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はじめに
BALMUDA The Speakerをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品ユーザー登録のお願い

安全上の注意
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書に
記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体やペットへ
の危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

誤った使い方によって生じる危害や損害を区分して表示しています。

警告 「死亡または重傷を負
う可能性がある内容」
を示しています。

注意 「軽傷を負う可能性や家
屋・家 財などの損 害が
発生する可能性がある内
容」を示しています。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

「してはいけない内容（禁止）」
を示しています。

「しなければならない内容（指示）」
を示しています。

製品サポートをスムーズにお受けいただくため
に製品ユーザー登録をおすすめしています。

おトクな
情報

製品
サポート

ご登録はこちら
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警告

分解・改造をしない。
感電、発火、異常動作による
事故やケガの原因となります。

水などの液体をかけない。 
感電や故障の原因となります。

乳幼児やペットの手の届く
ところでは使用しない。
転倒、落下による事故やケ
ガの原因となります。

破損した AC アダプターを
使用しない。
火災や感電の原因となりま
す。破損した場合は直ちに
使用を中止し、バルミューダ
サポートセンター（P.19）
にご連絡ください。

火のそばや直射日光のあ
たるところ・炎天下の車
中など、高温の場所で使
用・保管・放置しない。
内蔵バッテリーの液漏れや
破裂、過熱などにより、火
災やケガ、周囲の汚損の原
因となります。
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LED ユニットの発光部を
長時間直視しない。
目を痛める原因となりますの
で、離れて見てください。
万一気分が悪くなったら、直
ちに使用を中止し、医師の
診察を受けてください。

充電端子に付属の AC ア
ダプター以外のケーブルな
どを接続しない。
発火や故障の原因となります。

本体を布団などで覆わない。
熱がこもり、火災やケースの
変形の原因となります。

内蔵バッテリーの液が漏
れた場合、液を皮膚や目
に接触させない。
皮膚の損傷や失明の恐れが
あります。接触した場合は、
水でよく洗い流した後に医師
の診察を受けてください。
また、液が本体内部に残る
ことがあるため直ちに使用を
中止し、バルミューダサポー
トセンター（P.19）にご相
談ください。

スピーカーユニットの開口
部から異物を入れない。
感電、発火、異常動作による
事故やケガの原因となります。
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製品に異常・故障を感じ
たら電源プラグを抜き、直
ちに使用を中止する。
火災、感電、ケガの原因と
なります。

ホコリなどは定期的に掃除
し、長期間使用しないとき
は AC アダプターを抜く。
ACアダプターにホコリがたま
ると、湿気などで絶縁不良と
なり火災の原因となります。

注意

特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない。
本製品はワイヤレス機能を内蔵しています。以下の点に注意し、障害
などが発生した場合には、直ちに電源を切ってください。電波が影響
を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。
・ 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは使用しない。
・ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない。
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心臓ペースメーカーの装
着部位から22cm 以内の
距離で使用しない。
本製品には磁性材料が含ま
れています。体内に埋め込
まれている医療機器への影
響については、医師にご相
談ください。

落としたり、物をぶつけた
り、無理な力を加えたり、
傷をつけたりしない。
破損したり、落下して破片が
飛散したりすると、ケガの原
因となります。特に本体を持
ち運ぶ際や、お手入れの際
には、ご注意ください。

本製品を海外で使用しない。
海外では国により電波使用
制限があるため、本製品を
使用した場合、罰せられるこ
とがあります。

水がかかる場所や湿気や
ほこり、油煙、湯気の多
い場所で使用・保管・放
置しない。
本製品は防水仕様ではあり
ません。水がかかると端子な
どがショートして、誤動作や
故障の原因となります。
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パッケージ内容

スタートガイド（1）

------
-----

------
-- ------

-----
---- - --- - ----

ダミー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーー

ーーーーーー

本体 AC アダプター（1）

取扱説明書（保証書付）
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各部名称
 前面 背面

LED ユニット

リセットボタン

操作パネル

スピーカー
ユニット

クリアカバー

ベース

　　　　　

アダプタープラグ

電源プラグ

AC アダプター
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操作パネル

1 2 3 4

5 76

底面

8
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1. 電源ボタン（POWER）
電源 ON/OFF
押すと電源が入ります。または
切れます。
バッテリー残量確認
２秒間押すと音量インジケー
ターにバッテリー残量のめやす
が表示されます。

2. 音量インジケーター
音量表示
音量ボタンを押すと音量が表示
されます。 音量はBluetooth
接続または外部入力端子でそ
れぞれ別々に記憶されます。

3. LiveLight ボタン（LIGHT）
LiveLight モードの切り替え
押すと光り方が切り替わります。
Beat / Ambient/ Candle
の全３段階でループします。

（P.15）
ペアリング
2 秒間押すとBluetooth ペア
リング（P.14）の 待 機が 開
始します。

4. 充電インジケーター
充電中に点灯します。充電が
終わると消灯します。バッテリー
残量が少なくなると点滅します。

5. 外部入力端子（AUX）
各種音楽プレイヤーとケーブル

（市販品）を接続してお使い
いただけます。

6. 音量ボタン（VOLUME）
音量の調節

「＋」を押すと音量が上がり、「−」
を押すと音量が下がります。音
量は 10 段階で調節できます。

7. 充電端子（DC IN）
付属の AC アダプターで充電し
ていただけます。

8. リセットボタン
AC アダプターを外した状態で
約 10 秒間押すと、電源が切
れます。万一、電源ボタンで
電源をOFF にできない場合な
どにご使用ください。音量・ペ
アリング登録機器などの情報は
リセットされません。
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ご使用の前に
設置について
本体は平らな安定した場所に正しく設置し、次の点に注意してください。

横に倒して使用しない。
次のような場所では使用しない。
・ 不安定な場所 
・ デスク・テーブルの端など、落下しやすい場所
・ 浴室や加湿器の近くなど、高温・多湿・水のかかる場所
・ 乳幼児やペットの手の届く場所
・ 水がかかる場所や湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所
・ 直射日光が当たる・暖房器具の近くなど、温度が高くなりやすい場所 
・ 高い場所など、落下し危害や損害を与えると想定される場所
・ AC アダプター使用時、他の物に引っかかるような場所
・ 本体に色移りや変色が起こる可能性のある特殊な仕上げ（ワックスや

オイルなど）が施された場所

本体を持ち運ぶ際は、以下の点に注意する。
・ クレジットカードなど磁気の影響を受ける物を近くに置かない
・ 本体を周囲のものにぶつけない
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充電する

警告
付属の AC アダプター以外は使用しない。
付属の AC アダプターを他の製品に使用しない。
火災や故障の原因になります。
AC アダプターに以下の行為はしない。
破損による火災や感電の原因になります。
傷つける／引っ張る／加工する／熱器具に近づける／折り曲げる／束
ねて使用する／踏みつける／ものを載せる
濡れた手で AC アダプターを抜き差ししない。
感電の原因となります。

本体または AC アダプターが濡れた状態または濡れる可能性のあ
る場所では、絶対に充電しない。
本体や AC アダプターに付着した液体（水道水、海水、清涼飲料水など）
や異物によるショートが発生し、異常加熱や故障の原因となります。
通電中の AC アダプターや本体に長時間触れない。
低温やけどの原因となります。

アダプタープラグ・電源プラグは根元まで確実に差し込む。
接触不良による発火の原因となります。

＊ 初回使用時は必ず充電を行ってください。
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1	 充電端子に付属のACアダプターのアダプタープラグを接続する
2	 ACアダプターの電源プラグをコンセントに接続する

充電インジケーターが点灯します。充電が完了すると、消灯します。

 

1

音楽を聴く
電源をON にする／ OFF にする

・電源ボタンを押すと電源 ON ／ OFF が切り替わります。
・ 無音・無操作の状態が一定時間（バッテリー駆動時は 4 時間、AC アダプター 
	接続時は 8 時間）続くと、自動的に電源が OFF になります。

※長期間使用しない場合、バッテリーの劣化を防ぐため、約３ヶ月に１度
充電を行ってください。

2
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スマートフォン・パソコンなどをペアリング（登録）する

1	 電源がONの状態で、LiveLightボタンを2秒間長押しする
通知音が鳴り、ペアリングの待機が開始します。

2	 スマートフォン・パソコンなどのBluetooth 機能を有効にする
スマートフォン・パソコンなどの設定画面で、Bluetooth 機能を有効にします。
※ 詳細については、スマートフォン・パソコンなどの取扱説明書やヘルプをご

確認ください。

3	 表示された接続先の一覧から「BALMUDA	M01」を選ぶ
完了音が鳴り、ペアリングが完了します。
※ 接続先として最大 8 台まで記憶されます。

ペアリングの解除について
次のいずれかの場合、ペアリングが解除されます。
・ペアリングの待機中に LiveLight ボタンを押す、または 1 分経過しても 

ペアリングが成立しないとき
・ペアリングの完了後にスマートフォン・パソコンなどのBluetooth 機能を 

無効にしたとき
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外部機器を接続する
外部入力端子と音楽プレイヤーのステレオミニジャックをケーブル（市販品）で接続する

音楽プレイヤー
ケーブル 

（市販品）

※ 外部入力端子による接続は、常にBluetooth 接続よりも優先されます。

音楽を再生する
接続した端末（スマートフォン、パソコン、外部機器など）の再生ボタンを押す
※ 停止、スキップなどの操作は端末側で行います。
※ 音量を端末側で変更した場合、操作パネル上の音量表示は変わりません。
※ 端末側で再生する音量に応じて、LED ユニットの光量が変わります。

光り方（LiveLight モード）を変更する
LiveLight ボタンを押すたびに、LED ユニットの光り方が Beat / Ambient / 
Candle のいずれかに変わります。お好きな設定で LiveLight モードをお楽しみく
ださい。
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モード名称
　Beat : 音楽の持つエネルギーやリズムに合わせ、ダイナミックに光ります。 
　Ambient : ボーカルや演奏に合わせ、あたたかく光ります。 
　Candle : 音楽とは連動せず、キャンドルのように揺らぎながら静かに光り続けます。 
※ 各モードで、LiveLight ボタンを押した際の通知音の回数が異なります。3 回

なら「Beat」、2 回なら「Ambient」、1 回なら「Candle」へ切り替わったこ
とを意味します。

※ LiveLight に消灯機能はありません。

お手入れ

分解・改造をしない。 
感電、発火、異常動作による
事故やケガの原因となります。

アルコールやベンジンなど
を使用しない。
破損によるケガの原因となり
ます。

水洗いしない。
感電や故障の原因となります。

警告 クリアカバーのお手入れ方法
ほこりや汚れはやわらかい布などで取っ
てください。汚れがひどい場合は、薄
めた中性洗剤を染み込ませて固く絞っ
たやわらかい布などで拭き取り、その
後乾いた布で拭いてください。
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エラー表示
エラーを音量インジケーターでお知らせします。

こんなときは
こんなとき ●確認／▶こうする

電源が入らない。 ●  AC アダプターの各プラグは正しく接続されていますか ？
　▶ すべてのプラグを確実に差し込んでください。（P.13）
● 充電はされていますか？
　▶  AC アダプターを外した状態の場合、一定時間の充電を行った

後に再度お試しください。（P.13）
フリーズした状態で、操
作ができなくなった。

● 電源ボタンを押しても反応がありませんか？
　▶ 本体底面にあるリセットボタンを押してください。（P.10）

何もしていないのに電
源が切れてしまう。

● 無音・無操作の状態が一定時間（バッテリー駆動時は 4 時間、
AC アダプター接続時は 8 時間）続くと、電源が自動的に OFF
になります。

　▶ 電源ボタンを押し、再度電源をON にしてください。（P.13）

1 秒周期で点滅

バッテリーが高温になっています。
本体背面の電源ボタンを押して電源を切り、AC
アダプターを本体から抜いてください。
常温に戻るのを待ってから、再び電源を入れてくだ
さい。
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こんなとき ●確認／▶こうする
ペアリング（Bluetooth
接続）ができない。

●  LiveLight ボタンは長押ししていますか？
　▶  LiveLight ボタンを2 秒間、長押ししてください。（P.14）
● スマートフォン・パソコンなどのBluetooth 機能は有効ですか？
　▶ スマートフォン・パソコンなどの設定画面でBluetooth 機能を有

効にしてください。（P.14）
● 他のスマートフォン・パソコンなどが接続されていませんか？
　▶ 他のスマートフォン・パソコンとの接続を解除し、再度お試しくだ

さい。（P.14）
スピーカーから音が鳴ら
ない。

● 外部入力端子（AUX）にケーブルが接続されていませんか？
　▶  Bluetooth 接続で使用する場合、外部端子からケーブルを抜

いてください。（P.15）
● 音量設定は適切ですか？
　▶ 本体の音量ボタンの「+」で音量を上げてください。（P.10）
● 再生側のスマートフォン・パソコンなどの音量設定は適切ですか？
　▶ 音量が小さすぎないことをご確認ください。

音が途切れる。／
ノイズが発生する。

● 近くに電子レンジや無線 LAN 機器、またはスピーカーとの間に障
害物はありませんか？

　▶ 電子レンジやその他無線LAN機器などから離してください。また、
端末とスピーカーとの間に障害物がないこと、距離が 10m 以
上離れていないことをご確認ください。
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バルミューダサポートセンター

電話
受付時間  9 : 00ー18 : 00

（平日および土・日・祝）
通話料無料。携帯 ・ PHS からもご利用になれます。／ IP 電話など無料通話サービ
スをご利用いただけない場合は 0422-34-1705 におかけください。
※通話料はお客さま負担となります。

WEB  バルミューダ  サポート 検 索

● 取扱説明書および保証書 （本書）
● 製品シリアルナンバー （本体底面）

● 購入証明書 （領収書、納品書など）
下記をご用意いただくと円滑に対応できます

バルミューダ株式会社　〒 180-0023 東京都武蔵野市境南町 5-1-21

こんなとき ●確認／▶こうする
LED ユニットが音に合
わせて点滅しない。

● 再生側のスマートフォン・パソコンなどの音量設定は適切ですか？
　▶ 音量が小さすぎないことをご確認ください。 

また、LiveLight モードが「Candle」の場合は点滅しません。
（P.15）

本体や AC アダプター
が異常に熱い／異臭
がする／破損している。

　▶ 直ちに使用を中止し、バルミューダサポートセンターにお問い合
わせください。（P.19）
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仕様

製品名 BALMUDA The Speaker
型番 M01Aシリーズ

スピーカー部
スピーカー 直径 77 mm（フルレンジ）
エンクロージャー方式 密閉型

アンプ部
実用最大出力 8 W

BluetoothBluetooth® 部
通信方式 Bluetooth 標準規格 ver.5.0
出力 Bluetooth 標準規格 Power Class2
最大通信距離 約 10 m ※ 1

使用周波数帯域 2.4 GHz 帯
対応プロファイル※ 2 A2DP、AVRCP
対応コーデック※ 3 SBC
コンテンツ保護 対応（SCMS-T 方式）
伝送帯域（A2DP) 20 〜 20,000 Hz（44.1 kHz サンプリング時）
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電源部・その他
入力 外部入力端子（φ 3.5mm ステレオミニジャック）
電源 DC5 V、リチウムイオンポリマーバッテリーを使用
充電 AC アダプター
消費電力（バッテリー充電時） 15 W
バッテリー充電時間 約 2.5 時間
バッテリー連続使用時間 

（Bluetooth 接続時）
約 7 時間※ 4

最大外形寸法（直径×高さ） 105 mmｘ188 mm
質量 約 1.0 kg（内蔵バッテリー含む）
使用温度範囲 0 〜 40 ℃
同梱品 本体

AC アダプター（1.0 m）（1）
取扱説明書（保証書付）
スタートガイド（1）

※ 1 通信距離は目安です。周囲の環境により通信距離が変わる場合があります。
※ 2 対応プロファイルとは、Bluetooth 機器の特性ごとに機能を標準化したものです。
※ 3 音声圧縮変換方式のことです。
※ 4 周囲の温度や使用状況により異なる場合があります。
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機器認定について／商標について
本製品は電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受
けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。
• 本製品を分解／改造すること

BluetoothBluetooth® 機器について
本製品が対応するBluetooth バージョンとプロファイルについては「仕様」の

「Bluetooth® 部」をご覧ください。

本製品の使用上の注意
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほ
か工場の製造ライン等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）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュ
ア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
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1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電
力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の
事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発
射を停止した上、バルミューダサポートセンター（P.19）にご連絡頂き、混
信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相
談ください。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュ
ア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこ
とが起きたときは、バルミューダサポートセンター（P.19）までご連絡ください。

周波数について
この無線機器は 2.4 GHz 帯を使用します。変調方式
として FHSS（周波数ホッピングスペクトラム拡散方式）
を採用し、想定される与干渉距離は約 10 m です。

商標について
Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商
標であり、バルミューダ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用し
ています。

2.4 FH 1
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保証とアフターサービス
1) 保証期間は、お買い上げ日から1 年です。   

購入証明書（領収書、納品書など）で保証期間内であることが確認できる
場合に限り、無償で修理または交換いたします。購入証明書を大切に保管
してください。

2) 修理・交換作業は弊社が承ります。また、修理・交換のために取り外した
部品は、弊社が適切に処理、処分いたします。

3) 本製品の補修用性能部品の保有期間は生産終了後 6 年です。補修用性
能部品とは本製品の機能を維持するために必要な部品です。

4) 本製品は日本国内交流 100V 専用で設計されています。電源電圧や電源
周波数の異なる日本国外では使用できません。また、アフターサービスもでき
ません。

 This product uses only 100V (volts), which is specifically designed 
for use in Japan. It cannot be used in other countries with different 
voltage, power frequency requirements, or receive after sales service 
abroad.
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内蔵バッテリー（リチウムイオン電池）について
バッテリーは消耗品ですので、保証対象外となります。
バッテリーは約 500 回の充放電ができます。ただし、使用環境や使用時間など
で大きく変化します。
使用できる時間が著しく低下したときはバッテリーの寿命が考えられますので 
バルミューダサポートセンター（P.19）にご連絡ください。

日本国内での充電式バッテリーの廃棄について

本体に内蔵されている充電式バッテリーはリサイクルできます。
この充電式バッテリーの取りはずしはお客様自身では行わず、 
バルミューダサポートセンター（P.19）にご連絡ください。

転売・譲渡について
転売・譲渡をされる場合、本製品お買い上げ時の付属品および本取扱説明書
も付属してください。また、BALMUDA ID のマイページから製品登録の削除を
お願いします。
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保証書
無償修理をご依頼になる場合は本書に記載のバルミューダ サポートセンターまでお問い合わせください。

品　　名： BALMUDA The Speaker 型式：M01A シリーズ
保証期間： お買い上げ日より1 年 対象：  本体・AC アダプター
※お客様 お名前

ご住所
お電話番号

※販売店

お買い上げ日：　　　 年　　  月　　  日
修理等のご相談時にいただいた個人情報のお取り扱いについて
1) バルミューダ株式会社は、お客様の個人情報をお客様の対応や修理およびその確認時

に利用し、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
2） 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。

a) 修理やその確認業務、輸配送を委託する場合。　b) 法令の定める規定に基づく場合。
バルミューダのプライバシーポリシーについて
はこちらをご覧ください。 ▶ www.balmuda.com/jp/legal/privacy

この保証書は保証期間中に取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常
な使用状態で故障した場合、本書記載内容で弊社が無償修理を行うことをお約束するも
のです。従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそ
れ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
修理・保証の詳細については、修理規約を
ご覧ください。 ▶ www.balmuda.com/jp/legal/repair

バルミューダ株式会社　〒180-0023 東京都武蔵野市境南町 5-1-21 TEL: 0120-686-717
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保証書について
1 ）保証期間内でも以下に該当する場合は、保証
の対象外とし、	当社は一切の責任を負いませ
ん。
(a) 取扱説明書、本体ラベル、その他注意書きに従

わない使用状態（海外における使用を含む）に
起因する故障または損傷。　　

(b) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による
故障または損傷。　　

(c) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、 
引っ越し、輸送などによる故障または損傷。　　

(d) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変
ならびに公害や塩害、異常電圧、その他の外
部要因による故障または損傷。　　

(e ) 車両、船舶への搭載や極端な高温、低温、多
湿、埃の多い場所などで使用された場合の故
障または損傷。　　

( f ) 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用され
た場合の故障または損傷。　　

(g ) 本書のご提示がない場合。　　

(h ) 本製品のご購入を証明する購入証明書(領収
書、納品書など)が無く、本書のお買い上げ日、
お客様名、販売店名が確認できない場合。あ
るいは字句を書き換えられた場合。

( i ) 付属品や消耗品などの場合（ただし、損害が材
質上または製造上の瑕疵により生じた場合は
この限りではありません）。　　

( j ) 表面的な損傷の場合（かすり傷、へこみなどを
含みます）。　

( k) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣
化、自然消耗による瑕疵の場合。

( l ) 故障原因について虚偽の申告がなされた場
合。

2）保証期間内でも商品を弊社窓口へ送付された
場合の送料や出張修理を行った場合の出張料
は、お客様のご負担となります。

3）故障の状況その他の事情により、修理に代えて
製品交換をする場合があります。

4）修理に際して再生部品、代替部品を使用する
場合があります。また、修理により交換した部品
は弊社が適切に処理、処分いたします。

5）本書に基づく無償修理（製品交換を含みます）
後の製品については、最初のご購入時の保証
期間が適用されます。

6）故障によりお買い上げの製品を使用できなかっ
たことによる損害については補償いたしません。

7 ）本書は再発行いたしませんので紛失しないよう
大切に保管してください。　　　

8）本書は日本国内においてのみ有効です。

	 Effective	only	in	Japan


