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はじめに

スピーカーの設置・ご使用の前に、安全および使用上の説明をすべてお
読みください。
警告：火災や感電の危険を避けるため、スピーカー機器を水や湿気にさ
らさないようにしてください。

重要な安全上の説明

  スピーカーを液体、湿気、湿度の高い場所にさらさないでください。
  クリーニングの際は、研磨洗浄剤のご使用はおやめください。スピ

ーカー本体を傷つける恐れがあります。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。

  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。
  ユニットは直射日光を避けて保管してください。
  マニュアルに指示されているアクセサリー、または付属のアクセサ

リー以外は使用しないでください。
  スピーカーの分解・改造はしないでください。
  スピーカーは低温で乾燥した場所に保管してください。
  BTX450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、または欠陥があった場合、
火災の原因となることがあります。

  パッケージおよび本体を処分する際は、必ずお住まいの地域の条例
に従い、責任をもって処理してください。
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スピーカー概要

 

1. 電源
2. 音量を下げる
3. 音量を上げる
4. Bluetoothペアリング 

5. AUX入力
6. 電源ケーブル入力
7. USB電源出力

パッケージ内容

   BTX450スピーカー
  ユーザーマニュアル
  3.5mmオーディオケーブル
  AC電源アダプター

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
  クラスDデジタルアンプ
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  Bluetoothプロトコル v2.1+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対応

  3.5mmポートでiPodまたはMP3プレイヤーと接続
  音楽を聴きながらUSBポートで充電可能

操作

1. 電源オン/オフ

電源ボタンを3〜5秒間長押ししてスピーカーの電源を入れます。電源ボ
タンを長押ししてスピーカーの電源を切ります。
注意：スピーカーの電源を入れた後、Bluetoothが起動するまで2〜3秒
かかります。

2. 音量調節

音量ボタンを押して、音量の上げ下げをします。音量ボタンを長押しし
て、継続的に音量を上げ下げできます。

3. Bluetoothペアリング

a. 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。Bluetoothボタンを2〜3秒間長押しすると、ピッと鳴りBluetooth 
LEDがすばやく点滅します。ご使用になりたい機器のBluetoothを有効に
して検索し、BTX450とのペアリングを行ってください。 
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iPad、iPhone、 iPod Touch
設定 > 一般 > Bluetooth (オン)にして、BTX450を選択してスピーカー
とペアリングを行ってください。
Androidスマートフォンまたはタブレット
設定 > ワイヤレス設定 > Bluetooth設定でBluetoothを有効にし、端末
のスキャンを選択してください。BTX450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。
その他のすべての機器
機器の指示に従ってBluetoothのペアリングを行ってください。ペアリン
グを行った後、青いLEDランプが点灯します。
b. BTX450スピーカーは初期設定が完了すると自動的に機器に接続しま
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AUX機能に切り替わると、Bluetoothオー
ディオストリームは自動的に切断されます。

5. BTX450スピーカーの充電
BTX450スピーカーはAC電源に接続すると自動的に充電されます。充電
中は電源LEDが速く点滅します。充電が完了するとLEDは点滅しなくな
ります。 

6. その他USB機器の充電
BTX450の電源コードがコンセントに差し込まれている時に、スピー
カー後部のUSBポートに機器のUSBケーブルを接続して下さい。注
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意：USB機器の充電はBTX450が電源コードで接続されている時に限り
ます。

7. LED表示

トラブルシューティング

1. 機器のペアリングができない/機器がBTX450に接続
されていない

Bluetoothボタンを2、3秒間長押しして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てください（青いLEDが速く点滅します） ペ
アリングを行いたい機器のBluetooth設定を開き、Bluetooth機器をスキ
ャンしてください。BTX450スピーカーが表示されますので、ペアリン

状態 LEDランプ

Bluetoothペアリングモード 青・速い点滅

電源オフ 青・LED消灯

電源オン 青・点灯/点滅

充電 赤・速い点滅

バッテリー残量少
（コンセント不使用時電源ケーブルなし）

赤・遅い点滅
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グを行ってください。
操作項目のBluetoothペアリングをご参照ください。

2. 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ことを確認する
ため、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。

3.  エラー : 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

コンピュータのBluetoothアダプターには、全ての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
常に作動することを確認するため、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。お使いの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。

4. Mac OS Xとの接続の際エラーメッセージが表示さ
れる

BTX450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
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認後なお接続できない場合は、コンピュータを再起動し、BTX450を
Bluetoothデバイスリストから削除してください。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 、 K i n i v o 社 サ ポ ー ト ま で 、 E メ ー ル 
support@kinivo.comで、またはウェブサイト support.kinivo.comから
ご連絡ください。

よくある質問

1. BTX450スピーカーと互換性があるデバイスは？
通常、BTX450スピーカーはBluetoothの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デバイスと互
換性があります。 
 A2DP Bluetoothに対応しているデバイスのリスト

  Apple社製品　– iPhone, iPod, iPad
  Bluetoothアダプタ内蔵コンピュータ – Mac Pro, iMac, MacBook, 

MacBook, Air, MacBook Proなど
  タブレット– Windows, Apple, Android
  スマートフォン – Android, BlackBerry, Windows, Samsung, 

Droids, HTCなど 
  Bluetooth USBアダプター（Windows 7, Windows 8, Vista)

2.  BTX450スピーカー用のWindowsドライバはどこで
入手できますか。

BTX450スピーカーには別供給のドライバがありません。ドライバは
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A2DPに対応したBluetoothアダプタにインストールされています。（互
換リスト参照）。コンピュータ上でスピーカーのドライバに問題がある
場合は、Bluetoothアダプターのドライバを最新バージョンに更新してく
ださい。

3. BTX450スピーカーは、Bluetooth接続を何件まで
記憶できますか。

BTX450スピーカーは、以前のBluetoothの接続を8件まで記憶できま
す。BTX450の電源がオンになると、自動的に最後に接続したデバイス
に接続します。最後に接続したデバイスが見つからない場合、その前に
接続したデバイスへと順に接続します。

4. 音源から別の音源へどのように切り替えられます
か。

新しく使うデバイスとスピーカーと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はスピーカーをペアリング
モードにして、新しいデバイスとペアリングを行ってください。スピ
ーカーが両方のデバイスと既に接続されている場合は、１台目のデバ
イスの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を無効にする必要があるかもしれません）。再度Bluetooth設
定を開き、２台目のデバイスと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設定から接続中のスピーカーを無効にします。

またはiPhoneのBluetoothを無効にして切り替えることもできま
す。

2. コンピュータの「Bluetoothデバイスを表示」で接続をクリックしま
す。
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5.  バッテリー残量が少ないのはどこでわかりますか。
バッテリー残量が少なくなると、スピーカーが電源に接続されていない
ときに赤いLEDがゆっくりと点滅します。

6. バッテリー充電中、および充電完了はどうやってわ
かりますか。

BTX450スピーカーはAC電源に接続すると自動的に充電されます。充電
中は電源LEDが速く点滅します。充電が完了するとLEDは点滅しなくな
ります。

7. 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、Eメー
ルでKinivo社サポートにご連絡ください。support@kinivo.com

技術仕様

電源 100-240V, 50/60Hz

出力 2x5W (RMS)

内蔵バッテリー容量 3600 mAh

スピーカー 2

インピーダンス 4 オーム
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いずれのBluetooth(A2DP)デバイスとも互換性あり

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

周波数応答 200Hz-20KHz

S/N比 80dB

セパレーション 55dB

サイズ 11.9 (W ) x 3.2 (D) x 3.2 (H) インチ

重量 0.85 kg
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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。 

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

FCC警告

  この装置は、FCC規格パート１５に適合しています。操作は次の２
条件に基づきます。

  （１）本装置は有害な干渉の原因となってはならない、また
  （２）本装置は、誤動作の原因となる干渉を含め、受信する干渉を

許容しなければならない
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  FCC規格遵守責任者が明示的に承認していない変更・改造を装置に
加えることにより、ユーザが装置を操作する権限が無効となりま
す。

  注意：この装置は、FCC規格パート１５に規定されたクラスＢデジ
タル機器の制限に適合していることが検査のうえ確認済みです。こ
の制限は、住宅に設置する際の有害な干渉に対する適切な保護を目
的としています。本装置は、高周波エネルギーを発生、使用し、ま
た放出することもあります。指示通りに設置・使用が行われない場
合、無線通信に有害な干渉を引き起こすこともあります。ただし、
特定の設置方法によって干渉が発生しないことを保証するものでは
ありません。この装置がラジオまたはテレビの受信障害を起こすと
きは、装置の電源を切ることで確認できますが、その場合使用者は
下記の方法により干渉が起きないよう努めてください。

   受信用アンテナの向きを変える、または移動する
   装置を受信用機器から離す
   受信用機器が接続されている回路とは別のコンセントに装置を接続

する
   販売店またはラジオ・テレビについて熟知した技術者に相談する

FCC RF（無線周波数）に関する声明: 本装置は無線周波被爆に関する条
件に適合していることが評価済です。本装置の、ポータブル曝露条件下
での使用は制限なしで認められています。 



このページは白紙です。



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

Made in china
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