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본 주의사항을 읽고, 모든 경고사항에 주의하며, 향후 참조를 위해 본 지시사항을 잘 보관하십시오• 
본 기구를 물가에서 사용하지 마십시오.• 
마른 천으로만 닦으십시오.• 
어떤 환기 구멍도 막아서는 안됩니다. 충분한 환기를 위해서는, 전체 기구 주변 최소 • 의 공간이 요구 됩니다.
점화된 촛불과 같은 직접 화원을 기구 상 또는 근처에 두어서는 안됩니다.• 
배터리 처리의 환경적 측면에 주의해야 합니다.• 
기구는 온화한 기후에서만 사용해야 합니다.• 
라디에이터•  히트 레지스터 , 스토브 와 같은 열원이나 기타 열을 발생시키는 기구(증폭기

 근처에 기구를 설치해서는 안됩니다.
양극화•  또는 그라운딩형  플러그의 안전상 목적을 훼손하지 마십시오. 양극화 플러그에는 
하나가 다른 하나보다 넓은 두 개의 날이 있습니다. 그라운딩형 플러그에는 두 개의 날과 제 3의 그라운딩 날이 
있습니다. 넓은 날이나 제 3의 날은 안전 상의 이유로 공급된 것입니다. 제공된 플러그가 귀하의 전원 출구에 맞지 않을 
경우, 전기 기사와 상의 하여, 폐용된 전원 출구를 교체하십시오.
특히 플러그와 컨비니언스 콘센트 및 전원 연결이 사용 기구에서 빠져나가는 부분 등에서, 전원 코드를 밟거나 전원 • 
코드가 끼지 않도록 보호합니다.
번개 폭풍이 치는 동안이나 오랜 기간 동안 사용하지 않을 때 본 기구를 플러그를 빼 놓으십시오.• 
모든 수리는 자격을 갖춘 수리기사에게 맡기십시오. 전원공급 코드나 플러그가 파손된 경우, 기구상에 액체를 • 
흘렸거나 물건을 떨어뜨렸을 경우, 또는 기구가 비 또는 습기에 노출 되어 정상적으로 작동하지 않거나 기구를 
떨어뜨린 것과 같이 기구가 파손된 경우 수리가 요구됩니다.
전기 충격의 위험을 방지하기 위하여, 커버를 (또는 뒷면) 제거하지 마십시오. 기구 내에는 사용자가 수리할 수 있는 • 
부품은 없습니다. 수리는 자격을 갖춘 하맨 소비자 그룹 의 수리기사에게 맡기시기 
바랍니다.
입력 전원으로부터 완전히 차단시키려면, •  어댑터의 주 플러그를 본선에서 빼내야 합니다. 

 어댑터의 주 플러그는 방해를 받지 않아야 하며 또는 사용하기를 원할 때 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다. 
표시 정보는 기구의 바닥에 있습니다. • 
배터리를 햇빛, 불 등과 같은 과다한 열에 노출시키지 말아야 합니다. • 
이 기구와 •  어댑터는 물방울 또는 물 튀김에 노출되지 말아야 하며 화병과 같은 물로 채운 물체를 이 기구와 

 어댑터 위에 놓지 말아야 합니다. 
스피커 시스템을 수리하기 위하여 격자 커버• 를 제거해서는 절대로 안됩니 다. 스피커 시스템에는 사용자가 
수리할 수 있는 부품이 없습니다.

안전 지시 사항
사용하기 전에 다음 주의 사항을 읽어 주십시오.

경고: 화재나 전기 충격 위험을 방지하기 위하여 본 
제품을 비 또는 수분에 노출하지 마십시오
경고: 본 기구를 똑똑 떨어지거나 튀는 액체에 노출 
시켜서는 안되며 또한 꽃병 등과 같이 액체가 가득 
찬 물건을 기구 위에 올려 놓아서는 안됩니다. 

삼각형안의 
느낌표는 제
품에 따르
는 주요 지시
사항을 귀하
에 알려주는 
경고표시입
니다.

주의: 충격 위험을 감
소시키기 위해서, 커버
를 제거하지 마십시오. 
기구 내부에 사용자가 
수리할 수 있는 부품은 
없습니다. 자격을 갖춘 
수리기사에게 수리를 
맡기시기 바랍니다. 

삼각형안의 
번개 플래쉬와 
화살표는 제품 
내의 위험한 
볼트를 귀하에 
알려주는 경고 
표시입니다.

전기 충격 위험. 
열지 마십시오

주의

중요사항: 

를 에 삽입하기 전에 적절한 어댑터를 설치해
야 합니다.  설치 시  커텍터와   커텍터가 적
절히 정렬되었는지 확인하십시오. 그렇게 하지 않으면  커텍터에 
영구적 손상이 발생하여 가 작동되지 않을 수 있습니다.

모든 전자 제품에 대한 중요 참고사항:

오디오 케이블을 음원 장치의 헤드폰 또는 라인 레벨 출력 잭에 삽입하거
나 또는 그로부터 빼내기 전에 장치를 먼저 끄는 것이 올바른 절차입니다. 
이렇게 하면 장치의 수명이 연장되고 장치를 정전기로부터 보호하며 손
상 위험이 예방됩니다.



규정
준수 성명 선언서

이 장치는 규정 부에 따릅니다 이 장치의 작동은 다음 두 가지 조건에 따릅니다. 이 장치는 유해적 간섭을 유발하지 않습니다. 이 장치는 

또한 원치 않는 작동을 유발시킬 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 수용하여야 합니다.

라디오 및 텔레비전 간섭
이 장비는 시험을 거쳐 규정 15부에 따라 클래스 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거 설치에 
있어 유해적 간섭에 대한 적절한 보호를 하기위한 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하며 방사할 수 있으며 지시 사항에 따라 
설치되고 사용되지 않을 경우 무선 통신에 유해적 간섭을 가져올 수 있습니다. 그러나 어떤 특정 설치에 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다.
 만약 이 장비가 무선 또는 텔레비전 수신에 대한 간섭을 가져온다면, 이는 장비를 끈 다음 다시 켜서 확인할 수 있는바, 사용자는 다음 조치 중 한 가지 
이상을 써서 간섭 문제를 해결하길 바랍니다.
본 장비와 수신기 사이의 거리를 더 둡니다.
다른 아웃렛에 장비를 연결하여 장비와 수신기가 서로 다른 지로의 회로에 연결되도록 하십시오.
판매 업체나 숙련된 무선/TV 기술자와의 상담을 통해 도움을 받으십시오.

의 명시적 승인을 받지않은 변경 또는 수정으로 인해 사용자의 본 장비 작동권한이 무효화 될 수 있습니다.



포장 풀기
 시스템 포장을 조심스럽게 풀고 모든 내용물

을 점검하십시오:

 어댑터

 전원 장치

 리모콘

.  보조 오디오 케이블

에 대해 배우기

 용 어댑터

도그 어댑터의 선택, 설치 및 제거에 대한 자세한 내용을 보시려면  
을 방문하십시오.

어댑터를 제거하려면 어댑터의 뒷면에 있는 구멍에 일자 스크루드라이버(
별도 판매)를 집어넣고 위로 올리십시오.

가 정확한 어댑터를 사용하여 에 확실하게 도킹되었는지 
확인하십시오.

MENU

오디오 입력



쉬운 설정 안내

제  단계. 
어댑터, 리모트 콘트롤, 그리고
입력 케이블을 꺼내십시오. 본
지시 사항을 전부 읽으십시오.

제  단계. 잠기지 않은 위치로
배터리 문을 이동하여 배터리
칸막이를 여십시오.

제  단계.  배터리 6 개를
배터리 칸막이에 넣으십시오

제  단계. 적절한  어댑터를  위에 놓으십 시
오.  를 도킹 커낵터 위에 놓든지 오디오 입력 케이블을 

 뒷 부분에 연결하십시오. 오디오 케이블을 오디오 자
원에 연결하십시오.

제  단계. 전원 어댑터 플러그를 
 의 뒷 부분에 표

시된 입 력구에 연결하고 전원 어
댑터를 벽 콘 센트 또는 전원 스
트립에 꽂으십시오.

제  단계.  뒤 
에 있는 전원 버튼을 누르십시
오.  시스템이 
켜지 면 초록색 가 밝혀질 
것입니다.

제  단계. (+)를 사용하여 높이
고 (–)를 사용하여 낮추어 볼륨을 
조절하십시오. 둘 다 눌러 

 소음을 제거하십시오. 
두 개의 버튼 중 하나를 눌러 소음 
제거를 취소하십시오.

MENU

배터리 처분
알칼리 전지는 비유해 물질로 간주되며 일반 가정 쓰레기와 같이 폐기될 수 있습니다.

재충전용 건전지(예: 니켈 카드뮴, 니켈 금속 수소화물, 리튬 및 리튬 이온)는 유해 가정용 물질로 간주되며  과잉의 건강상 및 안전상   위험을 제기할 수 있습니다. 필요치 않은 물질은 환경상 적절한 방식으로 처분 되어야 합니다.사용
한 건전지를 환경적으로 적절한 방법으로 수집, 재활용 및 처분하기 위하여 여기에 관한 기타 정보에 대하여 현지의 폐기물 관리 당국자에게 문의합니다.

서로 다른 종류의 배터리를 섞어서 사용하지 마십시오
배터리를 혼합하여 충전하거나 부분적으로 충전하지 마십시오 
배터리가  에 있는 동안에는 재충전되지 않습니다



원격 제어 기능

볼륨 내리기

플레이

전진

스크롤 업

메뉴

볼륨 올리기

음소거

후퇴

스크롤 다운

선택MENU

음악 제어 모드
트랙 플레이:   단추를 누르십시오. 참고: 가 에 있는 

경 우, e를 누르면 가 모든 음악을 플레이하기 시
작합니다.

트랙 일시중지:   노래가 플레이되고 있는 동안  단추를 누르십시오.

다음 트랙으로 건너뛰기:  단추를 누르십시오.

이전 트랙으로 건너뛰기:   단추를 누르십시오.

트랙 고속 전진:   단추를 누르고 있으십시오.

트랙 고속 후퇴:   단추를 누르고 있으십시오.

볼륨 올리기:   단추를 누르십시오.

볼륨 줄이기:   단추를 누르십시오.

음소거:   단추를 누르십시오.

이전 메뉴로 가기:   단추를 누르십시오.

메뉴/트랙/기능 선택:   단추를 누르십시오.

사진/비디오 제어 모드
슬라이드쇼/비디오 플레이:   단추를 누르십시오.

다음 사진/비디오로 건너뛰기:  단추를 누르십시오.

이전 사진/비디오로 건너뛰기:   단추를 누르십시오.

볼륨 올리기:  단추를 누르십시오.

볼륨 줄이기:  단추를 누르십시오.

음소거:  단추를 누르십시오.

-버튼 

운격 전송:   

주파수:   

작동 범위:    피트

배터리 종류:   

           치수:   가로:  

           높이:    

           세로:   

무게 (배터리 포함):  온스



 문제 해결

질문이 있거나 추가 지원이 필요하면 을 방문하십시오.
이러한 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

 사양 증상 가능한 문제 해결

주파수 범위:  내지 

전원 소비: 최대 

전원 입력: 

 변환기:(4) 채널당 
전 범위 하나

차원: 
직경 –  
높이 – 
시스템 무게:  파운드 
배터리: 크기 – 
유형 – 

배터리 유형을 혼합하지 마시오.
충전되거나 부분적으로 충전된 배
터리를 혼합하지 마시오.

배터리는 
안에 있는 동안 재충전되지 않습
니다.

문제 해결

 스피
커 시스템에서 아무런 소리
도 나지않음.

시스템에 전원이 없음.

전원 어댑터 플러그가 제대로 삽
입되어 있지 않음.

전원 공급이 활성 전원 자원에 연결
되고 에 제대로 연
결되어 있도록 하십시오. 참고:  

가 켜져 있을 때
는 에 초록색 전원 

가 켜집니다.

볼륨이 전혀 없거나 낮음. 볼륨 콘트롤에 있는 볼륨 “업” (+) 
패트를 만져 소음을 제거
하거나 시스템 볼륨 레벨을 높이
십시오.
참고: 볼륨 “다운” (–) 패드를 만지
면 시스템 볼륨이 낮아집니
다. (+)와 (–) 볼륨 콘트롤 패드를 
둘 다 동시에 누르면 시스템
이 소음 제거됩니다.

입력 자원이 낮음. 오디오 자원 장치의 볼륨 레벨을 높
이십시오.

낮거나 사용되어 버린 배터리. 배터리를 갈아 끼우십시오.

 일시 중지됨.  또는 리모트 콘트롤에 있는 재
생 버튼을 누르십시오.



증상 가능한 문제 해결

전원이 없음; 초록색 가 켜져 

있지 않음.

벽 어댑터가 에 

제대로 꽂혀 있지 않음.

벽 어댑터가 전원을 수신하고 

있지 않음.

벽 어댑터의 연결 상태를 확인하십시오.

알려진 전원 공급된 콘센트에 벽 어댑터를 끼십시오. 등이나 다른 

장치를 사용하여 전원콘센트를 시험하십시오.

기기에 도킹한 후 에 오류 

메시지: “장치가 과 호환되지 

않음”이 에 표시됩니다.

의 펌웨어 버전이 구형입니다.  펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드하십시오.

을 기기에서 도킹 해제한 후에 다시 도킹하십시오.

충전

가 충전되지 않는다. 장치에 전원이 들어와 있지 않습니다. 벽의 콘센트나 전원 스트립에 전기가 들어와 있는지 확인하십시오. 콘센
트/전원 스트립의 모든 스위치가 켜져 있으며 장치의 모든 스위치가 켜져 
있는지 확인하십시오.

틀린 어댑터를 사용하였습니다. 해당  모델에 맞는 어댑터를 사용하였는지 확인하십시오.

가 도킹 스테이션에 확실하게 꽂혀져 있는지 확인하십시오.

가 도킹 스테이션과 완전히 접촉하
고 있지 않습니다.

을 기기에서 도킹 해제한 후에 다시 도킹하십시오.
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すべての電子製品に対する重要事項：本製品にオーディオ機器を

接続又は取り外しする際、必ず本製品の電源をオフにした状態にし

て作業を行ってください。電源をオンにした状態で接続又は取り外

しを行うと、作業にて発生するノイズなどでスピーカーを損傷する

場合があります。

警告：水気のある場所や雨中で設置や使用をしない
でください。火災、感電の原因になります。

警告：本体の上に花瓶やコップ等薬品や水などの
入った容器や小さな金属類をおかないでください。
火災、感電の原因になります。

この表示を無
視して誤った
取扱いをする
と人が障害を
負う可能性や
物的損害の発
生が想定され
る内容を示し
ています。

注意：感電事故を
避けるために、絶対
に製品を分解しない
でください。修理が
必要な場合は必ず弊
社サービスセンター
に連絡してください。

この表示を無
視して誤った
取り扱いをす
ると、人が死
亡また重傷を
を負う可能性
が想定される
内容を示して
います。

感電の危険がありま
す。開けないでくだ
さい。

注意

重要：必ずドック接続する	 に適合する正しいユニバーサルドック	

アダプタを製品に装着してご使用ください。またドック接続の	

際、正しく接続されているか確認しながらドックオンしてくださ	

い。正しく接続されていない場合、双方のドックコネクタを破損	

してしまう場合があります。	

ご使用になる前に、以下の安全に関する注意事項を必ずお読みください。•	

この安全上のご注意を必ず読んでください。•	

本書はいつでも見られる場所に保証書と共に必ず保管してください。•	

必ず本書中の全ての警告を遵守してください。•	

必ず本書中の全ての指示を遵守してください。•	

本製品を水気のある場所に設置、使用しないでください。•	

お手入れの際は必ず乾いた布地を使用してください。•	

通風孔のある機器は、通風孔をふさがないで下さい。•	

本製品をストーブなどの熱を発生させる機器の近くに設置、使用しないでください。•	

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。•	

電源コードの上に重いものをのせたり、誤ってコードを踏む事が無い様に設置してください。•	

付属品以外のAC電源アダプタの使用はしないでください。また、付属のACアダプタを他の機器	•	

に使用することもおやめください。

雷が鳴り出したら電源プラグには触れずに本製品の電源スイッチをオフにしてください。•	

万一、煙が出ている、変なにおいや異常な音がする、内部に水などが入った、電源プラグや	•	

電源コードが破損したなどの異常事態が発生した時は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラ	

グをコンセントから抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。内部には電圧の高い	•	

部分があり、感電の原因になります。内部の点検・整備・修理は販売店、または弊社サービス	

センターにご依頼ください。

スピーカー部の保護グリルは取り外さないでください。内部の点検・整備・修理は販売店、ま	•	

たは弊社サービスセンターにご依頼ください。

本製品にオーディオ機器を接続または取り外しする際、必ず本製品の電源をオフにした状態で	•	

行ってください。電源をオンにした状態で接続または取り外しを行うと、作業にて発生する	

ノイズなどでスピーカーを損傷する場合があります。

	安全の手引き
ご使用になる前に、以下の安全に関する注意事項を必ずお読み下さい。



（連邦通信委員会）規制

適合宣言

このデバイスはFCC規則のパート に準拠しています。操作は以下の２つの条件を満たす必要があります。 	このデバイスは有害な干渉を引き起こさ
ない。	 	このデバイスは好ましくない動作を発生させるような干渉を含む、あらゆる受信干渉も享受する。

ラジオおよびテレビの干渉

この装置は 規則パート に準拠し、クラスBデジタル	デバイスに対する制限に従うように検査および確認されています。これらの制限は、住宅内
に設置した場合に有害な干渉に対する適切な保護を提供するために設定されています。この設備は、無線周波エネルギーを生成および使用するため、
指示に従って設置および使用されなかった場合には、無線通信に有害な干渉を引き起こす場合があります。ただし、特定の設置において干渉が発生し
ないという保証はありません。
この装置がラジオやテレビの受信に干渉を引き起こす場合は、この装置の電源をオフにしたりオンにしたりすることによってそれを確認し、ユーザー
は下記の方法からひとつまたは複数の方法を使って干渉の修正を試みてください。
	装置とレシーバーとの距離を離す。
	装置を別のコンセントにつなぎ、装置とレシーバーが個別の回路に接続するようにする。
	販売業者またはラジオ・テレビ関連技術者に相談する。	

	 ,	の明白な承認のない変更または修正があった場合は、装置を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。



のパッケージを開く

製品の梱包を開けて、すべてのコンポーネントを確認してください。

ユニバーサル あだぷた

.	 電源アダプタ

	 リモコン

	オーディオケーブル

 をご使用になる前に

MENU

オーディオ入力 入力ジャック

必ず使用する に適合するアダプタを取り付け、 が正しく根本まで接続

されている事をご確認下さい。

ユニバーサルドックアダプタ
ご使用になる に適合するアダプタを選び、ドッキングエリアに取り付けます。

一度取り付けたアダプタを外す場合、マイナスドライバなどの先の細いものをアダ

プタ後側の溝に差し込み、軽く手前に持ち上げる用にして外します。

パッケージを開く
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の簡単セットアップガイド

ステップ ,	 本
体、 アダプタ、 アダプ
タ、リモコン、オーディオケー
ブルを取り出す。（取り扱い説
明書を必ず読んでください）

ステップ ,	バッテリーケース
のロックを解除して外す、

ステップ3,市販の単两乾電池6
本を装填します。

ステップ 電源アダプタを
	後部の

端子に接続した後に、コンセント
に接続する。

ステップ スイッチを
押して電源を入れます。
電源が入るとスイッチが緑に
光ります。

ステップ を再生します。
(＋）ボタンを押すと音量が上がり
(ー）ボタンを押すと音量が下がり
ます。同時に押すと消音となり、ど
ちらか押すと消音解除になります。

MENU

乾電池の処分方法
不要になったマンガン/アルカリ電池や充電式電池（ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、リチウム電池、リチウムイオン電池など）を処分する場合は、必ずお住まいの自治体の規則に従って、環境的に安全な方法でリサイクルや廃棄を行ってく
ださい。

充電池を 	に装填しても充電は行われません.

ステップ5,	使用する に適合するユニバーサルドックアダプタを
本体のドッキングエリアに取り付けた後、 をド

ックオンする。またはパソコンや他プレイヤーのヘッドホン端子と
端子を付属のオーディオケーブルで接続します。

異なる種類の電池や、使用済品と未使用品などを混在して使用しないでください。



リモコンの機能	

ボリュームダウン

再生

戻る

上へ

メニュー

ボリュームアップ

ミュート

進む

下へ

選択MENU

音楽コントロールモード
トラックの再生：	 〔再生/ポーズ〕ボタンを押します。注意： の表示が
	 メインメニューの時、〔再生/ポーズ〕ボタンを押すこ	
	 とにより はすべての曲を	再生し始めます。

トラックのポ時停止：		 	 	曲の再生中に〔再生/ポーズ〕ボタンを押します。

次のトラックへ進む：		 	 〔進む〕ボタンを押します。

前のトラックに戻る：		 	 〔戻る〕ボタンを押します。

トラックの早送り：		 〔進む〕ボタンを押し続けます。

トラックの巻き戻し：	 〔戻る〕ボタンを押し続けます。

ボリュームを上げる：		 	 〔ボリュームアップ〕ボタンを押します。

ボリュームを下げる：		 	 〔ボリュームダウン〕ボタンを押します。

ミュートにする：		 	 〔ミュート〕ボタンを押します。

前のメニューに戻る：		 	 〔Menu（メニュー）〕ボタンを押します。

メニュー/トラック/機能の選択：		 〔選択〕ボタンを押します。

写真/ビデオコントロールモード
スライドショー/ビデオの再生：		 〔再生/ポーズ〕ボタンを押します。

次の写真/ビデオに進む：		 〔進む〕ボタンを押します。

前の写真/ビデオに戻る：		 〔戻る〕ボタンを押します。

ボリュームを上げる：		 〔ボリュームアップ〕ボタンを押します。

ボリュームを下げる：		 〔ボリュームダウン〕ボタンを押します。

ミュートにする：		 〔ミュート〕ボタンを押します。

ボタン式リモートコントロール

方式：	 （赤外線）

周波数：	

操作範囲：		

電池の種類：		 サイズ：	

						横：	 	

						縦：	 	

		奥行き：	

重量（電池込み）:		
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	のトラブルシューティング	

ご質問がある場合は	 	をご覧下さい。
＊これらの仕様は改善の為、予告なく変更する場合があります。

仕様 状態 考えられる原因 処置方法
周波数特性：	

消費電力：最大
電力インプット：

トランスデューサー：
フルレンジ	 個

寸法：
直径	–	 	
高さ	–	
システム重量：	

電池：サイズ	–	単两
種類	–	アルカリ、
種類の違う電池を混用しないで
ください。

充電した電池と充電が完了して
いない電池を混用しないでく
ださい。

	は電池を充電する
ことはできません。

トラブルシューティング

	から音が出ない。 電源が入っていない。

電源アダプタのプラグが正しく
接続されていない。

コンセントが電源に接続しており
	に正

しくつながっていることを確認す
る。注意： 	に電源
が入ったときに	 	
の緑色の	 が点灯する。

音量がゼロまたは低く設定され。
ている。

音量コントロールの音量「大」(+)
パッドに触ってミュート	解除する
かシステム音量レベルを上げる。
注意：音量「小」(-)パッドに触る
とシステム音量が下がる。
音量コントロール	パッドの	(+)	
と(-)	を同時に触ると	システムが
ミュート状態になる。

音声信号の入力レベルが低い。 オーディオ音源デバイスの音量レ
ベルを上げる	。

電池が消耗しているか無くなって
いる。

電池を交換する。

が｢停止｣状態になってい	る。 またはリモート	コントロール
の｢再生｣ボタンを押す。
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状態 考えられる原因 処置方法
電源が入っていない、緑色の が点
灯しない.

コンセントが電源に接続しており

	に正しくつながっていること

を確認します。

コンセントまたは電源タップなどに電気

がきていることを確認します。

コンセント/電源タップなどのすべてのスイッチがオンになっていることを確

認します。

電気がきているコンセント/電源タップに変えてみます。	

電灯など他の機器でテストしてみてください。

エラーメッセージ:	ユニットをドッキ

ングすると「デバイスは との互

換性がありません」と	 	に表示
される。

	のファームウェアが旧バージョン

の場合があります。

	のファームウェアを最新バージョンにアップデートしてください。

	をユニットから取り外し、再度ドッキングします。

充電

	が充電されない. 電源が入っていません。 電源ケーブルの接続を確認してください。

正しくないアダプターが使用されている

可能性があります。

アダプタを交換してください。

の電源を切り、他のコンセントにつなげてみてください。

	がドッキングステーションときちん

と接触しない

	をユニットから取り外し、再度ドッキングします。



请阅读这些说明，留意所有警告，并妥善保管本说明书，以备将来参考。• 
请勿在有水的地方使用本产品。• 
请只用干布擦拭清洁本产品。• 
请勿阻塞任何通风孔，本产品周围应至少留出• 毫米的距离以利通风。
本机周围不得放置明火源，例如点燃的蜡烛等。• 
处理电池时应注意环保问题。• 
本产品只能用于温和气候环境中。• 
请勿在热源（例如散热器、暖气、炉子或其他生热的产品，包括放大器）附• 
近安装。
请勿忽视极性插头或接地插头的安全作用。极性插头有两个一宽一窄的插片，• 
接地插头则有两个插片和一根接地柱。较宽的那个插片或者接线柱起安全作
用。如果所提供的插头与您的墙上插座不配，则向技术人员咨询如何更换插
头。
请勿践踏或挤压电源线，特别是在插头或电源插座处，以及与本产品的连接• 
处。
请只使用生产厂家规定的附件/配件。• 
打雷闪电或长时间不用时，请拔掉电源插头。• 
如要完全切断电源输入，应切断交直流电源适配器主要插头与主体的连接。• 
在预期的使用中，交直流电源适配器主要插头不应受阻碍或应易于使用。• 
标记信息位于设备的底部。• 
电池不应暴露于过热环境中，如阳光、火或相似的情形。• 
设备和交直流电源适配器不应暴露于滴水或喷洒环境， • 
请勿将花瓶等充满液体的物品放置在设备和交直流电源适配器上。
任何维修需由合格的维修人员完成。当本品有任何损坏时均需予以修理， • 
这些损坏包括电源线或插头损坏，液体泼洒到本品上，或者有异物落入本品， 
本品被淋雨或暴露于潮湿环境中，不能正常工作，或者被摔落。
为防止电击，请勿取下盖子（或后盖），本机内没有用户可修理的部件。 • 
请交由合格的  公司的维修人员修理。
切勿取下格栅盖来修理扬声器系统，扬声器系统不含有任何可由用户修理的• 
部件。

 安全指引
在使用前请先阅读下列的预防措施：

警告：为防止起火或电击，请勿让本品淋雨
或暴露于潮湿环境中。

警告：不得将本品暴露于有滴水或被溅洒的
环境中，不得将盛有水的物体（例如花瓶）
置于本品之上。

三角形内的感
叹号是一个警
告标志，警告
您本产品有重
要的说明。

注意：为减少电击危
险，请勿取掉盖子。
内部没有可由用户修
理的部件。请交由合
格的维修人员修理。

三角形内的闪
电符号和箭头
是一个警告标
志，警告您本
品内有危险的
电压。

有电击危险
请勿打开

注意

注意！

在将交流充电器插入电源之前，最好先将充电器的电缆
接到头戴耳机上。

重要事项：

在将您的 插入 前，必须安装适当的适配器。在安
装您的 时，请确认 的连接器同 的连接器正确
连接。如未正确连接，可能造成对 连接器的永久损害，并致使
无法正常使用。

所有电子产品的重要注意事项：

将音频电缆插入或拔出音响装置的耳机插孔或者 输出插孔
前，应当首先关闭装置。这样可以延长装置的使用寿命，防止装置受
到静电和潜在的损害。



规则
 符合性情况声明

本设备符合  规则的第  部分。操作必须符合以下两个条件：  本设备不能导致有害干扰；且  本设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导
致错误操作的干扰。

无线电和电视干扰

本设备已经过测试，经确认符合  类数码设备的限制，遵循  规则的第  部分。这些限制是为了提供合理保护，预防住宅设施中的有害干扰。本设
备会产生、使用并能 
发射无线电频率能量，如果没有严格按照指示进行安装和使用，则可能对无线电通讯产生有害的干扰。但是，没有任何保证在特定的安装中不会产生干
扰。
本设备是否对无线电或电视接收产生了干扰，您可以透过打开和关闭设备进行确定，我们建议使用者透过以下各项措施尽力消除干扰：
•  增大设备与接收器间的间隔。
•  将本设备连接至与接收器不同电源回路的电源插座。
•  联系经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。 
 对未经  直接许可而改造或调整本设备，可能会令使用者操作本设备的权利失效。



打开包装
小心地打开 的包装，检查以下部件是否齐全：

底座适配器

电源适配器

红外线遥控器

音频线

开始了解您的

适配器 

欲了解有关选择、安装和拆除底座适配器的详细信息，请访问： 。

要拆下适配器，请将平头螺丝刀（单独购买）插入适配器背后的槽中，然后将其抬起。

确保您的 牢固地安放在 的底座上，并使用正确的适配器。

MENU

音频输入



简易设定指南

步骤  拆开  
、适配器、遥控器与输入线。
彻底 阅读这些指引。

步骤  将电池盖移向开启

的位置，以开启电池隔间。

步骤 在电池舱中放入 节
电池。 

步骤  将适当的  适配器插入 。将您

的  放入机座连接器，或将音频输入线连接

至  後方。将音频线连接至音源。

步骤  将适配器插入 
 後方标示

的输入孔，并将适配器插入墙上
的插座 -或电源延长线。

步骤  按下  
背面的  钮。当 

 系统 开启时，会亮 
起绿色的  光。

步骤  调整音量使用 (+) 来
增加，以及使用 (–) 来降低。
同时按下两 按钮，可让 

 静 音。按下任一钮可
解除静音。

MENU

电池放在 中时，则不再充电 

电池处理
碱性电池被认为是无害的，可与日常生活垃圾一同处理。

充电电池（即：镍镉电池、金属氢化物镍电池、锂离子电池等）被认为是有害的日常物品，可能会给人们的健康和安全带来不必要的危害。因此必须以环保的方式处理废弃的物品。请联络当地的废品管理人员，了解有关废旧电池的环保收集、回收和处
理等信息。



MENU

 按钮遥控器

传输方式：  红外线

频率：  

操作范围：  英尺

电池型号：  

尺寸：  宽度：

高度：  

深度：  

重量（含电池）：  盎司

音乐控制模式

播放音轨： 按下播放/暂停按钮。注：如果 处于主菜单
状态时，按下播放/暂停按钮将会使 开始播
放所有音乐。

暂停音轨： 歌曲正在播放时，按播放/暂停按钮。

跳到下一音轨： 按前进按钮。

跳到前一音轨： 按后退按钮。

快进音轨： 按住前进按钮。

快退音轨： 按住后退按钮。

提高音量： 按提高音量按钮。

降低音量： 按降低音量按钮。

静音： 按静音按钮。

进入上一菜单： 按 （菜单）按钮

选择菜单/音轨/功能： 按选择按钮。

导航控制模式

开启 ： 在遥控器上按任何按钮，唤醒 。

关闭 ： 按住播放/暂停按钮 秒钟。

弹出 菜单：  按 （菜单）按钮

向上滚屏：  按向上滚屏按钮。

向下滚屏：  按向下滚屏按钮。

进入上一菜单： 按 （菜单）按钮

选择菜单/音轨/功能： 按选择按钮。



排解 的疑难

如果您有任何问题或需要进一步的协助，请造访
这些规格如有更改，恕不另行通知

 规格 症状 可能的问题 解决方法

频带： 

耗电量：最高 

输入电压： 

 变换装置：

每频道4个1英吋 完整 范围

尺寸： 

直径 – 英吋( 公厘) 高

度 –  英吋 公厘)

系统重量：  磅( 公斤)

电池：

尺寸 – 

类型 – 硷性、镍氢

请勿混用不同类型的电池。

请勿混用已充电与未完全充电的

电池。

电池还在  中

时，不会重新充电。

疑难排解
 音

箱系统没有声音。
系统没电。

电源适配器没有正确插入。

请确定电源供应器已经连接至有效
的电源，且已适当地插入

。注意：当 
 有电

时，  应会亮起绿色
的  灯。

没声音，或音量很小。 碰一下音量控制键上音量的  
(+) 垫来解除静音，和
(或) 调高系统音量。
注意：碰一下  (–) 垫降低
系统音量。同时碰一下
(+) 与 (–) 音量控制垫，会将系
统静音。

输入的音源音量太低。 调高音频来源装置的音量。

电池电力低或没电。 更换电池。

暂停了。 按下  或遥控器上的  按
钮。



障现象 可能的问题 解决方案

没电, 绿色的 没有亮。 连接 的电源适配器没有正确插
好。

适配器没有接收到交流电。

检查插入墙壁插座的适配器的连接。

将适配器插入已知的电源插座, 用灯或其它装置测试这个插座。

将 与设备对接时，显示 

设备装置与 不兼容  
的错误信息。

该 使用的是旧的固件版本。 更新最新的 固件版本。

断开 与设备之间的对接，之后再重新连接。

充电

不可以充电。 没有电源输入。 检查输入线的连接。

使用错误的适配器。 更换适配器。

关闭 使其连接与另一个墙壁插座连接。

没有与机座完全连接。 断开 与设备之间的对接，之后再重新连接。
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 för att undvika risk för brand eller elek-
trisk stöt, utsätt inte produkten för regn eller fukt.

 apparaten får inte utsättas för stänk 
eller droppar, och inga föremål fyllda med vätska, 
såsom vaser, får placeras på enheten.

UTROPSTECKNET 
INUTI TRIANGELN 
ÄR EN VARNINGS-
SYMBOL SOM 
HÄNVISAR TILL 
ATT VIKTIGA 
INSTRUKTIONER 
MEDFÖLJER 
PRODUKTEN.

FÖRSIKTIGT: FÖR ATT 
MINSKA RISKEN FÖR STÖ-
TAR, TA INTE BORT HÖLJET. 
INGA DELAR SOM FÅR 
REPARERAS AV ANVÄNDA-
REN FINNS INUTI. VÄND DIG 
TILL BEHÖRIG PERSONAL 
FÖR SERVICE.

BLIXTEN OCH PILEN 
INUTI TRIANGELN 
ÄR EN VARNINGS-
SYMBOL SOM 
VARNAR FÖR FARLIG 
SPÄNNING INUTI 
PRODUKTEN.

RISK FÖR ELEKTRISK 
STÖT – ÖPPNA INTE
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Обязательно сохраните инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.
Используйте только входящие в комплект аксессуары. Использование деталей, не входящих в 
комплект устройства, может привести к нарушению его нормальной работы.
В случае неправильной работы устройства обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
Во избежание удара током не разбирайте устройство.
Никогда не разбирайте устройство для самостоятельного обслуживания и ремонта.
Не используйте устройство в помещениях с высокой температурой воздуха, повышенной 
влажностью, в запыленных помещениях,избегайте попадания прямых солнечных лучей и не 
подвергайте вибрации. Используйте устройство вдали от открытого огня.
Разместите устройство на горизонтальной устойчивой поверхности. Не бросайте устройство, 
не прикладывайте чрезмерные усилия к органам управления, не ставьте сверху тяжелые 
предметы. 
Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Минимальное свободное расстояние 
вокруг устройства должно быть не меньше 10 мм.
Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Не используйте жидкости и 
растворители.
Отключайте устройство от сети питания выниманием вилки из розетки во время грозы, а также 
если устройство не используется в течение длительного времени.
Утилизируйте отработанные элементы питания в соответствии с местными законами.
Для полного отключения электропитания, вилку адаптера питания следует отсоединить от сети.
Должен быть обеспечен свободный и беспрепятственный доступ к вилке адаптера питания во 
время эксплуатации.
Маркировочная этикетка находится на нижней панели аппарата.
Батарея питания не должна подвергаться чрезмерному тепловому воздействию, как например, 
воздействию солнечных лучей, огня и других подобных явлений.
Следует избегать попадания жидкости на аппарат и на адаптер питания, и ни в коем случае не 
ставить на них какие-либо наполненные водой сосуды, например, вазы.
Перед подключением или отключением аудиокабеля от наушников или от линейного выхода 
выключайте устройство. Это продлит срок службы Вашего устройства и поможет защитить от 
статического электричества. Ознакомьтесь с данным руководством, следуйте приведенным 
указаниям и сохраните руководство.

Основные правила безопасности
Перед началом �ксплуатации данного устройства необходимо ознакомиться со 
следующими мерами предосторожности:

CAUTION

  



Декларация соответствия � едеральной комиссии связи СШ�  (FCC)
Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в части 15 правил у едеральной комиссии связи СШу . у спользование устройства возможно при соблюдении двух 
условий: 1) данное устройство не может быть источником возникновения вредных помех; 2) данное устройство должно выдерживать воздействие любых помех, включая по-
мехи, которые могут вызвать нарушение корректного режима функционирования. 

Телевизионные и радиопомехи

Данное оборудование протестировано и соответствует ограничениям, преду являемым к цифровым устройствам Класса В согласно части 15 Правил у едеральной Комиссии 
Связи. Данные ограничения должны обеспечить разумную защиту рабочей среды от вредных звуковых помех. Данное оборудование генерирует, использует и излучает высо-
кочастотную унергию и, если его установить и использовать без учета инструкций, могут возникнуть радиопомехи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что в данной рабочей 
среде радиопомехи не возникнут.
Если помехи существенно ухудшают качество приема радио и видеосигналов, то причину их возникновения можно определить путем включения и выключения оборудования. 
Помехи можно попытаться устранить одним или несколькими предложенными ниже способами:

уранение, транспортирование, ресурс, утилизация.

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе “у ” ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся 

индивидуальной потребительской таре по группе “у 2” ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ у 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного  

света и должно исключать возможность механических повреждений.

Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при уксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных

условиях). улементы питания должны утилизироваться согласно

местному законодательству по охране окружающей среды.

Гарантии поставщика

Устройство JBL On Stage lllP соответствует утвержденному образцу. у зготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ГОСТ у МуК 60065-2002, ГОСТ у 51318.14.1-99, ГОСТ 22505-97, ГОСТ у 

51515-99, ГОСТ у 51317.3.2-99, ГОСТ у 51317.3.3-99. При соблюдении владельцем правил уксплуатации, изложенных в настоящей

у нструкции, устройство обеспечивает безопасность и

улектромагнитную совместимость в полном обуеме требований,

подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ у,  не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к уксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок уксплуатации 12 месяцев с

момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил уксплуатации. Право на гарантию дается при  заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. Гарантийные 

обязательства не распространяются на перечисленные ниже

принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: монтажные приспособления, документацию, прилагаемую к изделию.

Наименование: JBL On Stage lllP 

(уарегистрированная торговая марка).

у зготовитель: уарман у нтернешенал Компани

у ридический адрес изготовителя: 250 Кроссвейз Парк Драйв, Вудбери, Нью – орк 11797 СШу .

Страна изготовления Китай

у мпортер: ООО «у уУМуУД» 107497, г. Москва, ул. у ркутская, д.11, к.1 



распаковка

� ккуратно распакуйте систему JBL On Stage IIIP и 

проверьте наличие всех комплектующих:

Док-переходник для .

Сетевой адаптер

Пульт дистанционного управления

ьудиокабель ( )

Ознакомление с системой 

Переходники для плеера iPod
Подробная информация о подборе, установке и демонтаже док-переходников 

содержится на сайте .

Для демонтажа переходника вставьте отвертку с плоским лезвием (в комплект не 

входит) в паз на задней панели док-переходника и поднимите вверх.

Убедитесь в том, что надежно подсоединен к системе  при 

помощи соответствующего док-переходника.

MENU

ьудиовход Вход питания  

постоянного тока



настройке системы 

 хаспакуйте систему 

, переходник, пульт 

дистанционного управления, 

сетевой адаптер и входной 

кабель. Внимательно прочитайте 

руководство пользователя.

 Поверните крышку отсека для 
батареек, чтобы открыть его.

 Установите шесть батареек типа 
AA в отделение для батареек.

Подсоедините соответствующий переходник плеера к системе 
. Подсоедините  к док-переходнику или подсоедините 

аудиокабель к задней панели . Подсоедините аудиокабель 
к источнику звука.

 Подсоедините сетевой адаптер 
к входу, обозначенному на задней 
панели . Подключите 
сетевой адаптер к сетевой розетке 
или удлинителю.

Нажмите кнопку Power (Питание) 
на задней панели системы 

. Во включенном 
состоянии системы светится 
зеленый светодиод.

Отрегулируйте громкость, 
используя кнопку (+) для увеличения 
и (-) для уменьшения громкости. Для 
отключения звука системы нажмите 
обе кнопки одновременно. Для 
выхода из режима отключения звука 
нажмите любую из кнопок.

MENU

Утилизация элементов питания
Щелочные элементы питания не содержат опасных материалов и могут утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами.
Перезаряжаемые элементы питания (например, никель-кадмиевые, никель-металгидридные, литиевые и литий-ионные) содержат вредные бытовые отходы и могут представлять собой чрезмерный риск для здоровья и безопасности. 
Отработанные материалы следует ликвидировать экологически приемлемыми способами. Для получения информации об экологически приемлемых способах сбора, переработки и ликвидации отработанных элементов питания обращайтесь в 
местные органы надзора за переработкой отходов.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ ИЗ СИСТЕМЫ  ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ



Краткое руководство по настройке пульта дистанционного  
управления для системы 

Уменьшение 

громкости

Воспроизведение/пауза

Предыдущий трек/переход к 

началу текущего трека 

Переход по меню вверх

Вход в меню

Увеличение 

громкости

Отключение/включение 

звука

Следующий трек/переход к 

концу текущего трека 

Переход по меню вниз

Меню : выбор/вводMENU

Перемещение по меню
Включение плеера :   Нажмите на любую кнопку на  

пульте дистанционного управления для  
включения плеера .

Выключение плеера :  Удерживайте кнопку воспроизведения/паузы в
 нажатом положении две секунды.
Вызов меню :  Нажмите кнопку .
Перемещение по меню вверх:  Нажмите кнопку Вверх.
Перемещение по меню вниз: Нажмите кнопку Вниз.
Возврат к предыдущему меню: Нажмите кнопку .
Выбор опции меню, 
трека или функции:  Нажмите кнопку выбора.

Управление воспроизведением музыки
Воспроизведение трека: Нажмите кнопку воспроизведения/паузы.
Внимание:  Если находится в режиме отображения   
 основного меню, нажатие на кнопку    
 воспроизведение/пауза     
 вызовет воспроизведение всей    
 музыки, записанной плеере 
Пауза воспроизведения: Во время воспроизведения трека нажмите кнопку  
 воспроизведения/паузы.
Переход к следующему треку:  Нажмите кнопку перехода к следующему треку.
Переход к предыдущему треку:  Нажмите кнопку возврата к предыдущему треку.
Переход к концу трека:  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку   
 перехода к следующему треку.
Переход к началу трека:  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку возврата  
 к предыдущему треку.
Увеличение громкости:  Нажмите кнопку увеличения громкости.
Уменьшение громкости:  Нажмите кнопку уменьшения громкости.
Отключение звука: Нажмите кнопку отключения звука.
Возврат к предыдущему меню:  Нажмите кнопку .
Выбор меню, трека или функции: Нажмите кнопку выбора/ввода.

Технические характеристики пульта дистанционного 

управления системы  ( кнопок)

Способ передачи:  инфракрасное излучение

Частота:   кГц

Дальность действия:  около  м

Тип батареи:  В

Габариты:

Ширина:  

Высота:  

Длина:  

Масса (с батареей):   г



Технические 
характеристики

Признак возможная причина решение

Частотный диапазон:
 Гц б  кГц

Потребляемая мощность:
Макс.  Вт
Напряжение на входе:

 / 
Преобразователь 

:  1 Полный диапазон на 
канал 

Габариты:
Диаметр: 
Высота: 
Вес системы:  кг

батареи:
базмер AA, Число: 
Тип: щелочные, NiMh

НЕ ПОбббУ– ТЕСб
ббТббЕбМб  бббНб б Тб ПОВ
ОДНОВбЕМЕННО. НЕ
ПОбббУ– ТЕСб ПОбНОСТбб
б  ЧбСТб ЧНО ббббб ЕННб Мб
ббТббЕбМб  ОДНОВбЕМЕННО.
НббОДбб б ЕСб В Сб СТЕМЕ
JBL ON STAGE IIIP ббТббЕб  НЕ
ПЕбЕббббб бб ТСб.

Качество звука

Отсутствие звука в акустической 
системе 

Питание к системе не подается.

Вилка блока питания 
подсоединена неправильно.

Удостоверьтесь в том, что блок питания 
подключен к функционирующему источнику 
питания и правильно подсоединен к системе 

. Примечание: Если система 
 подключена к источнику 

напряжения, должен загореться зеленый 
индикатор питания.

Отсутствие или низкий уровень 
звука. 

Прикоснитесь к сенсорной панели повышения 
громкости (+) для выхода из режима 
отключения звука или повысьте уровень 
громкости.
Примечание: При прикосновении к панели (б) 
уровень громкости системы понижается. При 
одновременном прикосновении к сенсорным 
панелям (+) и (б) система переходит в режим 
отключения звука.

Низкий уровень громкости 
источника звука.

Повысьте уровень громкости источника звука.

батареи полностью или 
частично разряжены.

бамените батареи.

iPod находится в режиме паузы. Нажмите кнопку воспроизведения на iPod или 
пульте дистанционного управления.

Система устранение неисправностей



Признак возможная причина решение

Питание отсутствует; зеленый 

светодиодный индикатор не 

светится.

Сетевой адаптер не подключен (или 

подключен не надНжно) к системе 

.

На сетевой адаптер не подается 

переменное напряжение питания.

Проверьте правильность подключения сетевого адаптера.

Подсоедините сетевой адаптер к заведомо исправной розетке. 

Проверьте розетку, подключив к ней лампу или какой-либо 

другой прибор.

Сообщение об ошибке: «Прибор не 

совместим с iPhone» отображается 

на Нкране телефона после 

подключения прибора. 

Прошивка телефона устарела. Обновить прошивку iPhone до последней версии.

Отключите и подключите снова iPhone к прибору.

Нарядка

iPod не заряжается. Питание сети не подается. Убедитесь в исправности настенной розетки и кабеля питания, 
а также в надежности подключения кабеля питания к розетке 
и системе. Убедитесь в том, что клавиша подачи питания к 
системе находится в активном состоянии.

Нспользуется несоответствующий 
адаптер.

Убедитесь, что вы используете адаптер, соответствующий 
именно вашей модели iPod.

Убедитесь, что iPod полностью вставлен в док-станцию.

Отсутствие полного контакта 
плеера iPod с док-станцией.

Отключите и подключите снова iPod к прибору 
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