
このたびは、リモコン付き手元スピーカーをお買上げいただき、誠にありがとう
ございます。
事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。
また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。本取扱説明書の
巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に
保管してください。
※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。
※製品の外観・仕様は予告なく改変される場合があります。予めご了承ください。
※この製品は日本国内のみご使用になれます。
This appliance is desingned for domestic use in Japan only and cannot 
 be used in any other country 。

商品名：Hand remote control speaker   

型番：
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巻末　

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。
※製品の外観・仕様は予告なく改変される場合があります。予め
　ご了承ください。
※この製品は日本国内のみご使用になれます。



してはいけいない内容です。 実行しなければならない内容です。

安全上のご注意

異臭、異常音、煙がでていたりするなどの異常を感じた時は使用
を中止して、すぐに電源を切ってください。そのまま使用すると
火災・感電の原因となります。

本製品を分解・改造しない。
故障の際はご自分で修理なさらず、巻末に掲載されている
製品保証書の連絡先までご連絡ください。

この取扱説明書に従って使用してください。アクセサリーは付属
品のみご使用ください。　

電源コードを乱暴に扱わないでください。コードの部分が繋いだ
状態で移動したり、無理に引っ張ったりしないでください。

付属のACアダプターは指定された電圧（家庭用交流100V）の
電源で使用してください。指定された電源以外で使用すると、
感電・発火・破裂・故障などの原因となります。

1
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　濡れた手で本機を操作しないでください。
　感電の原因となります。

高温になる場所で長時間放置・使用しないでください。
火災・故障の原因になります。

日本国外で使用しないでください。
本製品は日本国内用に設計されています。他国で安全基準
などが異なる場合があります。

点検、修理は販売店か弊社サポートセンターに依頼してくだ
さい。お客様、弊社以外で行った場合の発生した不具合は保証
対象外です。
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付属品一覧
パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。
本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意くだ
さい。
※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、ご購入店
　までお問い合わせください。

・手元スピーカー ・送信機

・ACアダプター ・USBケーブル

・音声ケーブル ・取扱説明書

2
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※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。



3 各部のなまえ
手元スピーカー

123

4

1、スピーカー電源ボタン/音量つまみ
2、充電ランプ/設定ランプ
3、リモコン操作ボタン
4、リモコン設定ボタン
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※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。



65 87 9

10

6、

7、

8、
9、ヘッドフォン端子

　　　リモコン赤外線送信部１０、

登録ボタン
送信機とペアリングに使用します。
出荷時ペアリング済みですので、設置時に操作
する必要がありません。

5、

リセットボタン
設定時操作する必要はありません。      
  ボイスズーム
ニュースやナレーションやドラマのセリフなど
人の声をはっきり聴くことができます。
ボタンを押すたびにオン/オフに切り替わります。
電源入力端子
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※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。



送信機

11 1312 14

1２、

1３、電源入力端子
1４、音声入力端子

11、

リセットボタン
設定時操作する必要はありません。
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※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

登録ボタン
手元スピーカーとペアリングに使用します。
出荷時ペアリング済みですので、設置時に操作
する必要がありません。



4 テレビの音を聞く
手元スピーカーからテレビの音を聞くことができます。

1送信機を設置する　音声ケーブルを使用します。

テレビ

ヘッドホン端子
音声ケーブル（付属）

送信機

ACアダプター
(付属品） 

USBケーブル
(付属品） 

 

2 ［重要］はじめて本機を使うときは充電してください。
充電しないと電源が入りません。

お手元スピーカーを送信機の上に置いて充電します。
充電中は充電ランプが赤く点灯します。
充電ランプが消灯すると充電完了です。

充電時間：約6.5 時間*
使用時間： 時間*

＊ 使用状態により異なります。

送信機

電源コンセントへ

充電する
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電源コンセントへ

約11

※図の順で接続してください。

①

② ③
④

⑤



3手元スピーカーでテレビの音を聞く
①ご自宅のテレビの電源を入れます。
②スピーカー電源ボタンを時計回り方向に回して電源を
　オンにしてください。充電ランプが青色に点灯します。
③スピーカー電源ボタンを再度時計回り方向に回して音量
　を上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

送信機

4

主な設定方法は以下の通りです。（参考までに）

※機種によっては、設定方法が異なります。または設定
　自体ができかねる場合がございます。
　以下方法で設定ができない場合はご利用のテレビの
　取扱説明書をご覧ください。

テレビからも音を出すようテレビの設定を変更する
ヘッドホン端子に接続すると、テレビからは音が出なく
なります。テレビからも音を出すためには、テレビの設定
を変更します。

テレビの取扱説明書でヘッドホンまたはイヤホンの項
目を確認してください。
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➊シャープ
ヘッドホンとテレビのスピーカー両方から音を出す設定
は以下をご確認ください。

「設定」
　↓
「機能切替」
　↓
「外部端子設定」
　↓
「ヘッドホン」
　↓
「モード2」
の順に選択して完了です。

リモコンから、「ホーム」
ボタンを押して、「設定」
画面を表示します。

➋東芝
ヘッドホンとテレビのスピーカー両方から音を出す設定
は以下をご確認ください

「設定」
　↓
「音声設定」
　↓
「ヘッドホーン用
　出力モード」
　↓
「親切モード」

リモコンから、「クイック
(設定）」ボタンを押して、
「設定」画面を表示します。

の順に選択して完了です。
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※リモコン画像はイメージです。

※リモコン画像はイメージです。



➌ソニー
ヘッドホンとテレビのスピーカー両方から音を出す設定
は以下をご確認ください。

「設定」
　↓
「音質・音声設定」
　↓
「ヘッドホン使用時設定」
　↓
「スピーカー・
　ヘッドホン併用」
　
の順に選択して完了です。

リモコンから、「ホーム」
ボタンを押して、「設定」
を選択します。

➍パナソニック
ヘッドホンとテレビのスピーカー両方から音を出す設定
は以下をご確認ください

「音量調整」
　↓
「スピーカーとイヤホン
　音声の同時出力」
　↓
「する」
　

リモコンから、「メニュー」
ボタンを押して、「音量
調整」を選択します。

の順に選択して完了です。
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※リモコン画像はイメージです。

※リモコン画像はイメージです。



➎三菱
ヘッドホンとテレビのスピーカー両方から音を出す設定
は以下をご確認ください。

「設定」
　↓
「音声設定」
　↓
「ヘッドホン設定」
　↓
「スピーカー音声同時出力」
　↓
「入」

リモコンから、「メニュー」
ボタンを押して、「設定」
を選択します。

の順に選択して完了です。
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※リモコン画像はイメージです。

5
スピーカー電源ボタンを逆時計
まわり方向に最後まで回して
電源をオフにします。
充電ランプが消灯します。

手元スピーカーの電源を切る
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・スピーカーの電源切れても、リモコン機能は使えます。

ヒント
・音が割れる場合は、送信機の登録ボタンを押すと、入力レベル
 を下げることができます。元に戻すには、もう一度登録ボタン
 を押してください。

便利な機能……ボイスズーム

   
  

手元スピーカー背面のボイスズームボタンを押すと
機能オンになり、ボイスズームボタンが赤く点灯し
ます。
再度ボタンを押すとオフに切り替わり、ボイスズーム
ボタンが消灯になります。

手元スピーカー背面

ニュースやナレーションやドラマのセリフなど人の声
をはっきり聴くことができます。



ソニー　
シャープ
パナソニック
東芝
三菱
日立
富士通
LG
J:COM
ELSONIC

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

例
音量１０

 
メーカー番号でテレビリモコンの設定
テレビはソニー、シャープ、パナソニック、東芝、三菱、日立、
FUJITSU、LG，J:COM、ELSONICの場合は下記
して設定してください。

1
 
手元スピーカーの電源をオフにし、ご自宅のテレビ電源を
オンにしてください。

２ 上図参照してテレビメーカー番号の数字ボタンをテレビ
液晶画面に音量マークが表示されるまで長押し

リモコンでテレビを操作できるか確認してください。３
液晶画面に音量マークが表示しない場合は【自動設定】
に参照してリモコン設定してください。

※

5 テレビのリモコンとして使う

方法を参考
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（約５秒）
します。

に参照してリモコン設定ヒント： してもOKです。【自動設定】



ご注意
•  

•

自動設定

設定ランプ
音量１０

音量マーク

例

 
手元スピーカーのリモコン設定ボタンを設定ランプが点灯

音量+または音量－ボタンを押します。
するまで長押し（約５秒）します。

1

３
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•

テレビの前に障害物を置かないでください。

対応メーカー一覧に該当する機器でも、操作できない
場合や一部機能が操作できない場合があります。

記載されている会社名、製品名は各社の商標または登
録商標です。        

対応テレビメーカー（P15表示リスト以外）：PIONEER、
VICTOR、FUNAI、ORION、UNIDEN、EPSON、
BYDESIGN、NANAO、AZUMA、DYZEX、Mr Max、
TMY、neXXion、CANDELA、Hisense、TEES

手元スピーカーの電源をオフにし、ご自宅のテレビ電源
をオンにしてください。

２



リモコンでテレビ操作できるか確認してください。５

手動設定
 　数字ボタン3と音量+ボタンを設定ランプが点灯するまで
   同時長押し（約5秒)します。 1

　設定したいボタンを押します。
 （設定ランプ一回点滅する）

　習いたいリモコンを本体の
　リモコン送信部に向かって、
　設定ランプが３回点滅する
　までボタンを長押し
　します。
  

 

２

３

②

③

　上記②③の通り別のボタンを設定します。

　設定完了したら数字ボタン7と音量+を同時に押して
   保存します。　

4

5
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テレビ液晶画面に音量マークが表示されたら再度
リモコン設定ボタンを押して保存します。

４

※音量マーク表示されるまで１０秒前後かかります。
　機種によっては、約２分半かかる場合があります。
　音量マークが表示しない場合は手動設定参照してください。

 （約５秒）



　
手動設定したボタン機能を削除するには：
　数字ボタン２と音量+ボタンを設定ランプが点灯するまで
　同時に長押し（約５秒）します。
　スピーカー本体のテレビ電源ボタンを押すと、設定ランプ
　が２回点滅し、設定したボタン機能が削除される。
   

1

2

ご注意
• 

• テレビの前に障害物を置かないでください。

ヒント

リモコン信号は手元スピーカー
背面のここから送信されます。
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機種によって対応してないまたは一部の機能が
使えないことがあります。



• 接続が正しくない。
 →送信機とテレビに音声ケーブルがしっかり
接続されているか確認してください。

• テレビが消音になっている。
 →消音ボタンを押してください。
• 手元スピーカーと送信機の
ペアリング（紐づけ）が外れた。
 → 手元スピーカーと送信

音が出ない
（手元スピーカーの  
電源ランプが消灯）

• 電池残量がない。
→手元スピーカーを充電してください。
• 操作を受け付けなくなった。

 →手元スピーカーのリセットボタンを押して

ノイズが出る

•  テレビのヘッドホン端子の接触が悪い。
 →テレビのヘッドホン端子に音声ケーブルが
しっかりと奥まで接続されているか確認して
ください。また、音声ケーブルを何度か抜き
差しすると接触が良くなることがあります。

故障かな？と思ったときは、下記の項目をもう一度チェック
してください。一度電源ボタンをオフにしてから、再度起動
してみてください。

状態 推測される原因と対策

音が出ない
（手元スピーカー

 の電源ランプが
点灯  または点滅）

機の登録ボタンを
するまで同時に長押して充電ランプが点滅

ペアリングをやり直します。

工場出荷設定に戻ります。

→スピーカーの受信部をテレビに向けてくださ
い。

6 困ったときは
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リモコンが効かない
• リモコン設定ができていない。
 →リモコン設定をはじめからやり直してくだ
さい。

音が途切れる

• 電波が干渉している。
 →電子レンジ使用中に音が途切れる場合は、
手元スピーカーを電子レンジからできるだ
け離して設置してください。また50 cm以
内に無線LANのアクセスポイントを置かな
いでください。なお持ち運びの際は音が途
切れることがあります。

状態 推測される原因と対策
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ご注意
スマートフォンやタブレットは待ち受け状態で画面が消えてい
ても無線に影響しますので、手元スピーカーから離してお使い
ください。

ヒント
•

 
手元スピーカーと送信機のペアリング（紐づけ）をやり直す
ときは： 
手元スピーカーの登録ボタンと送信

• 他の無線機器（テレビ、サウンドバーなど）への影響がある場合は
送信機の位置を動かしてください。 

機の登録ボタンを充電
するまで同時に長押しします。ランプが点滅

ペアリング成功でしたら青ランプが点灯する。



手元スピーカー

 φ40mm  ×2　4Ω３Ｗスピーカーユニット
出力端子 ステレオミニジャック 

約7 m（正面距離）
電源入力  DC5V　1.5A  
電源 リチウムイオン充電池　3.7V 3600mAh
連続使用時間 約11時間
充電池充電時間 約6.5時間
使用温度範囲 0 ℃ ～ 40 ℃

約179 mm ×82  mm ×70  mm
（幅×高さ×奥行き）

質量 約350 g

*1 

*1 

*2 

3W+3W

送信機
送信周波数帯 2.4GHz帯 
到達距離 約30m（直進見通し）
入力端子 ステレオミニジャック  
電源 DC 5 V　1.5A　
最大外形寸法 約173mm × 32mm × 60 mm

（幅×高さ×奥行き）
質量 約58g

 

最大出力

リモコン動作距離

最大外形寸法 

*1 使用状態により異なります。
*2 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合があります。
本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが
ご了承ください。

7 製品仕様
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8 アフターサービスについて
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