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Kinivo ZX100 ポケットスピーカー
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使用はおやめください。クリー
ニング前に必ず電源を切り、プラグを抜いてください。

3. スピーカーは極度の高温または低温を避けて保管してください。
4. 直射日光を避けて保管してください。
5. スピーカーの分解・改造はおやめください。
6.  スピーカーは涼しい、乾燥した場所に保管してください。
7. ZX100 スピーカーにはリチウムイオン電池が内蔵されていま

す。リチウムイオン電池は可燃性で、不正に使用された場合ま
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。

8. パッケージおよび本体を廃棄される際は、必ず自治体の条例に
従い、責任をもって処分してください。

警告
この機器にはリチウムイオン電池が内蔵されています。
リチウムイオン電池は可燃性で、不正に使用され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。ご使用の前に安全上の説明をよくお読みください。
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スピーカーの概要

パッケージ内容

   ZX100 ポケットスピーカー
  取扱説明書
  マイクロUSB 充電ケーブル（短）・オーディオケーブル（長）
  携行用ポーチ

特長

  共鳴部が拡張できる設計で、低周波数の出力を最適化。 
  互換性のある機器: iPod、iPhone、 MP3 プレーヤー、 CD プ

共鳴部拡張時 共鳴部格納時
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レーヤー、3.5-mmオーディオジャック付ノートパソコン、
各全機種

  360度指向性、リッチなサウンド
  コンパクトサイズで携行に便利、内蔵型充電バッテリーは 長

時間使用可
  複数のスピーカーのデイジーチェーン接続で迫力あるサウンド

操作

1. ユニット電源オン･オフ

スピーカー電源のオン・オフ操作は、 
電源のシンボル  の下、色付きの波
状部分を４－５秒間長押しして行いま
す。電源がオンの時には青のLEDが点
灯します。

2. 音量調節

音量を上げる、または下げる場合は、 VOL+ またはVOL– のシン
ボルの下、色付きの波状部分を長押しします。

音量を素早く変えたいときは、ボタンを長押しします。スピーカ
ーの電源が入ると、５０％の音量でスタートするよう設定されて
います。

電源オン・オフ操作は
ここを押す
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3. 音楽再生

ZX100 スピーカーには、本体底部にオーディオ機器接続用の
3.5mm オーディオケーブルが内蔵されています。

延長が必要な場合、充電ケーブルにも3.5mmのオーディオ機器接
続部があります。

充電ケーブルの マイクロ  USB側
をスピーカーに差込みます。

充電ケーブルの 3.5 mm 接続部 をスマー
トフォンまたはタブレットに差込みます。
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4. 共鳴部拡張・格納

開ける

1.  スピーカー底部と上部の共鳴器を
しっかりと持ちます。

2.  共鳴器を反時計回りに回します。

3. 共鳴器が自動的に出てきます。

4.  スピーカー底部をしっかりと持
ち、共鳴器をスピーカー底部に向
かって押します。

5.  共鳴器を時計回りに回して閉じま
す。

閉める
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5. AUX入力・出力ポート

ZX100には、オーディオ入力・出力用の 3.5mm ポートがありま
す。  3.5mmケーブルを入力機器に接続する場合、または他のス
ピーカーに接続する場合に使えます。 (「複数のスピーカーをチェ
ーン接続する」の項参照)

3.5 mm オーディオ入力・
出力ポート

6. ZX100スピーカーの充電

ZX100スピーカーの充電は、マイクロUSBケーブルをZX100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、ラップトップ、USBハブ、USB AC アダプタ、 
車のUSB充電器などがあります。

USB 充電/オーディオ入力 
/電源表示灯
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ZX100の充電中は、赤のライトが点灯します。充電が完了する
と、ライトは青色に変わります。バッテリーが完全に充電される
までの所要時間は２－３時間です。

7. 複数のスピーカーをチェーン接続する

ZX100は、複数のZX100または他のスピーカーへのデイジーチェ
ーン接続が可能です。追加したいスピーカーの3.5mmオーディオ
ケーブルを、ZX100の3.5mmポートに接続してください。

8. LEDインジケータ表示

状態 LEDインジケータ

電源オフ オフ

電源オン 青く点灯

充電中 赤く点灯
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9. ボタンの機能

トラブルシューティングとよくある質問

1. 充電ケーブルの紛失・破損
同梱のUSBケーブルを紛失または破損された場合、標準的な マイ
クロUSBケーブルまたはマイクロUSB充電器ならどれでも ZX100
スピーカーの充電に使用できます。

2. スピーカーの電源が入りません
下記をお試しください：

機能 操作

ユニット電源

オン・オフ
色付きの波状部分  電源シンボル下）を
4-5秒間長押しします。

音量を上げる
VOL+ のシンボル下、色付きの波状部分を
長押しします。

音量を下げる
VOL– のシンボル下、色付きの波状部分を
長押しします。
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  スピーカーの充電はお済みですか？
  電源シンボルではなく、その下の色付きの波状部分を押して

みてください。 「ユニット電源オン・オフ」の項参照。

3.  スピーカーが使用できません。どうしたらよい
でしょう？

トラブルシューティングの項をご覧ください。ご質問、気がかり
な点等ございましたら、Kinivo社サポートsupport@kinivo.comま
でEメールにて、または http://support.kinivo.comにてチャット
でお問合せください。

技術仕様

寸法
68.5mm x 68.5mm x 42mm (L, W, H)

40mm (直径)

本体重量 94g 

入力 360mV  (L/R)

出力 3W

S/N比 70dB

周波数帯域 280Hz ~ 16KHz
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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

充電電圧 5V

適正温度 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

再生時間 6 時間

充電所要時間 2 時間
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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。

お買い上げの製品がご使用になれない場合、または気がかりな点
等ございましたら、返品をされる前にKinivo社サポートまでお問合
せください。 

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

 

http://support.kinivo.com


Made in ChinaKinivo 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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