
安全上のご注意

TaoTronics PCサウンドバーをお選びいただきありがとうございます。
本製品をご利用いただく前に、説明書をよくお読みください。また、今後
のために説明書を保管ください。

      警告
• 火災や感電のリスクを下げるため、 本製品を雨や湿気から避けてくだ
  さい。
• サウンドバーは、高温高湿・直射日光は避けて保管ください。
• 放熱機、ヒーター、 ストーブなどのような発熱源の近くには設置しない
  でください。
• サウンドバーは屋内専用です。
• サウンドバーは絶対に他の電化製品の上に置かないでください。
• 製品をきれいな状態を保ち、乾燥した場所に保管してください。 クリー
  ニングには、 アルコール、 アンモニア、 ベンゼンまたは研磨剤を含む洗
  剤は使わないでください。

 
      注意
• 尖ったもので表面を引っ掻かないでください。
• 空気口の穴を塞がないでください。
• 雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグに触れないでください。 長時間利
  用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
• サウンドバーを落としたり、 叩いたりすると内部回線を損傷する可能性
  があります。
• 電源コードやプラグまたはコードの巻き取り口などは、 歩く際に踏んだ
  り、引っ掛けたりしないよう注意してください。
• 子供が使う場合は、保護者の方が近くで監視が必要です。
• 本製品のあらゆるパーツにおいて、 許可されていない分解は禁止され
  ています。

• 必ず専門の技術者または認定された人に修理を依頼してください。 
• 本製品のクリーニングに化学薬品や洗剤を利用しないでください。 
  乾いた布で拭き取るだけにしてください。

この説明書をよくお読みになり、保管してください。

パッケージ内容

製品図 ボタンコントロール 使用上のご注意

• 1 x TaoTronics サウンドバー (TT-SK028)

• 1 x 3.5mmオーディオケーブル
• 1 x ユーザーガイド
• 1 x サンキューカード

機能

電源オン

電源オフ

Bluetooth® 
モード
オン/オフ

Bluetooth® 
ペアリング

正常に接続

音量 +

音量 -

操作

任意のUSB充電
アダプターまた
はアクティブなコ
ンピューターの
USBポートに接続
してください。

USB電源コード
を外してください。

音量ダイヤルを
２度押してくだ
さい。

/

/

ボリュームダイ
ヤルを時計回り
に回します。 

ボリュームダイ
ヤルを反時計
回りに回します。

音声プロンプト

/

ビープ音

ビープ音

ビープ音

最大オンに
達するとビ
ープ音

/

LEDインジケ
ーター

音量ダイヤル
インジケータ
ーが青く点灯

/

Bluetooth® 
インジケータ
ーが青と白に
交互に点滅

Bluetooth® 
インジケータ
ーが５秒毎に
青く点滅

機能

再生 / 一時停止

応答 / 通話終了

応答拒否l

Bluetooth® 
範囲外

操作

ボリュームダイ
ヤルを１度押し
ます。

ボリュームダイ
ヤルを１度押
します。

ボリュームダイ
ヤルを１秒間
長押しします。

/

音声プロンプト

/

応答する際
ビープ音

/

/

LEDインジケ
ーター

Bluetooth® 
インジケータ
ーが５秒毎に
青く点滅

Bluetooth® 
インジケータ
ーが青と白に
交互に点滅

サウンドバーの設置
1.本体をUSB電源プラグにつなぐことのできる平らな場所に置きます。
2.サウンドバーは、 使用している間、閉鎖したキャビネットには、 絶対に
   入れないでください。

Bluetooth® 接続
1.サウンドバーをUSB電源アダプター、または電源の入ったコンピュータ
   ーのUSBポートに接続し、本体の電源を入れます。
2.ボリュームダイヤルを2度押して、 Bluetooth®モードに変更します。
   Bluetooth®インジケーターが青と白で交互に点滅し、 ペアリングモー
  ドには入ります。
3.お使いの機器のBluetooth®機能を有効にし、近くの機器を検索します。
   お使いの機器の “TaoTronics TT-SK028”を検索結果の中に探し、タップ
   して接続します。
4.接続されると、ビープ音とともに、Bluetooth®インジケーターが5秒ごと
   に青く点滅します。

ご注意：
• Bluetooth® モードになると、サウンドバーは自動でペアリン
  グ（再ペアリング）モードになります。以前、最後に接続された
  デバイスと再度ペアリングを行います。初めてお使いの際は、
  他のBluetooth®機器とのペアリングモードになります。
• ご利用のデバイスから1m以内にサウンドバーを置き、他の
  Bluetooth®機器が範囲内にないこと確認してください。

ケーブルの接続
1. USB電源アダプター、または電源の入ったコンピューターのUSBポート
    に接続し、本体の電源を入れます。
2. 3.5mmオーディオケーブルをサウンドバーの背面にあるAUX INポート
    AUX ケーブルの接続します。
3. ご利用のAUX機器とケーブルを接続します。

ご注意：
• 一度AUX OUTポートにつなぐと、音声は接続したオーディオ
  機器から出ます。
• 音楽を聴くボリュームレベルが適切であるようボリュームダ
   イヤルで音量を操作してください。

クリーニング＆メンテナンス

• サウンドバーを定期的にクリーニングしてください。
• 本体を掃除する場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。
• 傷を避けるために、尖ったものに近づけないでください。
• 長時間使用しない場合は、乾燥した日陰のある場所に保管してください。
• クリーニングに、洗剤や化学薬品は使用しないでください。
• 製品に何かを挿入することはしないでください。

保証とサービス

本製品は、購入日から1年間の安心保証がされています。 何か問題が起
こった場合は、ユーザーガイドに掲載されているお住いの国のTaoTronics
カスタマーセンターへご連絡ください。 アフターサービスは、TaoTronics
またはTaoTronics認定の小売業者や代理店により販売された製品に限
ります。 その他の販売店でご購入された場合は、 購入された販売店に返
品や保証についてお問い合わせください。
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