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安全上のご注意
火災や感電などによる人身事故を防ぐため、次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る
注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、キャビネットやACアダプターなどが破損している
のに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはアイワの相談窓口に修理をご依
頼ください。

万一、異常が起きたら
ACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店またはアイワの相談窓口
に修理を依頼してください。

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよ
く理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などに
より死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死
亡や大けがなど人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によ
りけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあり
ます。

行為を禁止する記号 行為を指示する記号

可燃ガスのエアゾールやスプレーを使用しない
清掃用や潤滑油などの可燃性ガスを本機に使用すると、モー
ターやスイッチの接点、静電気などの火花、高温部品が原因で
引火し、爆発や火災が発生する恐れがあります。

内部に水や異物を落とさない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐにACアダプターをコンセ
ントから抜き、お買い上げ店またはアイワの相談窓口にご相談
ください。

ACアダプターのコードを傷つけない
火災や感電の原因となります。
•	ACアダプターのコードを加工したり、傷つけたりしない。
•	重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
•	熱器具に近づけない。加熱しない。
•	ACアダプターをコンセントから抜くときは、必ずACアダプ
ター本体を持って抜く。
万一、ACアダプターやコードが傷んだら、お買い上げ店または
アイワの相談窓口に交換をご依頼ください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所
には置かない
火災や感電の原因となることがあります。とくに風呂場では
絶対に使用しないでください。

雷が鳴りだしたら、ACアダプターに触れない
感電の原因となります。雷が鳴りだしたときは、使用を中止し、
その後は触れないでください。

ぬれた手でACアダプターにさわらない
感電の原因となることがあります。

通風孔をふさがない
布をかけたり、壁などに密接して置いて、通風孔をふさがない
でください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。

分解・修理・改造はしない
感電・火災の原因となります。内部点検・調査及び修正はお
買い上げ店またはアイワの相談窓口にご依頼ください。

移動させるとき、長時間使わないときは、ACアダプターを抜く
ACアダプターを差し込んだまま移動させると、ACアダプター
のコードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
長期間の外出・旅行のときは安全のためACアダプターをコン
セントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災
の原因となることがあります。

お手入れの際、ACアダプターを抜く
ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原
因となることがあります。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちて
けがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け
場所の強度も充分に確認してください。

上に物を置かない
本機の上に物を置くと、誤動作や故障の原因になります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない
大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与える
ことがあります。

幼児の手の届かない場所に置く
落下して手や足などをはさまれ、けがの原因となることがあり
ます。お子さまがさわらぬようにご注意ください。

付属のACアダプター以外は使用しない
火災・感電・故障の原因となることがあります。別の機器に
使用することもしないでください。

特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない
本機はワイヤレス機能を内蔵しています。
以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合
には、本機のワイヤレス機能を使用しないようにしてください。
また、緊急の場合には、ただちにACアダプターを抜いてくださ
い。
•	病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは使用しな
いでください。	
電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の
原因となるおそれがあります。
•	本機を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、
ただちに使用をやめてください。	
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれ
があります。

本機は、国内専用です
海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した
場合、罰せられることがあります。

無線LAN機能について
本機内蔵の無線LAN機能はWFA（Wi-Fi	Alliance）で規定された「WPA/WPA2、
Wi-Fi	Protected	Setup™（WPS）」について認証取得しています。

無線の周波数について
本機は2.4	GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使ってい
ることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、次の事項に
注意してご使用ください。

本機の使用上の注意
本機の使用周波数は2.4	GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・
科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される
免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、
アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
1）	 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認
してください。

2）	万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やか
に本機の使用場所を変えるか、または本機の運用を停止（電波の発射を停
止）してください。

3）	不明な点その他お困りのことが起きたときは、アイワの相談窓口までお問
い合わせください。アイワの相談窓口については、製品保証書をご覧くだ
さい。

この無線製品は2.4	GHz帯を使用します。変調方式として
DS-SS変調方式およびOFDM変調方式を採用し、与干渉距
離は40	ｍです。

5 GHz機器使用上の注意事項
•	本機が使用するチャンネルは以下の通りです。
	‒	 W52（5.2	GHz帯/36、40、44、48ch）
	‒	 W53（5.3	GHz帯/52、56、60、64ch）
	‒	 W56（5.6	GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、
136、140ch）

IEEE802.11b/g/n •	5	GHzワイヤレスLAN機器の屋外使用は
法令により禁止されています。

IEEE802.11a/n/ac
J52 W52 W53 W56

BLUETOOTH®機器について
機器認定について
本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を
受けています。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要あり
ません。
ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。
•	本機を分解/改造すること

周波数について
本機は2.4	GHz帯の2.4000	GHzから2.4835	GHzまで使用できますが、他の
無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波
干渉を防止するため、次の事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項
本機の使用周波数は2.4	GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産
業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用
される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電
力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されてい
ます。
1.	 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確
認してください。

2.	 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速や
かに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射
を停止）してください。

3.	 不明な点その他お困りのことが起きたときは、アイワの相談窓口までお
問い合わせください。アイワの相談窓口については、製品保証書をご覧
ください。

この無線機器は2.4	GHz帯を使用します。変調方式とし
てFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は80	mです。

設置の際のご注意
本機を設置する際は次のことにご注意ください。
•	屋内でのご使用をお願いします。屋外や水のかかるところなどでは、漏電
や感電の原因となります。
•	高温の場所（ストーブやエアコンの側など）や湿気の多い場所は、変形や変
色、カビの原因になるので避けてください。
•	設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保た
れない状態で設置すると、本体の歪み、不良の原因になります。
•	本機の上下を逆にしたり、側面を下にしたりするなどの設置はしないでくだ
さい。故障の原因になります。
•	常に振動を受ける場所は避けて設置してください。床に直に置くことも避
けてください。
•	蛍光灯やモーターなどの電気的ノイズを発生するものの近くは避けてくだ
さい。
•	本機の左右両隣りと裏面は家具や壁などから10㎝以上離して設置してくだ
さい。
•	設置する場所の材質によっては、本機の底のラバーの跡がつく場合がある
のでご注意ください。
•	本機は無線LAN環境でお使いになれます。無線LAN通信が可能な場所に設
置してください。

ソフトウェアの更新について
本機内部のソフトウェアは、機能の向上のため更新されることがあります。
更新の準備ができると、本機が無線LANに接続されていれば自動的に更新さ
れます。更新中、 	ランプはオレンジに点滅し、更新が完了すると本機は自
動的に再起動してスタンバイモードになります。

ご注意
•	ソフトウェアの更新中は、本機を操作することはできません。
•	ソフトウェアの更新は深夜帯に行うよう設定されています。

商標について
•	BLUETOOTHワードマークとロゴは、Bluetooth	SIG,	INC.の所有であり、ア
イワ株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のト
レードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するもの
とします。
•	Wi-FiロゴはWi-Fi	Allianceの認証マークです。
•	Wi-Fi®、Wi-Fi	Protected	Access®およびWi-Fi	Alliance®はWi-Fi	Alliance
の登録商標です。
•	Wi-Fi	CERTIFIED™、WPA™、WPA2™およびWi-Fi	Protected	Setup™は
Wi-Fi	Allianceの商標です。
•	Chromecast	built-inはGoogle	Inc.の商標です。
•	その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発
メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では®、™マークは明
記していません。

電気製品は安全の
ための注意事項を

守らないと、火災や人身事故にな
ることがあります。この取扱説明
書には、事故を防ぐための重要な
注意事項と製品の取り扱いかたを
示しています。この取扱説明書を
よくお読みのうえ、製品を安全に
お使いください。
お読みになったあとは、いつでも
見られるところに必ず保管してく
ださい。



各部名称

ランプの色や点滅で本機の状況を知らせます。

音量を小さくします。

BLUETOOTH接続するときに使用します。

	 無線LANやBLUETOOTH接続して音楽を再生してい
る場合に停止／再生ができます。

	 音量を大きくします。

スピーカーユニット

DC	18V端子 付属のACアダプターを接続します。

リセットボタン 工場出荷時の状態に戻すときに使用します。

AUX	IN端子 音楽プレーヤーなどの外部機器に接続します。

ダクト

電源を準備する
付属のACアダプターを本機と壁の
コンセントにつなぎます。

ACアダプター
（付属）DC 18V端子へ

壁のコンセントへ

初めてお使いのときは
付属のACアダプターを本機のDC	18V端子と壁のコンセントに接続すると、本
機は自動的に初期設定を始めます。 	ランプが白く点滅すると初期設定は
完了です。

ご注意
初期設定は、1分以上かかる場合があります。

無線LANに接続して聞く
本機は、Google	Homeアプリを使って無線LANの設定をします。また、音楽
の再生には、Google	Play	MusicやSpotifyなどのChromecast対応アプリが
必要です。お使いのスマートフォンなどのモバイル機器にGoogle	Homeア
プリとChromecast対応アプリをインストールしてから、以下の操作をしてく
ださい。

ご注意
モバイル機器が接続している無線LANアクセスポイントのSSIDとパスワード
の情報もお手元にご用意ください。

無線LANに接続する
1.	 モバイル機器が無線LANに接続していることを確認します。

2.	 モバイル機器のBLUETOOTH機能を有効にします。

3.	 モバイル機器でGoogle Homeアプリを起動します。
画面の指示に従って操作します。
本機が見つかると、本機の型名と、セットアップが必要なことを示す画
面が出ます。

4.	「セットアップ」をタップして、画面の
指示に従って操作します。
無線LANへの接続が完了すると	 	ランプが赤
く点灯し、スタンバイモード（音楽を受信できる
状態）になります。

Chromecast対応アプリで再生する
Google	Homeアプリで無線LANへの接続ができると、モバイル機器にインス
トールされているChromecast対応アプリで音楽を再生して本機で聞くこと
ができます。

1.	 Google Homeアプリで、Chromecast対応アプリをタッ
プします。

2.	 Chromecast対応アプリを操作して、音楽の再生を始めま
す。

3.	  をタップして、本機を選びます。
	ランプが緑に点灯し、本機から音楽が聞こえ

ます。

聞き終わったら
モバイル機器のChromecast対応アプリで音楽を停止し、本機の	 	を約2秒
押し続けてスタンバイモードにします。

本機を複数台使って、全てのスピーカーから同じ音楽を再生することもでき
ます。詳しくは、Google	Chromecastのヘルプセンターをご覧ください。

ご注意
なにも再生されない状態が15分以上続くと、本機は自動的にスタンバイモー
ドになります。

赤く点灯

緑に点灯

BLUETOOTH接続して聞く
1.	 本機がスタンバイモード中に、本機上面の  ボタンを押

します。
	ランプが青く点滅し始めます。

2.	 モバイル機器でBLUETOOTH機能を有効にします。

3.	 モバイル機器の画面にデバイスリストが表示されたら、
本機の型名を選びます。
モバイル機器から要求があった場合は、「0000」
のパスコードを入力します。
ペアリングが完了すると	 	ランプの点滅が止
まり青く点灯します。

4.	 モバイル機器で音楽を再生します。
本機の	 	ボタンを押して再生を開始したり停止したりすることもで
きます。

聞き終わったら
本機の	 	ボタンを約2秒押し続けてスタンバイモードにします。モバイル
機器でも必ずBLUETOOTH機能を無効にしてください。

ご注意
•	モバイル機器でのBLUETOOTH機能の操作は、機器によって異なります。詳
しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
•	お使いのモバイル機器がA2DPプロファイルに対応していない場合は、正し
くペアリングできていても本機で音楽を再生できないことがあります。
•	お使いのパソコンと本機をペアリングして使うには、パソコンで本機をオー
ディオデバイスとして設定する必要があります。
•	なにも再生されない状態が15分以上続くと、本機は自動的にスタンバイ
モードになります。

ペアリング済みのモバイル機器と接続できなくなった場合は
	ボタンを押します。 	ランプが青く点滅し始めたら、接続したいモバイル
機器のデバイスリストで本機を選びます。
詳しくは、お使いのモバイル機器の取扱説明書をご覧ください。

外部入力を使う
音楽プレーヤーやCDプレー
ヤーなどの外部機器を接続
して本機で再生することが
できます。

外部機器

ステレオミニ 
プラグ付き 
接続コード（市販）

AUX IN端子へ

1.	 外部機器のラインアウト端子かヘッドホン端子に接続
コードをつなぎます。

2.	 本機のAUX IN端子に接続コードをつ
なぎます。
自動的に外部入力モードになり、 	ランプが黄

色く点灯します。

3.	 外部機器で再生を始めます。
音量調節以外の機能は外部機器で操作してください。

聞き終わったら
本機の	 	ボタンを約2秒押し続けてスタンバイモードにします。接続した
外部機器の電源もお切りください。

ご注意
•	外部機器のラインアウト端子に接続したときは、音量は本機で調節します。
ヘッドホン端子に接続したときは、外部機器と本機の両方で音量を調節し
て最適なレベルになるようにしてください。
•	なにも再生されない状態が15分以上続くと、本機は自動的にスタンバイ
モードになります。

青く点灯

黄色く点灯

本機をリセットする
本機が正しく動作しなくなったときは、壁のコンセントからACアダプターを
抜いて約60秒待ってからACアダプターを接続し直します。
それでも動作しない場合は、本機を工場出荷時の状態に戻す必要があります。

工場出荷時の状態に戻すには
1.	  ランプが赤く点灯するまでリセットボタンを約5秒押

し続けます。

2.	 リセットボタンを離して、そのまま約2
分待ちます。
	ランプが白く点滅します。

3.	 モバイル機器でアプリのキャッシュをクリアしてから、
「無線LANに接続して聞く」の手順に従って設定をし直し
てください。

故障かなと思ったら
電源が入らない
	➡付属のACアダプターが本機のDC	18V端子とコンセントにしっかりと差し
込まれているか、確認してください。

音が出ない
	➡音量が最小になっていないか、確認してください。

雑音が入る
	➡近くで蛍光灯やモーター、電子レンジなどを使用しないでください。

再生されない
	➡ Chromecast対応アプリで本機を使う設定ができていない場合は、
「Chromecast対応アプリで再生する」の手順で正しく設定し直してください。
	➡本機とモバイル機器とのBLUETOOTH接続ができていない場合は、
「BLUETOOTH接続して聞く」の手順で接続し直してください。
	➡本機とモバイル機器が離れすぎている場合は、接続できる距離に移動して
ください。

音がひずんでいる
	➡音量を下げてください。AUX	IN端子で接続している場合は、外部機器の音
量も調節してください。

それでも解決しない時は…
	➡アイワの相談窓口にご相談ください。

白く点滅

主な仕様
スピーカー部
スピーカー	 6.6cm（6Ω）×	2
エンクロージャー方式	 バスレフ型
周波数帯域	 140Hz	～	18kHz

アンプ部
実用最大出力	 15W＋15W

BLUETOOTH部
通信方式	 Ver.4.2準拠
出力	 2mW(EDR/BDR)、1.5mW(LE)
見通し距離	 約10m
使用周波数帯域	 2.4/5GHz帯
変調方式	 FHSS
対応プロファイル	 A2DP、AVRCP
対応コーデック	 SBC
伝送帯域(A2DP)	 20Hz	～	20,000Hz	Module	output	at	48kHz	16bits

ネットワーク機能
Wi-Fi	 〇
Chromecast	built-in対応	 〇
Wireless	Multi-room	 〇
通信方式	 IEEE802.11b/g/a/n/ac	2.4/5GHz
セキュリティ	 WEP/WPA/WPA2

接続
入力	 ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)

電源・ほか
電源	 AC100～ 240V、50/60Hz
消費電力	 7W
待機消費電力	 2.5W以下（スタンバイモード）
最大外形寸法	 130（幅）×130（高さ）×130（奥行）㎜
質量	 本体：1.3kg、ACアダプター：140g

同梱品
本体（1）
ACアダプター（1）
取扱説明書・製品保証書（本書）

保証書とアフターサービス

保証書
所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときは
この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも調子が悪いときは
アイワの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は
製品保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは製品保
証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただ
きます。

部品の保有期間について
補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り
後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代
えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。


