イルミネーションスピーカー
SW-H200BT

取扱説明書・保証書
このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。正しくご使用いただ
くために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられた後は、いつでも見られるよう
に大切に保管してください。
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安全上のご注意
●● ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●● ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●● お読みなったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

警告

！

誤った取り扱いをすると、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ます。

誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。
注意 （物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。
）

！

図記号の意味と例
は、
「してはいけないこと」
を意味しています。具体的な禁止内容は、

（左図の場合は、「分解禁止」を示します。）

の中や近くに絵や文章で示しています。

「必ずすること」
を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。
● は、

（左図の場合は、「AC アダプターをコンセントから抜くこと」を示します。）

！

警告

交流 100V 以外では使用しない。

異常時（こげ臭い、発煙など）は AC アダ
プターを抜き、使用を中止する。

電圧の違うところ、自動車・船舶などの直流電源には
接続しないでください。火災・感電の原因になります。

使用禁止

日本国外で使用しない。

AC アダプターはコンセントの奥までしっか
り差し込む。

本機は日本国内専用です。特に Bluetooth 機能は、
日本国内での無線規格に準拠し、認証取得していま
す。海外で使用すると罰せられることがあります。

感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードやスピーカーケーブルを傷つけた
り、破損したり、加工したり、無理に曲げた
り、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、
重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。

指示

火災・感電の原因になります。

分解しない。また、修理技術者以外の人は
修理しない。

分解禁止

感電・ショート・発火の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くと
ころでは使わない。
けが・感電の原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの金属物等、
異物を入れない。

ぬれ手禁止

本機が発する電波が影響を与える原因になることが
あります。心臓ペースメーカーや医療電子機器など
の近くでは使用しないでください。

火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店
またはドウシシャサービスセンターにご相談くださ
い。

ぬれた手で、AC アダプター・スピーカーケー
ブル・Φ 3.5 ステレオミニケーブルを抜き差
ししない。

感電の原因になります。

水につけたり、水をかけたりしてぬらさな
い。

感電・けがの原因になります。

本機を医療機器の近くで使用しない。

AC アダプターの刃および刃の取り付け面に
ホコリが付着している場合は拭き取る。

ホコリが付着したまま AC アダプターを差し込むと
ショート・火災の原因になります。

電源コードや AC アダプターが傷んだり、コン
セントの差し込みがゆるいときは使用しない。

禁止

火災・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

ショート・感電の原因になります。

使用しないときは、必ず AC アダプターを
コンセントから抜く。

本機に衝撃を与えない、落としたり、ぶつ
けたりしない。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
プラグを
抜く

故障の原因となります。

雷が鳴り始めたら、AC アダプターに触れない。

お手入れの際は、安全のため AC アダプタ
ーをコンセントから抜く。

感電・火災・けがの原因になることがあります。

感電の危険があります。

本機に対してスプレー式のエアダスター（ダス
トスプレー）を使用しない。

AC アダプターを乳幼児の手の届くところに
置かない。
コードが誤って首に巻きついたりして事故の原因に
なります。

禁止

本機の内部にガスがたまった場合、引火して爆発す
る原因になります。
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！

注意

次のようなところでは使用しない。

外部機器との接続は、電源を切ってから行
う。

●ガスコンロなど炎の近く
●引火性のガスがあるところ
●雨や水しぶきがかかるところ
●ホコリの多いところ

各機器の取扱説明書をよく読んでから接続してくだ
さい。

AC アダプターを抜くときは電源コードを持
たずに必ず AC アダプターを持って引き抜
く。

変色・変形・火災・感電の原因になることがあります。

不安定な場所で使わない。

感電・ショート・電源コードの断線の原因になる可
能性があります。

けが・故障の原因になることがあります。
禁止

お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベ
ンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。

指示

変色・変形・感電・故障の原因になります。

スピーカーケーブルを抜くときは、必ずケ
ーブルの根元を持って取り外す。
音量に注意する。

指定以外の AC アダプターを使用しない。

使用前には音量を最小にするようにし、使用中も音
量を大きくしすぎないように注意してください。
長時間、耳を刺激する大きな音量で聴き続けると聴
力に悪い影響を与えます。

火災・けが・故障の原因になることがあります。

Bluetooth について
Bluetooth（ブルートゥース）

安全にご使用いただくために

本機は Bluetooth の無線技術・ワイヤレスシステムを搭載して
います。対応するプレーヤー、携帯電話などの音楽をワイヤレ
スで聴くことができます。

Bluetooth 機器が発生する電波は、電子医療機器などに影響を
与えることがあります。場合によっては事故を引き起こすこと
もありますので、以下のようなところには持ち込まない、また
は電源を入れないようにしてください。
• 病院など医療機関、電車、航空機
電波に関する注意事項
• 自動ドアや火災報知機の周辺
本機の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器などのほか、
• 心臓ペースメーカー、医療用電子機器の近く
工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無
線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局
Bluetooth 機能を搭載した製品を改造して使用したと
（免許を要しない無線局）が運用されています。
• 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局およ きは電波法に抵触します
び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してくだ 本機は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受
さい。
けており、その証として「技適マーク 」が本機の背面に貼り
• 万が一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干 付けてあります。改造すると技術基準適合証明が無効となりま
渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の発射を停止 す。
してください。
無効状態で使用すると、電波法に抵触しますので絶対に改造さ

通信について
• Bluetooth 対応のマウスなどのパソコン関連機器と、ヘッド
ホンなど音楽機器を同時に使用すると、音が途切れたりする
ことがあります。
• 本機などのBluetooth機器は無線LAN 機器（IEEE802.11b/g/n）
と同じ周波数帯
（2.4GHz）を使用するため、近くで使用すると
電波障害を互いに発生させて、通信速度低下や接続不能になる
ことがあります。このような場合は、できるだけ離して
（10m
程度）使用するようにしてください。
• 本機はすべての Bluetooth 機器と接続を保証するものではあ
りません。また接続するまで時間がかかるものがあります。

れないようにお願いします。

Bluetooth 機能は日本国内で使用してください
本機の Bluetooth 機能は、日本国内での無線規格に準拠し認証
を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあ
ります。
Bluetooth および Bluetooth ロゴは米国 Bluetooth SIG,Inc. の
商標です。
そのほか商品名 / 社名などは、一般に各社の商標ならびに登録
商標です。
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ご使用になる前に
免責事項について
お客様、または第三者が、この製品の誤った取り扱い・故障・その他の不都合またはこの
製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除
き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

注意

！

上記の注意点を守らずに発生した製品の故障につきましては、保証期間
内でも保証対象外になりますので、あらかじめご了承ください。

梱包一覧
お買い上げ後、付属品を確認してください。
アンプ内蔵ウーハー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
サテライトスピーカー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個
ACアダプター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
Φ3.5 ステレオミニケーブル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
取扱説明書（保証書付き） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 冊
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各部の名称とはたらき
⑩スピーカーケーブル

⑩スピーカーケーブル

サテライトスピーカー

アンプ内蔵ウーハー／側面

①音量ノブ

⑥電源端子

サテライトスピーカー

アンプ内蔵ウーハー／底面

③低音ノブ

②電源スイッチ

アンプ内蔵ウーハー

⑧ウーハー

アンプ内蔵ウーハー／側面

⑨バスレフポート

④ LED ランプボタン
⑤外部入力端子
⑦スピーカー出力端子

名称

機能

①音量ノブ

本機の音量を調節します。左へ回すと、音が小さくなります。右
へ回すと、音が大きくなります。

②電源スイッチ

電源オン / オフができます。

③低音ノブ

本機の低音を調節します。左へ回すと、低音が弱くなります。右
へ回すと、低音が強くなります。

④LED ランプボタン

LED ランプをオン / オフできます。オンに設定すると音声入力時
LED ランプが音に合わせて点灯します。

⑤外部入力端子

付属のφ 3.5 ステレオミニケーブルで外部機器を接続します。

⑥電源端子

本機用の AC アダプターを接続します。

⑦スピーカー出力端子

サテライトスピーカーのスピーカーケーブルを接続します。

⑧ウーハー

低音用のスピーカーです。

⑨バスレフポート

増強された低音を出すためのダクトです。

⑩スピーカーケーブル

スピーカー出力端子に接続します。

5
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使用前の準備
1. 本体のスピーカー出力端子にサテライトスピ
ーカーのスピーカーケーブルを接続する。
2. 本体の電源端子に AC アダプターの端子を差
し込む。

サテライト
スピーカー

3. AC アダプターをコンセントに差し込む。

※ AC アダプターを接続するときは、必ず本体
の電源スイッチをオフにしてください。
※ AC アダプターは必ず交流 100V の電源コン
セントに差し込んでください。

AC アダプター

※ 表面の透明保護シートを剥がしてお使いください。

接続方法
有線接続の場合
付属のステレオミニケーブルで外部機器を接続できます。
※ 外部機器を接続するときは必ず電源を切った状態で行ってください。電源を入
れたままの接続は故障の原因になります。

ステレオミニケーブル（付属品）

Bluetooth 接続の場合
Bluetooth 機器の接続設定することを「ペアリング」といいます。ペアリングするときは両方の機
器を 1m 以内においてペアリング設定をしてください。本機は一度に 1 つの Bluetooth 機器しか
接続できません。Bluetooth 接続時は、外部入力端子にケーブルを接続しないでください。

1. ペアリング接続したい Bluetooth 機器の電源を入れる。
この操作で Bluetooth 接続待機状態にしておきます。

2. 本機の電源を ON にする。

自動的にペアリングモードになります。

3. 接続する Bluetooth 機器のサーチ機能を操作して、本機製品名【SW-H200BT】を検索する。
検索が完了すると、接続する外部機器のディスプレイ
に【SW-H200BT】が表示されますので、それを選択
し「ペアリング」を開始します。
※ ペアリング接続・設定方法はお使いの Bluetooth
機器の取扱説明書をご覧ください。
接続が成功すると次回からは本機の電源を入れると
自動的に接続されます。接続されないときは、もう
一度手順１～ 3 を行ってください。

※ 本機に記憶可能なペアリング台数は 1 台です。

※ PIN コードの入力を求められたとき
は、4 桁の数字「0000」を入力して
ください。
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正しい使い方
1. 本体の電源スイッチをオンにして、電源を入れる。
2. 音量ノブで音量を最小にする。
3. 外部機器を有線接続、または Bluetooth 接続する。

※ Bluetooth 接続時は外部入力端子にステレオミニケーブルを接続しないでください。

4. 外部機器を再生状態にする。
5. 音量ノブで音量を調節する。
6. 低音ノブで低音を調節する。
7. LED ランプボタンをオン / オフする。
8. 使用が終わったら、電源スイッチをオフにして電源を切る。

長時間使用しないときは安全のため、AC アダプターをコンセントから抜いてください。
※スピーカーの影響などを考慮して、音量は最小にしてから電源を切ってください。

音量ノブ
低音ノブ
LED ランプボタン
外部入力端子

電源スイッチ
※外部機器の音量が小さいと LED ランプが点灯しない可能性があります。
外部機器側の音量を調節してください。
※音源によっては LED が激しく点滅します。ごくまれに光が原因で気分が悪くなる場合があります。
気分が悪くなった場合は、ただちに LED ランプボタンをオフにしてください。
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主な仕様
電源

AC100V 50/60Hz/ DC IN 5V 2A

消費電力

9W

外形寸法（WxHxDmm）

アンプ内蔵ウーハー（約）W208xH210xD200（突起物除く）
サテライトスピーカー（約）W120xH122xD120（突起物除く）

質量

アンプ内蔵ウーハー（約）1.6kg
サテライトスピーカー 各（約）0.6kg

アンプ出力

ウーハー：3W
サテライトスピーカー：3W+3W

外部入力端子

φ 3.5 ステレオミニジャック

Bluetooth バージョン

ver 2.1+EDR

使用周波数帯域

2.4GHz 帯

対応プロファイル

A2DP

対応コーデック

SBC

通信距離※

（見通し）約 10m ※

同時接続台数

1台

記憶可能ペアリング台数

1台

※通信距離は目安です。周囲の環境により距離が変わることがあります。
本機は SCMS-T 方式のコンテンツ保護に対応していません。
お使いの Bluetooth 機器によっては接続できないことがあります。詳しくはお使いの Bluetooth 機器の取
扱説明書をご確認ください。
• 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
• この製品は使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
（This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.）
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お手入れのしかた
本体のお手入れ
●乾いた柔らかい布でやさしく乾拭きをしてください。
●
（お手入れ時に限らず）強く押したり、
こすったりしないでください。傷つきの原因となることがあります。
●汚れがひどいときは、ぬるま湯か台所用（中性）洗剤に柔らかい布を浸して、固くしぼっ
●
て拭き取ってください。
●住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
●

本機を廃棄するときは
●この製品は、
●
家電リサイクル法の対象外です。地方自治体の指導に従って処分してください。
・ ベンジン・シンナーでは拭かない。

！

注意

変色や変形の原因になります。

・ 化学ぞうきんをご使用の際は、 ！
その注意書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります。

警告

・ お手入れの際は必ず AC アダプ
ターをコンセントから抜く。
・ 本体に水をかけたりしない。
感電・故障の原因になります

9
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修理・サービスを依頼する前に
！

警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときは次の点をお調べください。
症状

主な原因

電源が入らない

・AC アダプターがはずれている
・外部入力端子に接続されていない

音が出ない

・接続された外部機器の電源がオフに
なっている
・外部機器の音量が最小になっている

ノイズ・雑音が
入る

・近くで電波などを発する機器（携帯
電話など）を使用している
・外部入力コードがしっかりと接続さ
れていない
・ウーハーの近くに小物などがあり、
振動で異音が出ている

処置
AC アダプターを背面の電源端子・
コンセントにきちんと接続してくだ
さい。
外部入力端子の接続を確認してくだ
さい。
外部機器の電源を入れてください。
本体及び外部機器の音量を調整して
ください。
電波などを発する機器の使用をやめ
る。電波などを発する機器から離し
てください。
接続コードをしっかりと接続する。
小物などをウーハーから離してみて
ください。

Bluetooth 機能について
症状
ノイズ・雑音が
入る

主な原因
・無線 LAN 機器や電子レンジなど、
2.4GHz 帯の電波を使用する機器の影
響で音声が途切れることがあります。
・本機と外部機器が離れている

Bluetooth 接続
ができない

音が出ない

・すでに他の外部機器と Bluetooth 接
続している
・外部機器が本機のプロファイルに対
応していない
・外部入力端子にステレオミニケーブ
ルが接続されている
・外部入力端子にステレオミニケーブ
ルが接続されている
・外部機器の音量が最小になっている
・ワンセグなどコンテンツ保護された
音声を再生している

処置
これらの機器から離してください。
本機と外部機器を 1m 以内に近づけ
てペアリングを行ってください。
他の Bluetooth 接続を切断してく
ださい。
外部機器のプロファイルを確認して
ください。
ステレオミニケーブルを取り外して
ください。
Bluetooth 接続でご使用になるとき
はステレオミニケーブルを取り外し
てください。
外部機器の音量を調節してください。
本機は SCMS-T 方式のコンテンツ保
護に対応していません。

長年ご使用の製品点検を
このような症状はありませんか？

●AC
● アダプターが異常に熱い。
●コードを動かすと、
●
通電したり、しなかったりする。
●こげ臭い臭いがする。
●
●その他の異常、故障がある。
●

このような症状のときは、事故防止
のため、すぐに電源を切り、コンセ
ントから AC アダプターを抜いて、
必ず販売店またはドウシシャサービ
スセンターに点検をご相談ください。
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アフターサービスについて
● 製品の保証について
1
2
3

この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に
保管してください。
保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
保証期間後の修理は販売店またはドウシシャサービスセンターにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

● 修理を依頼されるときは
！

警告

・ 故障のときは、ただちに使用をやめて AC アダプターを抜き、お買い
上げの販売店にこの製品をお持込のうえ修理をお申しつけください。
・ ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

● 補修用性能部品について
1
2

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 5 年間です。

アフターサービスについてわからないことは、お買い上げの販売店、またはドウシシャサー
ビスセンターにお問い合わせください。
株式会社ドウシシャ
（東京本社）〒 108-8573
（大阪本社）〒 542-8525

東京都港区高輪 2-21-46
大阪市中央区東心斎橋 1-5-5

■故障・修理についてのご相談に関しては ...
⇒ドウシシャ福井 A&V サービスセンター
【受付時間】9：00 ～ 17：00（土日祝日以外の月～金曜日）
〒 915-0801 福井県越前市家久町 41-1

TEL 0778 (24) 2779
FAX 0778 (24) 2799

※ 製品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願い致します。
※ FAX もしくは、お電話をいただいた際にお話いただく情報は、お客様へのアフター
サービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。
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保証書
持込修理
イルミネーションスピーカー
保証期間

お買い上げ日

SW-H200BT
年

月

日

お買い上げ日から本体 1 年間

本書は、下記の保証規定により無料修理を
行うことをお約束するものです。お買い上
げの日から 1 年以内に万一故障が発生した
場合は本書をご提示のうえお買い上げの販
売店に修理をご依頼ください。
保証書に所定事項の記入または販売店印が
ない場合は必ず販売店発行の領収書または、
その他の購入年月日、店名等を証明するも
のを合わせてご提示ください。
安全点検などのために、写しをとる必要が
ある場合は、お客様にご記入いただいた保
証書の写しは、保証期間内のサービス活動
及びその後の安全点検のために記載内容を
利用させていただく場合がございますので、
ご了承ください。

販売店様へお願い

お客様

ご住所

この保証書は、販売店様が所定事項を記入
して効力を発するものですから、必ずご記
入ください。
電話

お名前

ふりがな

様
㊞

お買い上げ店
住所・店名

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従って正
常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたし
ます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場
合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買
い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相
談ください。
4. 贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの
販売店に修理がご依頼できない場合には、ドウシ
シャサービスセンターにお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による
故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の輸送、落下による故障および
損傷
（ハ）火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、
異常電圧、およびその他の天災地変による故
障および損傷
（ニ）本書の提示がない場合
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店
名の記入のない場合、或いは字句を書きかえ
られた場合

（ヘ）故障の原因が本製品以外（電源、他の機器等）
にあってそれを点検、修理した場合
（ト）一般家庭用以外（例えば、業務用、船舶や海
上使用など）に使用された場合の故障および
損傷
（チ）腐食による故障および損傷
（リ）樹脂加工およびメッキの磨耗や打痕、プラス
チック部の損傷
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切
に保管してください。
※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもと
において無料修理をお約束するものです。従って
この保証書によって、お客様の法律上の権利を制
限するものではありませんので、保証期間経過後
の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販
売店またはドウシシャサービスセンターにお問い
合わせください。
※ お買い上げの販売店またはドウシシャサービスセ
ンターにご持参いただくに際しての諸費用は、お
客様にご負担願います。またお買い上げの販売店
と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法
によって、一部ご負担いただく場合があります。

発売元
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