はじめに

KOTORI 501
Bluetooth スピーカー

・初めてご利用になるときは、まず充電
とペアリングを行ってください。ペア
リングしないと本機を無線で使用する
ことができませんのでご注意ください。

各部の名称
前面

・接続機器の Bluetooth の設定については、接続
機器の取扱説明書をご覧ください。

1
2
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接続機器の Bluetooth 機能をオンにする
本機の電源をオフにする
開梱直後は、オフの状態です。オン状態
からオフにするには、電源 / ペアリング
ノブを反時計回りにスライドします。
電源 / ペアリングノブを反時計回りにス
ライドし、保持する
ペアリングモードになると、青 LED が
高速で点滅します。点滅が始まったら、
スライドをやめてください。

充電する
本体背面の充電端子に付属のマイクロUSBケー
ブルをつなぎます。マイクロUSBケーブルのも
う一方をパソコンなどにつなぎます。

初めてご利用になるときは、
本体ノブに貼ってある
オペレーションシートを参照してください。
操作方
法を確認後はシートを剥がしてご使用ください。
電源/ペアリングノブ

(HOLD)

LED

背面

セキュリティー
ストラップホール
ワイヤーを通す事で、
店
頭、
商業施設での落下防
止や簡易盗難防止にご
活用いただけます。

4

接続機器で「KOTORI 501」を探し、
画面
の指示に従って接続設定を行う

接続が完了すると、青 LED が点滅から
点灯に変化します。

・ スマートフォンなどがNFC対
応の場合、NFCを使うと簡単に
接続できます。Nマーク同士を
タッチさせてください。
・ 本機が電源オフの場合は、電源が入るまで
タッチし続けてください。

電源オン：電源 / ペアリングノブ
を白 LED が 1 回点滅するまで矢
印
（反時計回り）
方向にスライド
電源オフ：電源 / ペアリングノブ
を白 LED が 3 回点滅するまで矢
印
（反時計回り）
方向にスライド

ボリュームノブ

Bass Boost
充電端子 Line Input
On/Oﬀスイッチ
端子

本機と接続機器を無線接続するためには、はじ
めにペアリング（機器登録）する必要があります。

動作状態は、LED で確認することができます。

充電端子

NFC

ペアリングする

操作のしかた

電源/ペアリングノブ

取扱説明書

KOTORI 製品をお買い上げいただき、誠にあり
がとうございます。本書は、本機の基本的な使
いかたについて説明しています。本機を使い始
めるときにお読みください。

充電する

マイクロUSBケーブル
（付属）

パソコンやUSB
変換ACアダプ
ター（市販品）へ

充電状況の確認
• 本機のLEDに充電状況が表示されます。

・ 赤点灯： 充電中
・ 赤点滅： バッテリー残量低状態

有線接続する

本機と接続機器を有線接続できます。

1

3.5mm ステレオケーブル
（市販品）を 使
用して、接続機器を本機の Line Input
端子に接続する
Line Input端子

ペアリングモード：電源 / ペア
リングノブを青 LED が高速で点
滅するまで矢印
（反時計回り）
方
向にスライド
ボリュームノブ

音量を上げる：ボリュームノブ
を （時計回り）方向にスライド
音量を下げる：ボリュームノブ
を （反時計回り）方向にスライ
ド

Bass Boost の使いかた
本機は低音専用のアクチュエータ（振動子）を
本体内部に搭載しています。アクチュエータの
振動はオン / オフすることができます。

Bass Boost On/Oﬀスイッチ

2
3

3.5mmステレオ
ケーブル（市販品）

スマートフォ
ン、
タブレット、
パソコンなどへ

本機の電源をオンにする
緑 LED が常灯（点灯）します。
（Bluetooth 接続がある場合でも有線接続
が優先されます）
接続機器で音楽を再生する
接続機器の音量を最大近くまで上げ、本
機のボリュームノブで音量を調整します。

Bass Boostをオンにする：Bass
Oﬀスイッチを右に切り替える

Boost On/

・ LEDの変化はありません。
・ 本機底面が音楽の低音と同期して振動します。
・ 底面から設置した机やサイドボードに振動を
伝えるため、本機を置く場所によって、低音の
響きが変化します。
Bass Boostをオフにする：Bass
Oﬀスイッチを左に切り替える

Boost On/

・ 低音の振動が気になる場合は、Bass Boostを
オフにして音楽をお楽しみください。

電波/電池/グリルについて
Bluetooth

®

について

● 本製品は、電波法に基づく小電力データー通信システム無

線局設備として技術基準適合証明を受けております。ご利
用にあたり無線局の免許は必要ありません。
● 本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。
この周波数帯では
産業・科学・医療用機器等のほか、
工場の生産ラインで等で使
用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特
定小電力無線局、
アマチュア無線等が運用されています。
● 分解や改造を行う、本製品の技術基準適合証明マーク
（ マー
ク）
を消す、といった行為は法律で禁じられています。
● この無線機は2.4GHz帯を使用し、変調方式としてFH−SS
変調方式を採用し、与干渉距離は10ｍ以内です。
● 万一、この製品と移動体識別用の無線局及び特定小電力無
線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用
場所を変更するか、製品の使用を中止し電波の発射を停止
してください。
● その他、同周波数帯を使用する無線機器
（電子レンジ、ペー
スメーカー、IEEE802.11g/b規格の無線LAN機器）の近く
で本製品を使用すると、電波の干渉が発生する恐れがあり
ます。
● 本製品付属のUSBケーブルはBluetooth規格対応の全ての
機器との接続動作を保証したものではありませんのでご了
承ください。
● Bluetooth®の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、フォスター電機株式会社は
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。
その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者
に帰属します。

仕様
使用スピーカー
周波数帯域

実用最大出力
通信方式
出力
見通し距離
使用周波数帯域
対応プロファイル
対応コーデック
充電
NFC
外部入力

N マークについて
NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国におけ
る商標あるいは登録商標です。

リチウムイオン充電池
（内蔵式）
について
● 本製品を廃棄する際、リサイクルにご協力いただける場合

は本製品を下記宛先まで着払いにてお送りください。なお、
電池を取り出したあとの本製品は返却いたしかねますので
予めご了承ください。
フォステクスカンパニー
KOTORI OFFICE
〠196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号

● 充電式電池の液が漏れたときは、素手で本製品には触らな

いでください。
● 万一、身体に液がついた場合、すぐにきれいな水で洗い流
し、けがの症状がある場合は医師に相談してください。
● 付属のUSBケーブル以外で充電をしないでください。
● 直射日光の当たるところ、
炎天下の車中など、高温の場所で
の使用や保管、放置をしないでください。
● お客様個人での充電池の交換は、
大変危険ですので、絶対に
しないでください。

スピーカーグリルについて

● 本製品のスピーカーグリルはマグネット式で交換が可能で

す。本機の下側にある金属プレートと、スピーカーグリルの
マグネットを装着させてご使用ください。
● マグネットと本機がこすれ汚れが付着した場合は、柔らか
い布などで拭き取ってください。

保証とアフターサービス
フルレンジ直径40mm×2
アクチュエータ直径47mm×1
60Hz-20,000Hz

2.0W＋2.0W＋1.7W(アクチュエータ)
Bluetooth標準規格ver.4.1
Bluetooth標準規格
約10m
2.4GHz帯
A2DP
SBC
マイクロUSB 充電
対応
ステレオミニジャック
（AUX入力端子）
リチウムイオンバッテリー
電源
(2800mAh)
消費電力(AC電源使用時)
約12W（内蔵充電池充電中）
電池持続時間（Bluetooth接続時） 約10時間
最大外形寸法（幅×高さ×奥行） W206mm×H91mm×D75mm
質量
約600g
マイクロUSBケーブル、
付属品
取扱説明書/保証書(本書)
製造国
中国
※ 本機は防滴防水仕様ではありません。

アフターサービスについて
● 製品の保証書は、下記欄に印刷されています。
お買い上げの

際に、販売店で以下の保証書に所定の事項を記入してお渡し
します。
記載内容をお確かめの上、
大切に保管してください。
● 保証期間は、お買い上げ日から1年です。
期間中は保証書の
規定に基づいて、当社サービス部門が修理いたします。
詳細
については、下記の「無償修理規定」をお読みください。
● 保証期間を過ぎてしまった場合、または保証書を紛失した
場合の修理については、お買い上げの販売店、または当社営
業窓口へご相談ください。
● 保証期間を過ぎてしまった場合でも、修理によって製品の
機能が維持できる場合には、お客様のご要望により、有料修
理いたします。修理金額の見積もり／修理期間などについ
ては、お買い上げの販売店または当社営業窓口へご相談く
ださい。
● この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必
要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
● 当社営業窓口、およびサービス部門の連絡先は、以下のよう
になっています。お気軽にご相談ください。
フォステクスカンパニー
KOTORI OFFICE
〒196-8550
東京都昭島市つつじが丘一丁目１番109号
support@kotori.fostex.jp
0120-355-010 （10:00〜12:00、
13:00〜16:00、
土日・祝日および当社指定休日を除く）

困ったときは
症状
電源が入らない
ペアリングでき
ない

対処
充電をしてください。
・本機と接続機器を1 m以内に近づけて
ください。
・接続機器のペアリング情報を削除し、
も
う一度ペアリングしなおしてください。
ペアリング後、す 接続機器を本機に接続しても、接続機器
ぐに動作しない
の接続動作の時間差により、すぐに動作
しない場合があります。
音楽が聴こえない ・音楽データをストリーミングデータと
して送信するためにはA2DPに対応し
ている必要があります。ご使用の機器
の説明書をご確認ください。
・接続機器で音楽を再生してください。
音が出ない
・ペアリングが正常にできているかご確
認ください。
・本機および接続機器の音量を調節して
ください。
音が途切れる、ま ・接続機器でご使用にならないアプリ
たは動作する反
ケーションを終了してください。
応が悪い
・電波を遮ってしまう物、壁、人体が本機
と接続機器の間にないことをご確認く
ださい。
・本機の電源を入れ、接続機器との接続
中、または接続機器の電源を入れてか
らの数秒間は、再生操作で音が途切れ
る場合があります。

症状
音がひずむ

対処
・本機の音量を下げてください。
・充電をしてください。
音が途切れる、
ノ ・電子レンジ、無線LAN、コードレス電話
イズ
（雑音）
が出る などを本機から離してください。
・充電をしてください。
充電できない
・パソコンの電源が入っているかご確認
ください。
・本機とパソコン、
またはUSB変換ACア
ダプター
（市販品）
が付属USBケーブル
でしっかり接続されているかご確認く
ださい。

上記の処理を行っても問題が解決しない場合は工場出荷状態
にするリセットを行ってください。
リセット方法：
ステレオケーブルを接続しない状態で、電源オフ状態から、電
源ノブを反時計回りにスライドし、約10秒間保持すると黄色
LEDが３回点滅した後青色LEDが点滅し続けます。
その後、電
源をオフにするとリセットが完了します。

無償修理規定について
1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故
障が発生した場合には、弊社サービス部門が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受ける場合は、
(1)製品と保証書をご持参の上、本製品の取扱代理店、また
は弊社サービス部門へ修理をご依頼ください。
(2)離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った
場合は、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご贈答品などで所定事項の記入がない場合、電源周波数の異なる
地域へのご転居の場合には、弊社サービス部門へご相談ください。
4. つぎの場合には、保証期間内でも有償修理となります。
(1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(2) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
(3)火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電
圧による故障および損傷。
(4)接続している他の機器に起因する故障および損傷。
(5)異常磨耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗
部品による故障および損傷。
(6)特殊業務、または特に苛酷な条件下において使用され
た場合の故障および損傷。
(7)電源周波数の変更、およびメンテナンス。
(8)保証書のご提示がない場合。
(9)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、取り扱い店 (印)
の記入がない場合、
あるいは字句を書き換えられた場合。
5. 保証書は、日本国内のみにおいて有効です。
6. 保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管
してください。
※ この保証書は、
本書に明示した期間・条件のもとにおいて、
無料
修理をお約束するものです。
したがって、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などについてご不明な場合は、本製品の取
り扱い店、
または弊社サービス部門へお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につい
ては、前述の「アフターサービスについて」をご覧ください。

保

証

書

このたびは KOTORI 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。厳
格な検査を経てお手元にお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で故障が発生
した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。
本書をご提示の上、取扱販売店または当社営業窓口へ修理をご依頼ください。
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社
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☎

フォステクスカンパニー
KOTORI OFFICE
〠 196-8550
東京都昭島市つつじが丘一丁目 1 番 109 号
support@kotori.fostex.jp
☎ 0120-355-010
（10:00〜12:00、13:00〜16:00、土日・祝日および当社指定休日を除く）

・ご販売店様へのお願い
・お客様へのお願い

必ず太枠内の所定事項を記入捺印の上、お客様にお渡しください。
保証期間内に無料修理を受ける場合、太枠内の記載がないときには、
「領収書」または「納品書」などといっしょに本書を提出してください。

①

Made in China

下記４点の

