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スピーカーをご使用になる前に、安全および使用上の説明をよくお読みください。

重要な安全上の説明
1. スピーカーを液体、水蒸気にさらしたり、湿度の高い場所に置いたりしないでください。
2. スピーカーケースのクリーニングの際は、本体を傷つける恐れがありますので研磨洗浄剤のご使用はおやめくださ

い。クリーニングの前に必ず電源を切り、電源コードを抜いてください。
3. スピーカーを極度に高温または低温のところにさらさないでください。
4. 直射日光を避けて保管してください。
5. マニュアルで指定され、同梱されているアクセサリ・付属品以外は使用しないでください。
6. スピーカーの分解・改造はしないでください。
7. スピーカーは低温で乾燥した場所に保管してください。
8. BTX270はリチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池は可燃性で、誤って使用した場合、または
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欠陥があった場合、火災の原因となることがあります。
9. パッケージおよび本体を処分される際は、必ずお住まいの地域の条例に従い、責任を持って処理してください。

スピーカーの概要
1

4

6

5

2 3
1. 音量を上げる
2. 音量を下げる
3. 多機能
4. 3.5 オーディオ入力
5. マイクロUSB 充電ポート
6. 電源オン / オフ
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パッケージ内容
  BTX270 スピーカー
  取扱説明書
  3.5 mm オーディオケーブル 
  USB 充電ケーブル

特長
  Bluetooth(A2DP)対応機器からの音楽をシームレスで楽しめます
  Bluetooth プロトコルVersion2.1 +EDRおよび A2DP 1.2 オーディオストリーミングプロファイルに対応
  3.5mmポートでiPodや他のBluetooth非対応機器と接続
  対応機器で高音質のaptXオーディオ・コーデックを使用
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操作

1. ユニット電源オン/オフ
電源スイッチでスピーカーのオン・オフを切り替えます。

2. 音量調節
 ボタンまたは  ボタンを押して音量の上げ下げをします。

3. Bluetoothペアリング
使用前にスピーカーとBluetooth機器のペアリングを行ってください。スピーカーの電源を入れ、スピーカーの多機能
ボタン　   を6～8秒間長押しすると、小さい音が鳴り青と赤のLEDが交互に点滅します。
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接続する機器のBluetooth機能を有効に設定し、BTX270を検索してペアリングを行います。ペアリングが完了する
と、スピーカーは自動的に機器に接続されます。
iPad、iPhone、iPod Touch
[設定]>[Bluetooth]（オン）に進み、BTX270を選択してペアリングを行います。（iOSの以前のバージョンの場
合、[設定]>[一般]>[Bluetooth]（オン）となる場合があります）
Androidスマートフォンまたはタブレット
[設定]>[無線とネットワーク]>[Bluetooth設定]でBluetoothを有効にし、[デバイスの検索]を選択してくださ
い。BTX270を選択してスピーカーとのペアリングを行ってください。
その他の機器
機器の指示に従ってBluetoothのペアリングを行ってください。
別のペアリングモード移行手順
スピーカーと機器のペアリングが既に行われている場合、電源が入るとその機器に接続されます。この場合、スピー
カーをぺアリングモードにする方法が異なります。 
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スピーカーの電源が切れていることを確認します。多機能ボタン  を押したままスピーカーをオンにし、多機能ボタ
ンを更に6～8秒間長押しします。

4. AUX入力
スピーカーを他の音源に接続するときは3.5mmオーディオケーブルを使用してください。スピーカーが3.5mm入力
で使用できるのは、電源がオフ（スピーカーのスイッチがオフ）の時に限られますのでご注意ください。

5. BTX270 スピーカーの充電
BTX270スピーカーの充電は、マイクロUSBケーブルをBTX270に接続し、スピーカーをUSB電源に差し込んで行いま
す。USB電源には、コンピュータ、ノートブックパソコン、USBハブ、USB ACアダプタおよび車の USB充電器など
があります。
BTX270の充電中は、赤のライトが点灯します。充電が完了すると、赤のライトが消えます。充電が完了するまでの所
要時間は2～3時間です。BTX270のバッテリー残量が少なくなった場合、電源がオンの時に赤のライトが断続的に点
滅し、スピーカーから小さい音が鳴ります。
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6. LED 表示 

状態 LED表示

電源オフ 消灯

Bluetoothペアリングモード 青と赤が点滅

電源オン 青が点滅

バッテリー残量少（コンセント不使用時） 赤が点滅

充電中 赤が点灯
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7. ボタンの機能

機能 操作

ユニット電源オン/オフ 電源スイッチを切り替えます。

Bluetoothペアリングモード スピーカーがオンの時、多機能ボタン  を６~８秒間長押ししま
す。

Bluetooth ペアリングモード
（スピーカーと別の機器が既に接続されて
いる場合） 

スピーカーの電源がオフであることを確認します。多機能ボタン  
を押したままスピーカーをオンにし、多機能ボタンを更に6～8秒間
長押しします。 

ボイスコマンド
ボイスダイヤル（対応iPhone用Siri）

多機能ボタン  を3秒間長押しします。
この機能を使用するには、ご使用のモバイル機器がボイスダイヤル機
能に対応している必要があります。 
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着信拒否 多機能ボタン  を3秒間長押しします。
電話/BTX270通話切替 多機能ボタン  を3秒間長押しします。
電話を取る 
電話を切る

多機能ボタン  を押した後、指を離します。

最後にかけた番号にリダイヤル 多機能ボタン    を押した後、指を離す操作を2回行います。（ダブ
ルクリック）

マイクロフォン　ミュート機能切替（通話
中） 音量  ボタンを1～2秒間長押しします。

音量を上げる 音量  ボタンを押した後、指を離します。
音量を下げる 音量  ボタンを押した後、指を離します。
音楽を再生する 
音楽を一時停止する

多機能ボタンを押します。

次曲 音量  ボタンを2秒間長押しします。
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トラブルシューティング

1. スマートフォンやタブレットとのペアリングができない
スピーカーがペアリングモードになっていることを確認します。（Bluetoothペアリングの項参照）スピーカーをペア
リングモードにできない場合、Bluetoothペアリングの項にある別の手順をご覧ください。スマートフォンまたはタブ
レットでBluetooth設定を開き、Bluetooth機器を検索してください。BTX270スピーカーが表示されますので、ペア
リングを行ってください。

2. 機器がスピーカーと接続されていない
BTX270スピーカーが作動するよう、既存のペアリング情報をすべて削除したあと、新たに登録を行ってください。

前曲 音量  ボタンを2秒間長押しします。
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3. スピーカーがスマートフォンとは作動するが、コンピュータとは作動しない
お使いのコンピュータのBluetoothアダプターがBluetoothステレオプロファイル(A2DP)に対応していなければなりま
せん。
コンピュータのBluetoothアダプターが正常に作動するよう、最新バージョンのドライバに更新してください。コンピ
ュータのBluetoothアダプターがA2DP（アドバンスト・オーディオ・ディストリビューション・プロファイル）に対
応していることをご確認ください。問題が解決しない場合は、Kinivo社サポートにご連絡ください。

4. USBケーブルの紛失・破損
同梱のUSBケーブルを紛失または破損した場合、BTX270スピーカーの充電には標準のマイクロUSBケーブルまたはマ
イクロUSB充電器をお使いいただけます。

5. Windowsコンピュータとのペアリングの際エラーメッセージが表示される：コンピュー
タとのペアリングの際ドライバが見つからない
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コンピュータのBluetoothアダプターにはすべてのBluetoothスピーカーのドライバが含まれています。コンピュータ
のBluetoothアダプターが正常に作動するよう、最新バージョンのドライバに更新してください。また、コンピュータ
のBluetoothアダプターがA2DP（アドバンスト・オーディオ・ディストリビューション・プロファイル）に対応して
いることをご確認ください。コンピュータのドライバを見つける際サポートが必要な場合はKinivo社サポートにご連絡
ください。

6. Mac OS Xとの接続の際エラーメッセージが表示される
BTX270スピーカーの電源が入っていることをご確認ください。確認後なお接続できない場合は、コンピュータを再起
動し、Bluetooth機器のリストから BTX270を削除してください。再度、スピーカーとペアリングを行ってください。
問題が解決しない場合は、Kinivo社サポートにメールでsupport@kinivo.com 、またはウェブサイト support.kinivo.
com からご連絡ください。

http://support.kinivo.com
http://support.kinivo.com
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よくある質問

1. BTX270 スピーカーと互換性がある機器は？
通常、BTX270スピーカーはBluetooth A2DP（アドバンスト・オーディオ・ディストリビューション・プロファイ
ル）に対応している機器と互換性があります。
Bluetooth A2DP対応機器のリスト

  Apple 社製品 – iPhone、iPod、iPad
  Bluetooth対応Macコンピュータ – Mac Pro、iMac、MacBook、MacBook Air、MacBook Proなど
  Bluetooth対応Windowsコンピュータ （Windows 8、Windows 7、Vista）
  タブレット – Windows、Apple、Android、Kindle Fire HD
  スマートフォン – Android、BlackBerry、Windows、Samsung、Droid、HTCなど
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2. BTX270 スピーカーはBluetooth接続を何件まで記憶できますか？
BTX270はBluetoothの接続を8件まで記憶できます。BTX270の電源がオンになると、自動的に最後に接続した機器に
接続します。最後に接続した機器が見つからない場合、その前に接続した機器へと順に接続します。 

3. 音源から別の音源へどのように切り替えられますか？
新しく使用する機器とスピーカーのペアリングが済んでいることを確認してください。接続されていない場合、スピ
ーカーをペアリングモードにして新しい機器とのペアリングを行ってください。スピーカーが両方の機器と既に接続さ
れている場合は、1台目の機器のBluetooth設定でスピーカーの接続を切ってください（一時的にBluetoothをオフにす
る必要がある場合があります）。次に2台目の機器のBluetooth設定を開き、スピーカーを接続してください。
たとえばiPhoneからコンピュータに切り替える場合
1. iPhoneの Bluetooth設定でスピーカーの接続を切ります。iPhoneの Bluetoothをオフにする必要がある場合があ

ります。
2. コンピュータの「Bluetoothデバイスの表示」に進み、[接続]をクリックします。
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4. バッテリー残量が少ないとき、どうすればわかりますか？
BTX270のバッテリー残量が少なくなると、電源がオンの時に赤のライトが断続的に点滅し、スピーカーから小さい音
が鳴ります。

5. スピーカーが使用できません。どうすればよいでしょう。
トラブルシューティングの項をご覧ください。解決できない場合、Kinivo社サポートにメールでご連絡くださ
い。support@kinivo.com. 

保証

１年間ハードウェア限定保証
Kinivo社は、本製品が正常なご使用状況では適切に使用できる状態にあること、素材または製造に欠陥のないことをご
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登録のお客様に対して、お買い上げの日より１年間保証いたします。製品は、各検査項目において最高の品質基準を満
たすようテストされています。万が一製品に欠陥が認められた場合、弊社にて無償で修理または交換させて頂きます。
交換が必要な場合、弊社による同製品の取扱いが終了していたときには、Kinivo社は同様の品質・サイズで、使用目的
に合致する代替品と交換する権利を留保します。

本保証は本製品の修理または交換のみに適用され、譲渡はできません。また誤ったご使用や天災地変、またはKinivo社
が制御できない一切の事由により破損したいかなる製品にも適用されません。本保証は、上記の限定保証内容に違反し
た結果生じた付随的または間接的損害については適用されず、弁償または支払いを行わないものとします。上記の限定
保証を除いて、当社は他のいかなる明示または黙示の保証も提供しません。また、本保証書に明示された限定保証以外
の保証は、商品性の黙示的保証、特定の目的への適合性の黙示的保証を含むいかなる保証も、すべて放棄します。
ご購入の製品がご使用になれない、または気がかりな点等ございましたら、製品を返品される前にKinivo社サポートに
ご連絡ください。 
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オンラインサポート・お問合せ
support.kinivo.com またはwww.kinivo.com にて、サポートに関する情報、ダウンロード、使用法の説明をご覧くだ
さい。または、Eメール、チャットでお問合せください。（詳細は下記参照）

Kinivo 製品サポート
Eメール : support@kinivo.com
チャット: http://support.kinivo.com

http://support.kinivo.com


中国製Kinivo 製品サポート
オンライン : http://support.kinivo.com
Eメール     : support@kinivo.com

年間
ハードウェア限定保証1
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