悪影響を与える恐れがあります。

•  火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品
を使用しないでください。

•  水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでくだ
さい。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置か
ないでください。他の電気製品と同様、システム内に液体が侵入し
ないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原
因となることがあります。

•   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。

•  乗り物の運転中、あるいは十分な注意が必要とされる作業の実施中
は、ヘッドセット／ヘッドホンの使用に注意が必要です。携帯電話
とヘッドホン／ヘッドセットの使用に関する国または地域の法令を
確認し、これを遵守してください。一部の国または地域の法令では、
運転中の製品の使用について、片耳だけのイヤフォンの使用など、
特定の制限事項が適用される場合があります。

•  ヘッドホンを使用した時、確認や注意喚起のための音声が、普段と
異なった感じで聞こえる場合があります。必要な時にそれらの音声
を認識できるように、どのような違いが起こるかをご確認ください。

•  ヘッドホンを飛行機の座席端子に接続する際は、携帯電話用のアダ
プターは使用しないでください。使用した場合、火傷などの人身傷
害や過熱による物的損害が発生する恐れがあります。熱を感じた場
合、または音声が聞こえなくなった場合には、直ちに取り外し、接
続を切断してください。

•  緊急の場合以外、次の理由により、本製品を航空通信用ヘッドホン
として使用しないでください。

 -  電池が消耗している、または正しく挿入されていない場合、音声は
聞こえません。そのため、航空機の操縦中に通信を聞き逃す危険性
があります。

 -  プロペラ機では通常、環境騒音レベルが非常に大きく、特に離陸時
や上昇中に音声通信の受信性能が低下する恐れがあります。

 -  Bose® SoundLink® around-ear Bluetooth® headphonesは、民間航空機以外の
航空機が一般的に遭遇する騒音レベルや高度、温度、その他の環境
状況に合わせて設計されていないため、重要な通信に妨害が起こる
恐れがあります。

•  ヘッドホンを長時間水に浸したり、水泳や水上スキー、サーフィン
などのウォータースポーツで使用したりしないでください。

•  使用しないときは、バッテリーを長時間充電したままにしないでく
ださい。

注意 :
•  安全についての情報はオーナーズガイドをご覧ください。
•  システムやアクセサリーを改造しないでください。許可なく製品を
改造すると、安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンス
を損なう原因となる場合があります。

•  大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることが
あります。特に長時間にわたるヘッドホンのご使用の際は、大きな
音量はお避けください。

•  法令 (UL、CSA、VDE、CCC など ) に準拠した電源アダプターのみをお
使いください お使いください。

•  安全についての情報は電源アダプターのオーナーズガイドをご覧く
ださい。

•  車の運転中や、外部音が聞こえないことによって自身や他の人に危険
が生じる可能性がある場合は、ヘッドホンを使用しないでください。

•  ヘッドホンを落としたり、上に座ったり、水に浸したりしないでく
ださい。

•  イヤーカップのポート部を清潔に保つと共に、イヤーカップの内側
に水分が入らないようにしてください。

•  ヘッドホンには、定期的な清掃は必要ありません。必要に応じて柔
らかい布で外装表面を拭いてください。

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and  
all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of 
conformity can be found at: www.Bose.com/compliance.

安全上重要な指示
1. このガイドをよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れには乾いた布を使用し、ボーズ社の指示に従って行ってください。
7.  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。

8.  修理が必要な際には、サービスセンターにお問い合わせください。製品
に何らかの損傷が生じた場合、例えば電源コードやプラグの損傷、液体
や物の内部への落下、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本
体の落下などの際には、直ちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth 
for general population. It must not be co-located or be operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter.

In the United States:
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.
Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user’s 
authority to operate this equipment.

In USA and Canada:
This device complies with part 15 of the FCC rules and Industry Canada license exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
This class B digital apparatus complies with CAN ICES-3 B / NMB-3 B.
Output power less than 6.3mW (8 dBm).

その他の指定機関マーク
FCC ID: A94BA1
IC: 3232A-BA1
設計 : アメリカ合衆国
製造 : 中国
この製品は IDAの要件に適合しています。

Bose® SoundLink® around-ear  
Bluetooth headphones
Model BA1 

XX
Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements 

Toxic or Hazardous Substances and Elements

Part Name Lead (Pb) Mercury (Hg) Cadmium (Cd)
Hexavalent 

(CR(VI))
Polybrominated 
Biphenyl (PBB)

Polybrominated 
diphenylether (PBDE)

Metal parts X 0 0 0 0 0
Plastic parts 0 0 0 0 0 v0
Speakers X 0 0 0 0 0
Cables X 0 0 0 0 0
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the 
limit requirement in SJ/T 11363-2006. 
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this 
part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006. 
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ヘッドホンの使用

はじめに
お買い上げありがとうございます
この度はBose® SoundLink® around-ear Bluetooth® headphonesをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このワイヤレスステ
レオヘッドホンは、邪魔なケーブルに煩わされることなく、Boseの名にふさわしい高品質のオーディオパフォーマンスと快適な装着感を
お楽しみいただけます。

ヘッドホンの付属品

Bluetooth®コントロールモジュール (着脱式 )

音声ケーブル (オプション )

USB充電ケーブル

キャリーバッグ

コントロールモジュールについて 

マルチファンクション
ボタン

音量＋ボタン

音量－ボタン

電源スイッチ

Bluetoothインジケーター
バッテリーインジケーター

USB充電端子
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ヘッドホンの使用 

バッテリーの充電
バッテリーは出荷時に充電されていますが、初めて使用する前には、完全に充電することをおすすめします。完全に充電するには最長で
3時間かかります。

1. USBケーブルの小さい方のプラグをヘッドホンに差し込みます。

2. 大きい方のプラグを、Wall Charger (別売 )またはコンピューターのPowered USBポートに接続します。

注記 : コントロールモジュールをヘッドホンのイヤーカップから取り外して充電することもできます。

USB Wall 
Charger  
(別売 )

コンピューターの
Powered USB 
ポート

3. 完全に充電するには最長で3時間かかります。

充電中はバッテリーインジケーターがオレンジ色に点滅し、充電が完了すると緑色に点灯します。

バッテ
リーイン
ジケー
ター

注記 : 充電中はヘッドホンを操作できません。

注記 : 充電の前に、室温が5ºC～ 40ºCの範囲内であることを確認してください。

バッテリーを長持ちさせるには
完全に充電すると、Bose® SoundLink® around-ear Bluetooth® headphonesはワイヤレスで約7時間使用できます。

• ヘッドホンを使用しないときは、バッテリーの放電を防ぐために 必ず電源スイッチをオフの方にスライドしてください。

• 音源の種類によっては、バッテリー消費量が他の音源より多くなる場合があります。

• バッテリーを消耗したまま長期間放置しないでください。保管前に完全に充電してください。

バッテリーインジケーターのカラー 表示の意味 

緑 (点灯 ) • バッテリーの残り使用時間が7時間から30分の間です

オレンジ (点灯 ) • バッテリーの残り使用時間が30分未満です

赤 (点滅 ) • ヘッドホンをすぐに充電してください

オレンジ (点滅 ) • ヘッドホンは充電中です

緑 (充電中 ) • ヘッドホンの充電が完了しました

赤 (充電中 ) • ヘッドホンの温度が許容範囲を超えています
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 ヘッドホンの使用

ヘッドホンとBluetooth機器の接続
SoundLink® around-ear Bluetooth headphonesでスマートフォンやタブレットなどのBluetooth機器の音楽を聴くには、最初にヘッドホン
と機器の間のワイヤレス接続を確立する必要があります。この処理のことを「ペアリング」といいます。ヘッドホンと機器をペアリング
しておくと、次に使用する際は自動的に再接続されます。

ヘッドホンと機器をペアリングするには
1. コントロールモジュールの電源スイッチをオンの側にスライドします。

電源スイッチ 

2. マルチファンクションボタンと音量＋ボタンを同時に押して、Bluetoothインジケーターが紫色に点滅するまで長押しします。 
ヘッドホンが検出可能な状態になり、機器とペアリングできます。

00:01
検出可能

3. 機器のBluetooth機能を有効にして、Bluetooth機器リストを表示します。(詳しくは、「Bluetooth機器リストの表示」(7ページ )を
参照してください )。

4. 機器リストから「Bose SoundLink around-ear」を選択します。パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。ワイヤレス接続が
完了すると、Bluetoothインジケーターが青色に点灯します。

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth ON

ConnectedBose AE Soundlink

接続済み

注記 : Bluetoothインジケーターが青色に点灯していない場合は、ワイヤレス接続が完了していません。その場合は、ヘッドホンの電源を
オフにして、手順1から4までの操作をやり直すか、「故障かな？と思ったら」(11ページ )を参照してください。
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ヘッドホンの使用 

Bluetooth機器リストの表示
iOS 5: 設定 > 一般 > Bluetooth > オン > 「Bose AE SoundLink」

iOS 6: 設定 > Bluetooth > オン > 「Bose AE SoundLink」

Android: 設定 > 無線とネットワークの設定 > Bluetooth (またはBluetooth設定) > オン > デバイス検索(またはBluetooth機器のスキャン) > 
「Bose AE SoundLink」

Blackberry: ホーム画面 > 接続管理 > Bluetoothを設定 > 検索 > 「Bose AE SoundLink」

Mac OS X: システム環境設定 > Bluetooth > 入 > 「Bose AE SoundLink」

Windows 7: スタート > コントロールパネル > ハードウェアとサウンド > デバイスとプリンターの表示 > デバイスの追加 > 「Bose AE 
SoundLink」

Windows XP: スタート > コントロールパネル > Bluetoothデバイス > 「Bose AE SoundLink」

注記 : 機器リストの表示についての詳細情報につきましては、機器の取扱説明書を参照してください。

バッテリーの充電レベル(iOS機器)
SoundLink® around-ear Bluetooth headphonesを iOS機器に接続すると、画面の右上にSoundLink around-ear Bluetoothのバッテリー充電
レベルが表示されます。

追加機器のペアリング
ヘッドホンにはBluetooth機器を8台までペアリングできます。ヘッドホンにペアリングする機器を追加するには、機器ごとに6ページの
手順2～ 3を繰り返します。同時に接続できるオーディオ機器は2台です。

複数の機器の使用 
ヘッドホンに機器を2台接続している場合、簡単に再生する機器を切り替えることができます。音楽やビデオを再生している機器で、 
再生を停止または一時停止して、もう1台の機器で音楽やビデオを再生すると、ヘッドホンとの接続は再生中の機器に切り替わります。

スマートフォンを接続している場合、音楽やビデオを再生中に電話を着信すると、再生が一時停止して電話に切り替わります。電話を切
ると、機器の再生が再開されます。詳しくは、「再生と通話に関する操作」(8ページ )をご覧ください。

ヘッドホンの装着
SoundLink around-ear Bluetooth headphonesのLeft (左 )側イヤーカップにコントロールモジュールを取り付けて、左の耳に装着します。
コントロールモジュールは図のように左手で操作します。音量ボタンと電源スイッチは親指で操作し、マルチファンクションボタンは人
差し指で操作します。

音量ボタンの
操作 マルチファンクション

ボタンの操作

RL
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 ヘッドホンの使用

ランプと信号音
Bluetoothインジケーター

Bluetooth 
インジケーター
バッテリーイ
ンジケーター

  

カラー 表示の意味
紫 (点滅 ) • ヘッドホンを検出してペアリングできます。

青 (点滅 ) • ヘッドホンはBluetooth機器に接続しようとしています。

青 (点灯 ) • ヘッドホンはBluetooth機器に接続されています。

バッテリーインジケーター  

カラー 表示の意味 

緑 (点灯 ) • バッテリーの残り使用時間が7時間から30分の間です

オレンジ (点灯 ) • バッテリーの残り使用時間が30分未満です

赤 (点滅 ) • ヘッドホンをすぐに充電してください

オレンジ (点滅 ) • ヘッドホンは充電中です

緑 (充電中 ) • ヘッドホンの充電が完了しました

ビープ音
ビープ音 意味
2回 (低音から高音 ) • ヘッドホンは検出可能状態です

3回 (低音から高音 ) • ヘッドホンは機器に接続されました

4回 (低音から高音 ) • 電源オン

4回 (高音から低音 ) • 電源オフ

3回 (低音から高音 ) • ワイヤレス接続が終了しました

1回 • バッテリー残量が低下しています

2回 (高音から低音 ) • 電話の着信

再生と通話に関する操作
音楽／ビデオの再生操作 ヘッドホンの操作
再生／一時停止 • マルチファンクションボタンを1回押す

次のトラック • マルチファンクションボタンを続けて2回押す

前のトラック • マルチファンクションボタンを続けて3回押す

音量を調節する • 音量＋または音量－ボタンを押す
早送り • マルチファンクションボタンを続けて2回押し、2回目に長押し

巻き戻し • マルチファンクションボタンを続けて3回押し、3回目に長押し

通話の操作 ヘッドホンの操作
通話に応答する／通話を終了する • マルチファンクションボタンを1回押す

電話に応答しない • マルチファンクションボタンを長押し
キャッチホンに応答する • マルチファンクションボタンを1回押す

キャッチホンに応答しない • マルチファンクションボタンを長押し
ボイスコントロールを使用する • マルチファンクションボタンを長押し

複数機器の操作 ヘッドホンの操作
1台目の再生を一時停止して2台目の通話に応答する • マルチファンクションボタンを1回押す

2台目の通話に応答しないで1台目の再生を再開する • マルチファンクションボタンを長押し
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ヘッドホンの使用 

音声ケーブル(オプション)の使用
SoundLink® around-ear Bluetooth headphonesには、ほとんどの音楽再生機器に接続できる3.5 mmステレオ音声ケーブルが付属していま
す。次のような場合は、音声ケーブルをお使いください。

• 使用する再生機器がBluetoothに対応していない。

• ヘッドホンのバッテリーが充電されていない。

•  Bluetooth接続を使用できない場所でヘッドホンを使う。

音声ケーブルを接続するには
1. 電源スイッチをオフの側にスライドします。

2.  Bluetoothコントロールモジュールを静かにまっすぐ引き抜いて、ヘッドホンから取り外します。

3. 音声ケーブルのプラグ (A)をヘッドホンにしっかりと差し込みます。

4. 音声ケーブルのプラグ (B)を再生機器の3.5 mmヘッドホン端子にしっかりと差し込みます。

A

B
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お手入れ方法
バッテリーの取り扱いについて
ヘッドホンを使用しないときは、電源をオフにしてください。ヘッドホンを数か月以上使用しない場合は、バッテリーを完全に充電して
から保管してください。

お手入れについて
通常は、柔らかい布でから拭きをしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を水で薄めた液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚
れを拭きとり、その後、乾いた布で拭いてください。イヤーカップや音声ケーブル端子に液体が入らないようにしてください。洗剤やス
プレーなどは使用しないでください。

交換用イヤークッションについて
交換用イヤークッションは、弊社特約店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。お問い合わせ先につき
ましては、日本語取扱説明書の最終ページをご参照ください。

パーツ名 パーツの製品コード
キャリーバッグ 329585-0010

交換用イヤークッションキット 329586-0010

USB充電ケーブル 330816-0010

音声ケーブル (3.5 mm) 329583-0010

Wall charger 329341-0010

Wall charger (アダプター付 ) 329342-0010
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イヤークッションの取り付け方
イヤークッションのつばの部分を差し込むように取り付けます。イヤークッションの縁をイヤーカップに合わせて、つばの部分を爪など
で押込んではめ込みます。イヤーカップの縁全体に正しくはめ込まれていることを確認します。

故障かな？と思ったら 

トラブル 対処方法
ヘッドホンに充電できない • 充電時にUSBケーブルが両側ともしっかりと接続されていることを確認します。

• コンセントから充電する場合は、電源アダプターがしっかりと差し込まれ、コンセントに電源が供給されてい
ることを確認します。

• コンピューターから充電する場合は、コンピューターの電源がオンで、USBポートに電源が供給されているこ
とを確認します。

• インジケーターが赤色に点灯している場合は、ヘッドホンの温度が高すぎるか、または低すぎます。室温と同
じ状態に戻してから充電してください。

• ヘッドホンの電源をオンにしてから、オフにします。充電用USBケーブルを外して、接続し直します。

ヘッドホンとBluetooth機器をペア
リングできない

• ヘッドホンが充電器に接続されていないことと、電源スイッチがオンになっていることを確認します。
• 機器の電源をオフにしてから、もう一度オンにします。
• 機器のBluetooth機能を有効にします。
• ヘッドホンとペアリングしている他の機器のBluetooth機能を無効にします。
• マルチファンクションボタンと音量－ボタンを同時に10秒間長押しして、ヘッドホンのペアリング済み機器の
メモリーを消去します。

• 「ヘッドホンと機器をペアリングするには」(6ページ )をご覧ください。
• 別の機器をペアリングしてみて、ヘッドホンが正しく機能していることを確認します。

ヘッドホンとBluetooth機器を接続
できない

• ヘッドホンが充電器に接続されていないことと、電源スイッチがオンになっていることを確認します。
• 機器のBluetooth機能が有効であることを確認します。
• へっそホンと機器の距離が10 m以上離れていないことを確認します。
• ヘッドホンとペアリングしている他の機器のBluetooth機能を無効にします。
• ヘッドホンの電源をオフにしてからもう一度オンにすると、ヘッドホンと機器は自動的に接続されます。自動
的に接続されない場合は、機器リストで「Bose AE SoundLink」を選択します。

• 機器の電源をオフにしてから、もう一度オンにします。
• 別のペアリング済み機器を接続してみて、ヘッドホンが正しく機能していることを確認します。

ストリーミング音源やアプリケー
ションの音が聞こえない／音質が
悪い

• ストリーミング音源が再生されていることを確認します。
• 再生機器がA2DPオーディオストリーミングに対応していることを確認します。
• 別のストリーミング音源や音楽アプリケーション、または別のトラックを試してみてください。
• 機器のBluetooth音量が下がっていたり、ミュートされていないことを確認します。
• 機器をヘッドホンに近付けます (10 m以内 )。
• 他のBluetooth機器、電子レンジ、コンピューター用ワイヤレスネットワークルーターなど、干渉する可能性の
ある機器類すべてを離れたところに移動してください。

• 機器で実行するアプリケーションの数を減らします。また、機器のWi-Fi機能を無効にしても、音質が改善され
る場合があります。

接続した機器の音が聞こえない／
音質が悪い

•  Bluetooth機器を使用している場合は、コントロールモジュールがヘッドホンにしっかり接続されていることを
確認します。

• 3.5 mm音声ケーブルを使用している場合は、ケーブルが両側ともしっかり接続されていることを確認します。
• 別の音楽再生アプリケーションまたは別のトラックを試してみてください。
• 別の音楽再生機器で試してみてください。
• イヤークッションが両方とも固定されていることを確認してください。

音声と映像がずれる • 別のストリーミング機器や音楽アプリケーション、または別のトラックを試してみてください。一部のソース
またはアプリケーションでは、音声が遅れて再生される場合があります。
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トラブル 対処方法
イヤークッションが型崩れしている • イヤークッションの高密度フォームは、耳から外して数分たつと元の形に戻ります。

バッテリーのもちが悪い •  ヘッドホンを完全に充電します。完全に充電すると、バッテリーインジケーターが緑色に点灯します (充電器に
設置している間 )。

• 完全に充電すると、SoundLink® around-ear Bluetooth headphonesは約7時間のワイヤレス再生、または
約200時間の待ち受けが可能です。

• ヘッドホンから頻繁に聞こえる機器のビープ音や通知音を無効にします。
•  一部の機器では、ヘッドホンのバッテリー消費量が他の機器より多い場合があります。
• バッテリーの性能についての詳細情報は、このガイドの5ページを参照してください。

ユーザーサポート
オンラインサポート情報は、owners.Bose.com (米国 )またはglobal.Bose.com (米国以外 )を参照してください。

お電話でのお問い合わせにつきましては、製品に同梱の「お問い合わせ先」を参照してください。

トラブル解決のための詳細情報については、ボーズ製品の販売店へお問い合わせください。

保証
保証の内容および条件につきましては、付属の保証書をご覧ください。製品登録の方法につきましては、同梱の製品登録カードをご参照
ください。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。

限定保証サービスを受けるには
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。

お住まいの国／地域のボーズ製品窓口に特定の返品および送付方法をお問い合わせください。お住まいの国／地域のボーズ製品窓口の連
絡先情報についてはGlobal.Bose.comを参照してください。

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。

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。

シリアル番号はLeft (左 )側イヤーカップの内側と購入時の製品パッケージに記載されています。

仕様
温度範囲 : 

この製品は-20℃～ 45 ℃ (-4ºF～ 113ºF)の温度範囲で使用してください。

製品の保管時 : -20℃～ 45℃ (-4ºF～ 113ºF)

バッテリーの充電時 : 5℃～ 40℃ (41ºF～ 104ºF)

バッテリー : 充電式リチウムイオンポリマー電池 (取り外しできません )

充電時間 : フル充電まで3時間

動作時間 : 約7時間

動作範囲 : 機器から10 m (33フィート )以内

Bluetooth® 
バージョン4.0 

Headphones (HSP 1.1)、Hands Free (HFP 1.5)、Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2)、Audio/Video Remote Control Profile 
(AVRCP 1.4)の各仕様に対応
Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受
けています。
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