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はじめに
　このたびは、ラックスマンの arro studio collection S5 をお求めいただきまして、

誠にありがとうございます。

　NHKがラジオの本放送を開始した1925年、額縁商「錦水堂」の一角にラジオ部

として創業されたラックスマンは、90余年にわたって数多くの製品をオーディオ

ファンや音楽ファンに届けてまいりました。その間、いつの時代にあってもオーディ

オと音楽を愛する人たちの熱い心は変わりませんでした。

　音楽に込められたアーティストの情念を余さず忠実に再現する、そのときの感動

の深さと機器への愛着の深さこそがオーディオにとっての最高の価値であると私た

ちは考えます。

　縁あってラックスマン製品をお選びいただきましたことは、オーディオと音楽に

対して私たちと同じ情熱と価値観を共有できることであると、心から嬉しく思って

おります。

　本機を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこのオーナーズマニュ

アルをよくお読みください。それによって本機の性能が充分に発揮され、最高のグ

レードで音楽再生をお楽しみいただくことができます。お読みになった後は保証書

とともに大切に保管してください。

　末永くご愛用いただきますよう、お願い申しあげます。
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同梱物の確認

◦本体

◦クイックスタートガイド

◦オーナーズマニュアル(本紙）

◦保証書

◦電源ケーブル ◦クリーニングクロス
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特徴
◦オブジェ志向のデザイン

精密に加工されたアルミ素材を活
かした、オブジェ志向のタイムレス
デザイン

◦パワフルで高音質
低域30W＋高域10W×3の、パワフ
ルかつ聴き疲れのしないLUXMAN
サウンド

◦専用アプリを用意
本機をかんたんに操作できる、iOS
とAndroid用の専用アプリ 

◦さまざま音楽サービスに対応
ストリーミング音楽サービスや、
家庭内サーバー等からの音楽再生

◦マルチルーム再生
複数の本機や本シリーズ製品を、
様々に組み合わせたマルチルーム
再生機能

◦ Bluetooth 再生
スマートフォンによる音楽再生を、
かんたん操作でワイヤレス接続

◦多彩な機器との接続
USBメモリー再生や、既存のオー
ディオ機器とのデジタル/アナログ
接続

◦ Amazon Alexa
AI音声アシスタントAmazon Alexa
による、情報の入手や音楽再生機能
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各部の名称と用途

①ホイール

◦電源のオンオフ
 ホイールを本機の真下に向かって 3
秒間押し続けると、電源がオンにな
ります。
本機の電源がオンのときに、ホイー
ルを本機の真下に向かって 3 秒間押
し続けると、電源がオフになります。

本機を長期間使用しないときは、電
源をオフにして電源ケーブルを AC
コンセントから抜いてください。

◦音楽の一時停止
音楽を再生中、ホイールを本機の真
下に向かって短く押すと、音楽が一時
停止します。もう一度ホイールを短く
押すと、一時停止が解除されます。

◦音量の調節
 ホイールを本機の奥に向かって回転
させると、音量が大きくなります。
ホイールを手前に向かって回転させ
ると、音量が小さくなります。
無音の状態からホイールを 3 回転
させると最大音量になります。

② Alexaボタン
Amazon Alexaを音声ではなく、ボタ
ンで呼び出すときに使用します。

③ マイク消音ボタン
Amazon Alexaを音声で呼び出すた
めのマイクを無効にします。マイク
が無効のときに再度このボタンを押
すと、マイクが有効になります。

■トップパネル

① ② ③ ④

⑤

⑥
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■フロントパネル

音量インジケーター
電源がオンのときに、本機の音量を
LEDの数で表示します。
また、Amazon Alexaの動作が変化
するときにLEDの色でそのときの状
態を表示します。

Amazon Alexaの 動 作 状 態 に よ る
色 の 変 化 の 詳 細 はAmazon社 の
Amazon Alexaの説明情報をご参照
ください。

④ INPUTボタン
本機の入力を聴きたい音源に切り替
えるボタンです。

こ の ボ タ ン を 押 す た び に 、
NET→USB→BT→AUX→OPTの順に
入力が切り替わり、OPTの次はNET
に戻り、USB→BT→AUX→OPTと繰
り返します。

⑤ INPUTインジケーター
INPUTボタンで切り替えた入力を表
示するインジケーターです。
NET（Network）：Wi-Fi、または有線
LAN経由のストリーミング音楽を再
生します。
USB ：USBメモリー内の音楽データ
を再生します。

BT（Bluetooth）：スマートフォン、
またはタブレット内の音楽データを
ワイヤレス再生します。
AUX ：既存のオーディオ機器のアナ
ログ音声を再生します。
OPT（Optical）：既存のオーディオ機
器の光出力をデジタル再生します。

⑥ マイク
Amazon Alexaを音声で呼び出すた
めのマイクです。

この部分を覆うとマイクへの音声の
入力が阻害され、音声によるAlexa
の呼び出しができなくなることがあ
ります。上にものを置かないようご
注意ください。
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■リアパネル

各部の名称と用途

① AC IN 端子
 付属の電源ケーブルを接続します。

② 有線 LAN 端子
LAN ケーブルを使用して、家庭で
使用しているルーター、またはネッ
トワークハブと接続します。

本機を Wi-Fi（無線 LAN）で接続す
る場合は、この端子には LAN ケー
ブルは接続しないでください。

③ USB 端子
音楽データの保存されたUSBメモリー
を接続します。
※この端子にUSBマスストレージクラスに

対応したUSB機器を接続して音楽を再
生することができます。

④ OPTICAL IN 端子
OPTICAL 出力を持ったオーディオ
機器と光ケーブルでデジタル接続し
ます。

① ②

③

④ ⑤

⑨

⑧

⑥ ⑦
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⑤ OPTICAL OUT 端子
OPTICAL 入力を持ったオーディオ
機器と光ケーブルでデジタル接続し
ます。

⑥ ANALOG IN 端子
アナログ出力を持ったオーディオ機
器とラインケーブル（ステレオ・ミ
ニプラグタイプ）でアナログ接続し
ます。

⑦ ANALOG OUT 端子
アナログ入力を持ったオーディオ機
器とラインケーブル（ステレオ・ミ
ニプラグタイプ）でアナログ接続し
ます。

⑧ PAIR ボタン
Wi-Fi セットアップ、または Bluetooth
のペアリング・セットアップ時に使
用します。

Wi-Fi セットアップの詳細は P9 を、
Bluetooth のペアリング・セットアッ
プの詳細は P14 の説明をご覧くだ
さい。

⑨ RESET ボタン
本機の設定を工場出荷状態に戻すボ
タンです。
リセットするときは、ボールペンの
先などで軽く 3 秒間押してから離
してください。

本機に LAN ケーブル、光ケーブル、
ラインケーブルは付属していません。
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セットアップ
◦使用環境
　本機をご使用いただくために、下記のネットワーク環境を準備してください。

◦電源の接続
付属の電源ケーブルを使用して、本
機背面の AC IN 端子と AC100V 家庭
用コンセントを接続してください。

◦有線LANの接続
本機を家庭内ネットワークに有線
で接続する場合は、別途 LAN ケー
ブルを用意して、本機背面の有線
LAN 端子と家庭内のルーター、ま
たはネットワークハブを接続してく
ださい。

LAN ケーブルはカテゴリー 5 以上
のタイプを使用してください。

本機を Wi-Fi（無線 LAN）で接続す
る場合は、この端子には LAN ケー
ブルは接続しないでください。

インターネット
Wi-Fiルーター

家庭内のWi-Fiネットワークに接続されて
いるスマートフォン、またはタブレット
（iOS/Android）

◦アプリのダウンロード
使用するスマートフォンやタブレットの OS に合わせて、Google Play ストア、ま
たは App Store で本機専用のアプリ「LUXMAN CONNECT」をダウンロードして
インストールしてください。
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◦LUXMAN CONNECT アプリでの
　セットアップ

1．ホイールを真下に向けて 3 秒間押
し続け、電源をオンにしてください。

2．セットアップを開始する前に、トッ
プパネルの INPUT インジケーター
の NET が点灯しているのを確認し
てください。もし NET 以外が点灯
している場合は、NET が点灯する
まで INPUT ボタンを何度か押して
ください。

3．リアパネルの PAIR ボタンを 3 秒
間押し続け、本機を Wi-Fi セット
アップモードにしてください。

4．「LUXMAN CONNECT」アプリを
起動し、画面の指示に従ってセッ
トアップ作業を進めてください。

アプリの起動画面です。

1

「デバイスを追加」を押してセットアップ
を開始します。

2

お使いのスマートフォン、またはタブレッ
トを Wi-Fi 設定画面に切り替えてください。

3
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セットアップ

“LUXMAN-ASC-S5”で始まるWi-Fiネット
ワークに接続して、アプリに戻ってください。
※本機は2.4GHzのWi-Fiに対応しています。必ず

2.4GHzのWi-Fiネットワークを選んで接続して
ください。

4

本機を接続する Wi-Fi ネットワークを選ん
で、パスワードを入力してから「接続」を
押してください。

5

この画面が表示されたらネットワーク接続
は完了です。

6

本機、または本シリーズ製品を複数使用す
るときに個々の製品を区別できるよう、本
機に好きな名前をつけることができます。

7
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続いて、本機に音声コントロール機能を提
供する Amazon Alexa のアカウントを設定
してください。

8

画面の指示に従って Amazon にログイン
してください。

9

この画面が表示されたら Amazon Alexa の
準備は完了です。

10

最後にデバイスリスト画面に本機の名前が
表示されたらセットアップは完了です。

11
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操作方法
◦専用アプリによるネットワーク再生

本機の専用アプリを使用したネット
ワーク再生について説明します。

本機のINPUTボタンを押してNET
（Network）を選択してください。

お 使 い の ス マ ー ト フ ォ ン、 ま た
は タ ブ レ ッ ト か ら、 専 用 ア プ リ

「LUXMAN CONNECT」を起動して
ください。

専用アプリ「LUXMAN CONNECT」
に は デ バ イ ス リ ス ト、 メ イ ン メ
ニュー、音楽再生の 3 つの画面が
あります。

同じネットワーク内にセットアップさ
れた機器（本機を含む）を一覧表示す
る画面です。
アプリ起動時には本画面が最初に表
示されます。

①デバイスの追加
②デバイスリストの更新
③デバイスの設定
④オーディオチャンネル選択
⑤メインメニュー画面に移動
⑥音量を調節

音楽サービスや本機の入力を選択す
る画面です。
①検索　　②お気に入り
③マイミュージック
④インターネット音楽サービス
⑤サービスを追加　　⑥Line In
⑦Bluetooth　　⑧USBデバイス
⑨光デジタル入力

マイミュージックを選ぶと、スマート
フォン、またはタブレットに保存され
た音楽や、同じネットワークに接続さ
れた音楽サーバー（DLNA対応）を参
照して選曲することができます。

デバイスリスト画面

メインメニュー画面

① 

②
③

④

① 
②
③

④

⑤

⑨
⑧

⑥
⑦

⑤

⑥
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再生中の音楽を操作する画面です。
①メインメニュー画面に移動
②デバイスリスト画面に移動
③再生中の音楽をお気に入りに登録
④現在のプレイリストを表示
⑤リピート／シャッフル再生を切り替

え
⑥音量を調節
⑦再生操作

アプリの各画面は左右のスワイプ動
作でも切り替えができます。

メインメニュー画面で選択した音楽
サービスにログインし（音楽サービ
スによっては契約が必要となりま
す）、再生したい音楽を選曲してく
ださい。

◦Amazon Alexaによる
　音声コントロール

本機のINPUTボタンを押してNET
を選択してください。

本機に向かって「アレクサ」と話
しかけることで、Amazon Alexaに
よるボイスコントロールサービス
が起動します。

※「アレクサ」と話しかけ、本機から「ポン」
という反応音が返ってきたとき、Amazon 
Alexaが正常に起動していることを表して
います。もし反応音が返ってこない場合、
周囲が静かなときに本機に近づいてもう
一度試してください。また、Wi-Fiの電波
が弱いときにも、Amazon Alexaが正常に
起動しない場合があります。

例：アレクサ、おはよう

　　アレクサ、今日の天気を教えて？

　　アレクサ、今日は何の日？

　　アレクサ、近くの美味しい
　　ラーメン屋を教えて？

音楽再生画面

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦
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操作方法
◦DLNAレンダラー機能による再生

本機は、DLNAのレンダラー機器と
して動作します。
本機のINPUTボタンを押してNETを
選択してください。

お使いのDLNA対応機器から、本機
をレンダラー（Renderer）として指
定することで、DLNA対応機器の音
楽をネットワーク再生することが
できます。

◦Bluetooth再生

本 機 のINPUTボ タ ン を 押 し てBT
（Bluetooth）を選択してください。
専用アプリのメインメニュー画面か
らBluetoothを選択しても同様です。

再生機器とのペアリング
Bluetooth再生をする前に、下記のペ
アリング操作を行ってください。

1．セットアップを開始する前に、トッ
プパネルのINPUTインジケーター
のBTが点灯しているのを確認して
ください。もしBT以外が点灯して
いる場合は、BTが点灯するまで
INPUTボタンを何度か押してくだ
さい。

2．リアパネルのPAIRボタンを3秒間
押して、本機をBluetoothペアリン
グモードにしてください。このと
きINPUTインジケーターのBTが点
滅を開始します。

お使いのスマートフォン、またはタ
ブレットでBluetooth設定を開き、
利用可能なデバイスのリストから
"LUXMAN ASC-S5"を選択します。
お使いのデバイスが本機を検出し
てリストに表示されるようになる
までに少し時間がかかることがあ
ります。

正常にペアリングされると、本機の
INPUTインジケーターのBTが点滅
から点灯に変化します。

スマートフォン、または
タブレットで動作する
DLNAアプリ※
（DLNAコントローラー）

NAS、PC等
（DLNAサーバー）

          （DLNAレンダラー）
DLNAコントローラーの操作で
DLNAサーバー内の音楽データ
を再生する。

※別途、ご自身にて
　ご用意ください。
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お使いのスマートフォン、またはタ
ブレットで音楽の再生を開始しま
す。再生される音楽の音量が小さい
ときは、お使いのスマートフォン、
またはタブレットの音量を十分に
上げてから本機の音量操作を行っ
てください。

本機は、複数のBluetooth対応機器
とのペアリングを記憶することが
できます。

◦USBメモリー再生

本機背面のUSB（A型）端子にUSBメ
モリーを挿入することで、USBメモ
リーに内蔵されている音楽データ
を再生することができます。

本機にUSBメモリーを挿入すると、
自動的に本機の入力がUSBに切り替
わり、内蔵されている音楽データが
ファイル名のアルファベット順に
再生されます。

再生を停止したいときは、INPUTボ
タンで他の入力に切り替えるか、挿入
したUSBメモリーを抜いてください。

本機のUSBメモリー再生機能では、
音楽のポーズ／ストップ／選曲操作
はできません。

USBメモリー内のルートフォルダー
にプレイリストファイル（m3u仕様
など）を置くことで、音楽データの
再生順序を変えることができます。

USBメモリー
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操作方法
◦光デジタル入力による音楽再生

本機のINPUTボタンを押してOPT
（Optical：光デジタル）を選択して
ください。
専用アプリのメインメニュー画面
から光デジタルを選択しても同様
です。

OPTICAL出力を持ったオーディオ
機器と本機のOPTICAL IN端子を光
ケーブルでデジタル接続します。
接続したオーディオ機器で再生し
た音楽が、本機のスピーカーから再
生されます。

◦アナログ入力による音楽再生

本機のINPUTボタンを押してAUX
（アナログ入力）を選択してくださ
い。
専用アプリのメインメニュー画面
からLine Inを選択しても同様です。

アナログ出力を持ったオーディオ
機器と本機のANALOG IN端子をラ
インケーブル（ステレオ・ミニプラ
グタイプ）でアナログ接続します。
接続したオーディオ機器で再生し
た音楽が、本機のスピーカーから再
生されます。

光ケーブル

CDプレーヤーなど
OPTICAL出力を持ったオーディオ機器

ラインケーブル

携帯オーディオプレーヤーなど
アナログ出力を持ったオーディオ機器
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専用アプリのデバイスリスト画面
から、2台目の本機、または本シ
リーズの機器を追加したり、マル
チルーム再生をコントロールした
りすることができます。

◦デバイスの追加

2台目の本機、または本シリーズの
機器を追加するときは、追加する機
器をWi-Fiセットアップモードにし
てから、デバイスリスト画面の「＋」
アイコンを押して、セットアップを
開始してください。

本機をWi-Fiセットアップモードに
するには、リアパネルのPAIRボタン
を3秒間押してください。

◦マルチルーム再生

ソロモード
デバイスリスト画面に複数の機器
が表示されているとき、初めはそれ
ぞれの機器が独立して動作してい
ます。
機器のアイコンを押すと、メインメ
ニュー画面から入力を選択して機
器ごとに異なる音楽を再生するこ
とができます。

マルチモード

複数の機器で同じ音楽を再生した
いとき、機器どうしを同一のグルー
プにする必要があります。デバイス
リスト画面の1台の機器のアイコン
を2秒押し続けたあと、グループ化
したい2台目の機器の上にドラッグ
して重ねて離すと、ふたつの機器は
同一のグループとなり、同じ音楽を
再生することができます。

デバイスの追加
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操作方法
マルチモードの解除

複数の機器がグループ化されてい
るとき、機器のアイコンを2秒押し
続けたあと、下方向にドラッグして
離すと、グループが解除され、ソロ
モードに戻ります。
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◦光デジタル出力による音楽再生

本 機 の O P T I C A L  O U T 端 子 と
OPTICAL入力を持ったオーディオ
機器を光ケーブルでデジタル接続
します。
本機で再生した音楽が、接続した
オーディオ機器で再生されます。

◦アナログ出力による音楽再生

本機のANALOG OUT端子とアナロ
グ入力を持ったオーディオ機器をラ
インケーブル（ステレオ・ミニプラ
グタイプ）でアナログ接続します。
本機で再生した音楽が、接続した
オーディオ機器で再生されます。

光ケーブル ラインケーブル

D/Aコンバーターなど
OPTICAL入力を持ったオーディオ機器

プリメインアンプなど
アナログ入力を持ったオーディオ機器
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規格

タイプ ストリーミングスピーカー

機種名 ASC-S5

出力 ウーハー 30W ＋ ツイーター 10W
＋ 左右チャンネル用ツイーター 10W ＋ 10W

スピーカー ウーハー 80mm ＋ ツイーター 25mm × 3

クロスオーバー周波数 2,300Hz

周波数特性 50-20,000Hz（+0、-3dB）

入力 ◦Wi-Fi
◦USB
◦OPTICAL

◦有線LAN
◦Bluetooth
◦ANALOG（AUX）

出力 ◦Wi-Fi
◦OPTICAL

◦有線LAN
◦ANALOG（AUX）

Wi-Fi 規格 2.4GHz 802.11 b/g/n

有線 LAN 規格 10/100Mbps

Bluetooth 対応コーデック ◦SBC　◦AAC　◦aptX　◦aptX HD

付属品 ◦電源ケーブル
◦クリーニングクロス
◦クイックスタートガイド
◦オーナーズマニュアル（本紙）
◦保証書

電源電圧 AC100-240V (50/60Hz)

消費電力 ◦50W（電気用品安全法の規定による）
◦0.5W（スタンバイ時）

最大外形寸法 150（幅） × 250（高さ） × 170（奥行き） mm 
（高さと奥行きはホイールを含む）

重量 4.0kg （本体）
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修理に出される前に
　ご使用中に、何らかの原因で故障と間違えることがあります。修理に出される前
に下記表、および併用機器の取扱説明書をご覧のうえ、ひと通り確認してください。
故障の原因がわからない場合は、お買い上げの販売店、もしくは弊社サービスセン
ターへお問い合わせください。なお、修理の依頼をお受けした場合は、故障でなく
とも点検代、出張費などをいただくことがあります。

問　題 解決方法

電源が入らない ・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
・ INPUTインジケーターが点灯するまで、ホイールを下方向に押し続けて

（3秒）ください。

セットアップが
完了しない

・家庭内のWi-Fiネットワークが正常に動作しているか確認してください。
・スマートフォン、またはタブレットのWi-Fi機能をオンにしてください。
・Wi-Fiのアクセスポイントが不可視になっている場合は、可視状態となるよ

うWi-Fiルーターの設定を変更してください。
・Wi-Fiネットワークは2.4GHzのアクセスポイントを選んで接続してください。

ネ ッ ト ワ ー ク
か ら の 音 楽 が
再生できない、
ま た は 再 生 時
に 音 が 途 切 れ
る

・スマートフォン、またはタブレットは、本機のセットアップ時に選択した
Wi-Fiネットワークに接続してください。

・家庭のネットワーク内で、他に多くのデータ伝送(動画鑑賞など)が行われ
ていないか確認してください。

・本機とWi-Fiルーターの距離が離れすぎていないか、または間に電波を遮
蔽する障害物がないか確認してください。

・本機やWi-Fiルーターの近くで、Wi-Fi電波に干渉する他の電子機器(電子レ
ンジ、コードレス電話など)が動作していないか確認してください。

・上記で解決しない場合は、本機とWi-FiルーターをLANケーブルで接続し
てご使用ください。

Amazon Alexa
が応答しない

・家庭内のWi-Fiネットワークが正常に動作しているか確認してください。
・Amazon Alexaにログインしているか確認してください。
・本機のマイク消音ボタンが押されていないか確認してください。マイク

が無効のとき、本体のインジケーターは赤く表示されます。
・騒がしい場所などでは、Alexaが正しく応答しない場合があります。

Bluetooth に
接続できない

・スマートフォン、またはタブレットのBluetooth機能をオンにしてください。
・スマートフォン、またはタブレットと正しくペアリングできているか

確認してください。
・本機とスマートフォン、またはタブレットの距離が離れすぎていないか

確認してください。

ANALOG入力時
に音が歪む

（割れる）

・ラインケーブルが正しく接続されているか確認してください。
・接続したオーディオ再生機器のボリュームを適度な音量となるよう下げ

てください。

上 記 の 方 法 で
も ト ラ ブ ル が
解決しない

・本機のRESETボタンを押して、すべての設定を工場出荷状態に戻してか
ら、もう一度症状を確認してください。
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アフターサービスと品質保証
ラックスマンのオーディオ製品には、個々のパーツの選択から製造工程、出荷にいたるまで、数多く
の厳しいチェックを施し、万全の品質管理を期していますが、万一本機が故障したときは弊社サービ
ス・センターまたはご購入店までご連絡ください。状況に応じた修理をさせていただきます。
本機の保証期間はご購入日より起算して 2年間です。
2年間の保証書は本機のパッキングケース内に入っています。

保証規約
製品は厳密な品質管理及び検査を経て出荷されておりますが、万一の自然故障の際には、ご購入店もしくは弊
社サービスセンターまでお問い合わせください。保証の条件は以下記載のとおりです。
▪  万一の自然故障につきましてはご購入日より保証書表面記載の保証期間無償修理いたします。（ただし真空

管等の消耗品は 1年間）
▪ 保証書およびご購入日を証明する領収書等のご提示がない場合、
　 また保証期間外の修理の場合は有償にて承ります。
▪  保証期間内であっても次の様な場合は保証対象外となり、修理は有償にて承ります。

◦保証書およびご購入日を証明する領収書等のご提示がない場合
◦使用上の誤り、改造、業務目的または海外でのご使用による故障、損傷
◦本製品以外（電源等）の原因による故障
◦火災、地震、水害、落雷およびその他の天変地変等による故障または損傷
◦オーバーホールおよび動作チェック等の点検作業

▪  修理料金につきましては、予告なく変更することがあります。
▪  本保証書および保証制度は日本国内のみ有効であり、海外でのご使用時には適用されませんので、ご注意

ください。
 This warranty is valid only in Japan.
▪  保証書の紛失、盗難等による再発行は、原則としていたしませんので、大切に保管してください。また、

保証書の不正な使用、改造の場合、保証効力が失効する場合がありますのでご注意ください。
▪  修理品につきましては、ご購入店にご相談いただくか、直接弊社宛てにご送付ください。製品の梱包箱等

はできるだけ保管いただきますようお願いいたします。
▪  修理品をご送付いただく場合は、輸送中の破損等の事故が無いようにご注意ください。弊社では輸送中の

事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
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The Wi-Fi CERTIFIED
Logo is a certification mark of the Wi-Fi 
Alliance.

Amazon, Alexa and all related logos are 
trademarks of Amazon.com, Inc or its 
affiliates.

The Bluetooth® word mark and logos are 
registered trademarks owned by Bluetooth 
SIG, Ink. And any use of such marks 
by LUXMAN Corporation, Incorporated 
is under license. Other trademarks and 
trade names are those of their respective 
owners.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm 
Incorporated, registered in the United 
States and other countries, used with 
permiss ion.  aptX is  a t rademark of 
Qualcomm Technologies International, 
Ltd., registered in the United States and 
other countries, used with permission. 
Qualcomm aptX is a product of Qualcomm 
Technologies International, Ltd.

スマホ、タブレット、パソコンをリモコン
にして、Spotify で音楽を楽しめます。詳
しくは spotify.com/connect をご覧くださ
い。

Apple の名称およびロゴは、米国お
よびその他の国における商標です。　
App Store は Apple Inc. のサービスマー
クです。

Google Play は Google Inc. の商標また
は登録商標です。

その他のすべての商標は、それぞれの
所有者に帰属します。

各社の商標
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安全上のご注意
ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」と「OWNER'S MANUAL（本紙）」をよくお読みの上、
正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●本冊子は当社の製品（オーディオ機器）全般についての内容を記載しています。
●各説明項目の中には、OWNER'S MANUAL と重複している内容もあります。

付記　 下取り、売却等される場合は、新しく使用される方が製品を安全にお使いいただくた
めにこの　「安全上のご注意」と「OWNER'S MANUAL（本紙）」を新しく使用される方
にお渡しください。

●絵表示について
この「安全上のご注意」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなた
や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可
能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●絵表示の例
△記号は注意・警告を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

◯記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な
禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜
け）が描かれています。

　警告
❶ 設置されるとき

●表示された電源電圧以
外の電圧で使用しない
　火災、感電の原因とな

ります。

●本機に水が入ったり、
ぬらさないように注意
　火災、感電の原因とな

ります。雨天、降雪中、
海岸、水辺での使用は
特にご注意ください。

●風呂場では使用しない
　火災、感電の原因とな

ります。

水場での
使用禁止
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●万一、内部に水や異物などが入った場合、また本機を落としたり、キャビネットを
破損した場合は、すぐ使用をやめる
　すぐに本機の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
売店または弊社サービスセンターに
ご連絡ください。そのまま使用すると
火災・感電の原因となります。

　警告
❷ ご使用になるとき

●本機の上に物を置かない
　花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬

品や水などの入った容器や小さな金
属物を置かないでください。こぼれ
たり、中に入った場合火災・感電の
原因となります。

●電源コードの上に重いものをのせた
り、コードが本機の下敷きにならな
いように
　コードに傷がついて、火災・感電の

原因となります。

●異物を入れない
　本機の通風孔、カセットテープの挿入口、ディスク挿入口など

から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し
込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

●万一、煙が出ている、変なにおいや音
がするなどの異常状態のときは使用
をすぐやめる
　すぐに本機の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、煙が出なくなるのを確認して販
売店または弊社サービスセンターに
修理をご依頼ください。そのまま使
用すると、火災・感電の原因となり
ます。

●本機の裏ぶた、キャビネット、カバー
は絶対に外さない

●操作上必要なもの以外の止めネジは
外さない

●本機を改造しない
　内部には電圧の高い部分があり、感

電の原因となります。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。

　火災・感電の原因となります。

電源プラグをコンセントから抜け

電源プラグをコンセントから抜け
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安全上のご注意

　警告
❷ ご使用になるとき（つづき）

●コンセント接続部にほこりなどが溜まっているときは電源プラグを抜いて、乾いた
布でふき取る

●電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店または
　弊社サービスセンターに交換を依頼する
　そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●ACアウトレットのある機種は、接続する装置の消費電力の合計がACアウトレット
に表示されている電力を超えないように
　電熱機器、ヘアドライヤー、電磁調理器などは接続しないでくださ

い。また、供給電力以内であっても、電源を入れたときに大電流の流
れる機器などは、接続しないでください。火災の原因となります。

　注意
❶ 設置されるとき

●直射日光が当たる場所など異常に温
度が高くなる場所、湿気やほこりの多
い場所に置かない
　火災・感電・故障の原因となること

があります。

●ぐらついた台の上や傾いた所など不
安定な場所に置かない
　特にお子様にはご注意下さい。落ち

たり、倒れたりしてけがの原因とな
ることがあります。

●十分に間隔をあける
　本機を設置する場合は、壁から10cm 以上の間隔をおいてください。また、放熱

をよくするために、他の機器との間隔は少し離して置いてください。ラックな
どに入れるときは、機器の天面から10cm 以上、背面から10cm 以上のすきまを
あけてください。内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。

　ラックは通風孔のあるものを使用してください。

　※取扱説明書などに個別の指示がある場合は
　　それに従ってください。
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　注意
❷ ご使用になるとき

●通風孔をふさがない
　通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。内部

の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔をあけてある機種が
あります。

　次のような使い方はしないでください。
・あお向けや横倒し、逆さまにする。
・押し入れ、専用ラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
・テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。

●オーディオ機器、テレビ、スピーカー等の機器を接続する場合は各々の機器の取
扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する

●接続は指定のコードを使用する
　指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの

原因となることがあります。

●電源を入れる前には音量を最小に
する
　突然大きな音が出て聴力障害などの

原因となることがあります。

●ヘッドフォンをご使用になるとき
は、音量を上げすぎないように注意
　耳を刺激するような大きな音量で長

時間続けて聞くと、聴力に悪い影響
を与えることがあります。
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●電池を機器内に挿入する場合、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き） に注意
し、表示どおりに入れる。
間違えると電池の破裂、液もれにより、
火災、けがや周囲を汚損する原因とな
ることがあります。

●本機の上に重いものや外枠からはみ
出るような大きなものを置かない
　バランスがくずれて倒れたり、落下し

てけがの原因となることがあります。

●濡れた手で電源プラグを抜き差しし
ない
　感電の原因となることがあります。

●電源プラグを抜くときは、電源コード
を引っ張らない
　コードが傷つき、火災・感電の原因

となることがあります。
　必ずプラグを持って
　抜いてください。

●雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触
れない
　感電の原因になります。

●お子様がカセットテープ、ディスク挿
入口に、手を入れないようにご注意
　けがの原因となることがあります。

●レーザー光源をのぞき込まない
　レーザー光が目に当たると視力障害

を起こすことがあります。

安全上のご注意

　注意
❷ ご使用になるとき（つづき）

指をはさまれ
ないよう注意

接触禁止接触禁止
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　注意
❸ お手入れについて

●お手入れの際や移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコン
セントから抜き、外部の接続コードを外す
　コードが傷つき、火災・感電の
　原因となることがあります。

●２年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店または弊社サービスセンターなど
にご相談ください。
　機器の内部にほこりのたまったま

ま、長い間掃除をしないと火災や故
障の原因となることがあります。特
に、湿気の多くなる梅雨期の前に行
うと、より効果的です。なお、掃除
費用については販売店、弊社サービ
スセンターなどにご相談ください。

●旅行などで長期間、本機を使用しないときは、安全のため必ず電源プラグを
コンセントから抜く
　火災の原因となることがあります。

●スピーカーには磁石が使用されています。
　ブラウン管テレビ、時計、磁気で記録されているキャッシュカード、

ディスクなどを近づけたり、置かないようにしてください。

電源プラグを
コンセントから抜け

  ステレオ音のエチケット
●隣近所への配慮（おもいやり）を十分にいたしましょう。
●特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽
　鑑賞には、特に気を配りましょう。
●窓を閉めたり、ヘッドフォンをご使用になるのも一つの方法です。

電源プラグを
コンセントから抜け
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本社　〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1

http://www.luxman.co.jp

本製品に関するお問い合わせ
T E L：050-3381-5060

E-mail：info_bside＠luxman.co.jp


