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HPB-SW40
取扱説明書・保証書

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」（3ページ）を必ずお読みください。
取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
いつでも見られるところに必ず保管してください。

ショルダースピーカー
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 安全上のご注意
火災や感電などによる人身事故を防ぐため、次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る
注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐに
お買い上げの販売店またはアイワお客様ご相談窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら
電源を切り、付属のUSBケーブルをUSB電源から抜き、お買い上げの販売店またはアイワお客様ご
相談窓口に修理を依頼してください。

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本
文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがな
どの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身
事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺
の家財に損害を与えたりすることがあります。

行為を禁止する記号 行為を指示する記号

可燃ガスのエアゾールやスプレーを使用しない
清掃用や潤滑油などの可燃性ガスを本機に使用すると、モーターやスイッチの接点、
静電気などの火花、高温部品が原因で引火し、爆発や火災が発生する恐れがあります。

火の中に入れない

分解しない
故障や感電の原因となります。絶対に分解しないでください。
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火のそばや炎天下などへ放置しない

充電には付属のケーブルを使用する
付属品以外をご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあります。故障の原
因ともなり、発煙、発火の恐れがあります。

内部に水や異物を落とさない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源を切り、電源プラグをコンセントか
ら抜き、お買い上げの販売店またはアイワお客様ご相談窓口にご相談ください。

USBケーブルを傷つけない
USBケーブルを傷つけると、火災や感電の原因となります。
• USBケーブルを加工したり、傷つけたりしない。
• 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
• 熱器具に近づけない。加熱しない。
• USBケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
万一、USBケーブルが傷んだら、お買い上げの販売店またはアイワお客様ご相談窓口
に交換をご依頼ください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かない
火災や感電の原因となることがあります。とくに風呂場では絶対に使用しないでくだ
さい。

雷が鳴りだしたら、USB電源に触れない
感電の原因となります。

ぬれた手でUSB電源にさわらない
感電の原因となることがあります。

一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄しない
火災や破裂の原因となることがあります。

USB Type-Cの端子は、まっすぐ差し込む
USB Type-C端子を接続する際は、まっすぐ差し込んでください。
無理に入れると、コネクター内部が変形し端子間がショートして火災や感電の原因と
なります。

USBケーブルを傷つけない
端子が曲がったものは使用しないでください。端子間がショートして火災や感電の原
因となります。
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車の中で使用しない
スピーカー本体がブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げになり、事故やケ
ガの原因となることがあります。

屋外や窓際で使用しない
雨水などにさらされ、火災や感電の原因となることがあります。また、直射日光を受け
ると、本機が熱を持ち、故障することがあります。

本体やACアダプターを布団などでおおった状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

移動させるとき、長時間使わないときは、USB電源を抜く
USB電源を差し込んだまま移動させると、USBケーブルが傷つき、火災や感電の原因
となることがあります。
長期間の外出・旅行のときは安全のためUSB電源をコンセントから抜いてください。
差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。

お手入れの際、USB電源を抜く
USB電源を差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となること
があります。また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確認してください。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない
耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

はじめから音量を上げすぎない
耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止する
本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。

本機を装着したまま眠ったり充電したりしない

かゆみ、かぶれ、湿疹、赤みが見られるなど、違和感があったら使わない
本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはお買い上げの
販売店またはアイワお客様ご相談窓口にご相談ください。

の原

トか

窓口

でくだ

因と

電の原
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正しく装着し、使用する
事故や体調不良の原因となります。

幼児の手の届かない場所に置く
けがの原因となることがあります。お子さまがさわらぬようにご注意ください。
万一、端子のキャップを誤って飲み込んだ時は、窒息する恐れがありますので、ただち
に医師にご相談ください。

磁力の影響を受ける医療機器のそばで使わない
本機は磁石を使用しているため、心臓ペースメーカーや除細動器、水頭症治療用圧可
変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。本機をこれらの医
療機器、および医療機器をご使用の方に近づけないでください。

本機を航空機内で使わない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは利用を控える
電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあり
ます。

本機を心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

人が通行するような場所に置かない
コード類は正しく配置する
電源コードや信号ケーブルは、足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの
原因となることがあります。人が踏んだり、引っかけたりするようなおそれのある場
所を避け、充分注意して接続・配置してください。

電
液漏
項を

充電
液が
相談
液が
れい
液が
皮膚

• 火の
• 火の
• 充電
が発
• 充電
場合
があ
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特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない
本機はワイヤレス機能を内蔵しています。
以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、本機のワイヤレ
ス機能を使用しないようにしてください。
また、緊急の場合には、ただちに本機の電源を切ってください。
• 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。
電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあ
ります。
• 航空機の機内ではワイヤレス機能を使用しない。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。ワイヤレ
ス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社に使用条件などをご確
認ください。
• 本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ただちに使用をやめ
る。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機は、国内専用です
海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられること
があります。

電池についての安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避けるため、下記の注意事
項を必ずお守りください。

充電式電池が液漏れしたとき
充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
液が本体内部に残ることがあるため、お買い上げの販売店またはアイワお客様ご相談窓口にご
相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのき
れいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、
皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

• 火の中に入れない。分解、加熱しない。
• 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。
• 充電時、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電を停止してください。電池
が発熱、破裂、発火する原因になるおそれがあります。
• 充電が終わったら必ずUSBケーブルを取り外してください。所定の充電時間を超えて充電した
場合、内部電池が発熱、発火、破裂する危険性があります。また電池寿命に影響を与える可能性
があります。
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• 定期的に充電してください。
長期間使用しない場合でも定期的に充電することで電池の性能が劣化するのを防ぐことができ
ます。

内蔵バッテリーについて
• 充放電回数や使用期間などによって、少しずつ充電能力が低下し、持続時間が短くなります。
バッテリーの消耗は特性であり、故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。
• 周囲の温度が低い場合には、持続時間は短くなります。

廃棄について
• 本製品には、リチウムイオン電池が使用されています。
一般ゴミとして廃棄できません。
この充電式電池の取り外しはお客様ご自身では行わず、アイワお客様ご相談窓口にご相談くだ
さい。

無線機器について
機器認定について
本機は、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、本機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。
• 本機を分解/改造すること

周波数について
本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波
数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、次の事項に注意し
てご使用ください。

本機の使用上の注意事項
本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この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、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無
線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運
用されています。
1.  本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を
変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、アイワお客様ご相談窓口までお問い合わせく
ださい。アイワお客様ご相談窓口については、製品保証書をご覧ください。

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を
採用し、与干渉距離は10 mです。

電波
本機
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電波法に基づく認証について
本機に内蔵された無線装置は、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。従って、本機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。
• 本機に内蔵の無線装置を分解／改造すること
• 本機に内蔵の無線装置に貼ってある認証ラベルをはがすこと

使用上のご注意
取り扱いについて
• スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解、改造などはし
ないでください。
• 次のような場所には置かないでください。
‒ 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高い所
‒ 窓を閉め切った自動車内（特に夏季）
‒ 風呂場など、湿気の多い所
‒ ほこりの多い所、砂地の上
‒  時計、キャッシュカードなどの近く
（録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーに近づけ
ないでください。）
‒ 激しい振動のある所

• 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないで
ください。
• 持ち運ぶ際、フロッピーディスクやクレジットカードなど磁気の影響を受ける物は、スピーカー
システムの近くに置かないでください。

BLUETOOTH®通信について
• Bluetooth無線技術ではおよそ10m程度までの距離で通信できますが、障害物（人体、金属、壁な
ど）や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
• Bluetooth通信は以下の状況において、ノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなること
があります。
‒  本機とBluetooth機器の間に人体がある場合
この場合は、本機のアンテナと同じ方向にBluetooth機器を置くと改善されます。
‒ 本機とBluetooth機器の間に金属、壁などの障害物がある場合
‒  無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している
場所など
‒ 屋外では室内に比べて壁、床、天井などの電波の反射が少ないため、室内よりも音の途切れな
どが起こりやすくなります。
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‒ 本機のアンテナは、下記の図の点線で示した部分に内蔵されています。接続するBluetooth機
器と本機のアンテナとの間に障害物が入らないようにすることで、Bluetooth通信の感度は
向上します。

• 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れ
たりすることがあります。
• Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、無線
LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉のためノイズや音途切れが発生したり、接続
できなくなることがあります。この場合、次の対策を行ってください。
‒ 本機とBluetooth機器を接続するときは、無線LANから10 m以上離れたところで行う。
‒ 10m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。
‒ 本機とBluetooth機器をできるだけ近付ける。

• Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。
場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBluetooth機器
の電源を切ってください。
‒ 病院内／電車内の優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所／自動ドア
や火災報知機の近く

• 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本機側での再生が遅れるため、動画
視聴時やゲームでご使用の場合、映像と音声がずれる場合があります。
• 本機は、Bluetooth無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、Bluetooth標準規格に
準拠したセキュリティー機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティーが充分
でない場合があります。Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
• Bluetooth通信時に情報の漏洩が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので、あら
かじめご了承ください。
• 本機はすべてのBluetooth機器とのBluetooth接続を保証するものではありません。
‒ 接続するBluetooth機器は、Bluetooth SIG, Inc.の定めるBluetooth標準規格に適合し、認証
を取得している必要があります。
‒ 接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接
続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。

• 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

その
• 充電
• 長期
• 長い
• 使用
• 汚れ
• シン
• 水が
くだ
‒ 洗
‒ 汗
‒ 操
‒ ご

• 落と
• 他に
売店

保
保証
• 所定
• 保証

アフ
調子が
この説

それで
アイワ

保証期
製品保

保証期
修理

部品
補修用
す。た
了承
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その他のご注意
• 充電中はスピーカーの電源が入りません。
• 長期間使用しない場合、電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電を行ってください。
• 長い間使わなかったときは、充電時間が長くかかる場合があります。
• 使用可能時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の寿命と考えられます。
• 汚れは乾いた柔らかい布でふきとってください。
• シンナーやベンジン、アルコール類は表面の仕上げや布地を痛めますので使わないでください。
• 水がかからないようご注意ください。本機は防水仕様ではありません。特に以下の場合ご注意
ください。
‒ 洗面所などでの使用
‒ 汗をかく状況での使用
‒ 操作部やDC-IN 5V端子は濡れた手で触らないようご注意ください。
‒ ご使用後、および充電前には乾いた布で水分や汗をふきとってください。

• 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
• 他に疑問点や問題点がある場合は、もう一度この取扱説明書をよく読んでから、お買い上げの販
売店またはアイワお客様ご相談窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス
保証書
• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて
調子が悪いときは
この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも調子が悪いときは
アイワお客様ご相談窓口またはお買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中の修理は
製品保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは製品保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
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させていただきます。

部品の保有期間について
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）を、製造打ち切り後6年間保有していま
す。ただし、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のでご
了承ください。
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本機の概要
本製品は、大口径スピーカーを限りなく耳に近づけた新しい製品形状により、迫力
ある重低音と立体感のあるこれまでにない音の世界の体験を実現しました。
付属のBluetooth送信機と組み合わせることで、大迫力のサウンドをワイヤレ
スで楽しめます。

梱包内容の確認
本機を箱から出したら、以下の付属品があることを確認してください。

ショルダースピーカー Bluetooth送信機 取扱説明書/保証書（本書）

音声ケーブル USBケーブル
（ショルダースピーカー充電用1本、
Bluetooth送信機給電用1本、計2本）

光デジタルケーブル ストッパー（2個）
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各部名称
ショルダースピーカー

5

2

1

4

3

6

1 スピーカー部 4 左（  ）ボタン

2 右（MUTE）ボタン 5 操作ダイヤル

3 モードランプ 6 DC-IN 5V（充電用）端子

Bluetooth送信機

8 97

64 5321

1 AUDIO IN端子 6 入力切換スイッチ（AUDIO/SPDIF 1/SPDIF 2）

2 SPDIF 1（光デジタル入力1）端子 7 電源ランプ

3 SPDIF 2（光デジタル入力2）端子8 コーデックランプ

4 DC5V（電源用）端子 9 セットランプ

5 電源/ペアリングボタン
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ス

1. 

2. 

電池
スピ
色の

各ランプについて
スピーカーおよびBluetooth送信機のモードや接続状態に応じて、各ランプが
以下のように点灯または点滅します。

■ショルダースピーカー（モードランプ）
電源オン 青色で点灯（2秒）
電源オフ 赤色で2秒点灯したあと消灯
電池残量が少ない 赤色で点灯（1秒）・消灯（4秒）をくり返す

（10分に一度警告音が鳴ります）
充電中 赤色で点灯
充電完了 消灯
ペアリングモード中 青色と赤色で交互に点滅
Bluetooth接続中 青色で点灯（1秒）・消灯（4秒）をくり返す
Bluetooth未接続 青色で点滅
リセット 赤色で4回点滅したあと消灯

■Bluetooth送信機（電源ランプ／コーデックランプ／セットランプ）
電源オン 電源ランプが青色で点灯
電源オフ 電源ランプが赤色で点灯

（ケーブル接続後、点灯まで約5秒かかります）
ペアリングモード中 セットランプが青色と赤色で交互に点滅
Bluetooth接続中 接続したコーデックランプが青色で点灯
Bluetooth接続中（2台目）接続したコーデックランプとセットランプが点灯
Bluetooth未接続 すべてのコーデックランプが青色で点滅
リセット すべてのランプが赤色で点灯
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スピーカーを充電する

1. スピーカーのDC-IN 5V端子カバーを開け、付属のUSB ケーブ
ルを接続する。
• USBケーブルは2本付属していますが、どちらをお使いいただいてもか
まいません。

2. USB ACアダプター（市販品）にUSBケーブルを接続し、コン
セントに差し込む。
•充電中はスピーカーのモードランプが赤色に点灯します。
充電が完了するとモードランプが消灯します。USBケーブルを取り外し
てください。
•USB ACアダプター（市販品）は、出力：DC 5V 500mA以上のものをお
使いください。
•充電中はスピーカーを使用できません。

DC-IN 5V
端子カバー

USBケーブル

USB ACアダプター
（市販品）

電池残量が少ないときは
スピーカーの電源がオンのとき、電池残量が少ない場合は、モードランプが赤
色の点灯（1秒）と消灯（4秒）をくり返します。

赤色の点灯（1秒）と
消灯（4秒）

プが

灯
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 スピーカーの装着方法
注意

•スピーカーの装着時、左右外側に開くことができますが、無理に強い力で開
かないでください。破損の原因になります。

ストッパーを装着する
付属のストッパーをスピーカーの左右にはめ込みます。
スピーカーの位置がずれないように、ストッパーを適切な位置まで回して支え
ることができます。

ストッパー
落下防止のため、
首に触れる内側に
向けて装着します。

スピーカーの位置を調節する
お客様の体型や姿勢などに合わせて、スピーカー部の位置や向きを調節するこ
とができます。

スピーカーの位置や
向きを調節
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 Bluetooth送信機を設置する

 Bluetooth送信機をコンセントに接続する
Bluetooth送信機とUSB ACアダプター（市販品）を付属のUSBケーブルで接
続します。
•電源ランプが赤色で点灯します。
•テレビなどのUSBポートから給電すると、送信する音声にノイズが入ること
があります。
•USB ACアダプター（市販品）は、出力：DC 5V 500mA以上のものをお使い
ください。

給電から約5秒後に
赤色に点灯

USBケーブル

USB ACアダプター
（市販品）

Bluetooth送信機とテレビを接続する

光デジタルケーブルで接続する場合

1. お使いのテレビとBluetooth送信機を、付属の光デジタル
ケーブルで接続する。
•テレビとの接続方法について詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書な
どをご覧ください。
•端子はしっかりと奥まで差し込んでください。

光デジタルケーブル

開

支え

るこ
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B
あら
色に

1. 

Blu
Blue
電源

2. Bluetooth送信機の入力切換スイッチを、接続した光デジタ
ル音声入力端子の番号（SPDIF1または2）に切り換える。
•入力切換スイッチの操作は、Bluetooth送信機の電源がオフの時に行っ
てください。

入力切換スイッチ

注意

•光デジタルで接続しても音声が聞こえない場合は、テレビの音声出力が「ス
テレオ」または「PCM」であることを確認してください。詳しくはお使いのテ
レビの取扱説明書などをご覧ください。

お使いのテレビに光デジタル出力端子がない場合
テレビのΦ3.5ステレオヘッドホン端子とBluetooth送信機を、付属の音声ケー
ブルで接続します。
その場合、入力切換スイッチは「AUDIO」に設定してください。

音声ケーブル

注意

•音声ケーブルをテレビのヘッドホン端子に接続すると、テレビからは音が出
なくなります。
•ただし一部のテレビでは、設定によりテレビのスピーカーからも同時に音声
を出力できる場合があります。詳しくはお使いのテレビの取扱説明書などを
ご覧ください。
•テレビなどのUSBポートから給電すると、送信する音声にノイズが入ること
があります。
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Bluetooth送信機の電源を入れる
あらかじめ、Bluetooth送信機に電源が供給されていること（電源ランプが赤
色に点灯）を確認してください。（17ページ）

1. Bluetooth送信機の電源/ペアリングボタンを押す。
電源ランプが青色に点灯し、Bluetooth送信機の電源がオンになります。
Bluetooth接続していないときは、コーデックランプが点滅します。

電源/ペアリングボタンを
押す

青色に点灯 点滅

Bluetooth送信機の電源をオフにするには
Bluetooth送信機の電源/ペアリングボタンを約2秒長押しします。
電源ランプが赤色に点灯し、電源がオフになります。

タ

行っ

ス
のテ

ケー

が出

音声
どを

と
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 スピーカーとBluetooth送信機を接続する
はじめに、スピーカーとBluetooth送信機の接続登録（ペアリング）を行います。
一度ペアリングを行うと、その後はスピーカーとBluetooth送信機の電源をオ
ンにするだけでBluetooth送信機と自動的に接続するようになります。

1. Bluetooth送信機の電源がオンになっていることを確認する。
2. 電源オフの状態から、モードランプが赤色と青色の交互に点
滅するまでスピーカーの左（  ）ボタンを長押しする。

左（  ）ボタンを
長押し

赤色と青色の
交互に点滅

3. Bluetooth送信機の電源/ペアリングボタンを短く2回押す。
Bluetooth送信機のセットランプが赤色と青色で交互に点滅し、ペアリン
グモードになります。

赤色と青色の
交互に点滅

短く2回押す
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Bluetooth送信機と接続すると、スピーカーのモードランプが青色の点灯（1秒）
と消灯（4秒）をくり返して、接続完了音が鳴ります。

青色の点灯（1秒）と
消灯（4秒）

また、接続したコーデックに従って、Bluetooth送信機のコーデックランプが
点灯します。

接続したコーデックがランプ点灯

注意

•スピーカーとBluetooth送信機はQualcomm® aptX™での接続が標準です。
•Qualcomm® aptX™ Low Latencyでの接続は、スピーカーとBluetooth送信
機が接続された状態でBluetooth送信機の電源/ペアリングボタンを短く3回
押してください。Bluetooth送信機が再起動され、Qualcomm® aptX™
Low Latencyで接続されます。
•Qualcomm® aptX™ Low Latencyでの同時接続は1台のみとなります。
•ペアリングができない状態で約5分経過すると、スピーカーの電源は自動的
にオフになります。

ます。
をオ

する。

点

す。
リン
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 スピーカーで音を楽しむ
あらかじめ、スピーカーとBluetooth送信機の接続登録（ペアリング）を行いま
す。（20ページ）

1. Bluetooth送信機の電源がオンになっていることを確認する。
2. 電源オフの状態から、スピーカーの左（  ）ボタンを約3秒長押
しする。
スピーカーのモードランプが青色に2秒点灯し、電源がオンになります。
その後Bluetooth送信機と自動的に接続されます。

左（  ）ボタンを
約3秒長押し 青色に2秒点灯

3. スピーカーを装着する。（16ページ）

4. テレビの電源を入れ、音源を再生する。
スピーカーから音が出ます。
•テレビの操作方法について詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書など
をご覧ください。
•スピーカーから音が出ないときは、「故障かなと思ったら」（29ペー
ジ）をご覧ください。
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5. 使い終わったら、スピーカーの電源をオフにする。
スピーカーの左（  ）ボタンを約3秒長押しします。
モードランプが赤色に2秒点灯したあと消灯し、電源がオフになります。

左（  ）ボタンを
約3秒長押し

赤色に2秒点灯したあと
消灯

注意

•スピーカーの電源をオンのままにしていても、無音や未接続の状態が約5分
続くと、スピーカーの電源は自動的にオフになります。

音量を調節する
スピーカーの操作ダイヤルを左右に止まるまでひねるたびに、音量が1段階ず
つ上下します。

操作ダイヤルを
左右に止まるまでひねる

注意

•音源によって音量が異なります。耳を傷めないよう、音量には十分注意して
ください。

いま

する。

長押

。

など
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1. 
2. 

注意

• Qu
• 1台

低音のイコライザ設定を調節する
スピーカーの右（MUTE）ボタンを押すたびに、イコライザ設定が切り替わりま
す。
•イコライザは6段階で調節できます。
右（MUTE）ボタンを押すごとに設定は以下のように変わります。

1 2 3 4 5 6
最小 初期値

1に戻る

最大

右（MUTE）ボタンを押す

音をミュート（消音）する
スピーカーの右（MUTE）ボタンを約1秒長押しすると、音がミュートされます。
もう一度約1秒長押しすると、元の音量に戻ります。
•ミュート中も映像は停止しません。

右（MUTE）ボタンを
約1秒長押し
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その他の使いかた

2台目のスピーカーとBluetooth接続する
付属のBluetooth送信機は、同時に2台の機器とBluetooth接続できます。
すでに1台のスピーカーと接続している状態で、もう1台のスピーカーなどとの
接続操作を行う方法を説明します。

1. 接続するスピーカーなどをペアリングモードにする。
2. Bluetooth送信機の電源/ペアリングボタンを短く2回押す。
2台目のスピーカーと接続すると、Bluetooth送信機のコーデックランプ
とセットランプが点灯します。

コーデックランプとセットランプが点灯

短く2回押す

注意

• Qualcomm® aptX™ Low Latencyの2台同時接続には対応しておりません。
• 1台がQualcomm® aptX™、1台がSBCの場合、2台ともSBCとなります。

りま

す。
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スピーカーを他のBluetooth機器と接続する
スピーカーを他のBluetooth機器（スマートフォン・タブレットなど）と接続し
て音を楽しむこともできます。

1. 電源オフの状態から、スピーカー
の左（  ）ボタンを長押しする。
スピーカーがペアリングモードにな
ります。

左（  ）ボタンを
長押し

2. 接続する機器のBluetooth機能をオンにして、ペアリング
モードにする。
接続する機器の操作方法について詳しくは、お使いの機器の取扱説明書な
どをご覧ください。

3. 互いの機器を登録する。
他の機器からは、スピーカーは「HPB-SW40 aiwa」と表示されます。

音源を再生/一時停止する

スピーカーの左（  ）ボタンを押すたびに、
再生/一時停止が切り替わります。

左（  ）ボタンを押す

注意

•テレビ放送など、音源によっては操作できない場合があります。
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次/前の音源の頭出しをする

スピーカーの操作ダイヤルを約1秒以上ひ
ねったままにすると、次または前の音源の
頭出しができます。

操作ダイヤルを
ひねったままにする

注意

•テレビ放送など、音源によっては操作できない場合があります。

 設定をリセットする
スピーカーまたはBluetooth送信機のすべての設定をリセットします。

スピーカーをリセットするには

1. スピーカーの電源がオンの状態で、左（  ）ボタンと右（MUTE）
ボタンを同時に約6秒長押しする。
モードランプが赤色で4回点滅した
あと消灯し、すべての設定がリセット
されて再起動します。

左（  ）／右（MUTE）
ボタンを同時に
約6秒長押し

赤色で
4回点滅した
あと消灯

続し

書な

押す
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音が

Bluetooth送信機をリセットするには

1. Bluetooth送信機の電源がオフの状態で、電源/ペアリングボ
タンを約7秒長押しする。
Bluetooth送信機のすべてのランプが赤色に点灯し、すべての設定がリ
セットされて再起動します。

電源/ペアリングボタンを
約7秒長押し

すべてのランプが赤色に点灯

注意

•登録したペアリング情報も削除されますので、次回ご使用の際は再度ペアリ
ング操作を行ってください。
また、初期化した後に接続ができなくなった場合は、接続先の登録をいった
ん削除してから再度ペアリング操作を行ってください。

Qualcomm® aptX™ Low Latencyで接続する
映像と音声のずれが気になる方はこちらのモードをお試しください。

1. Bluetooth送信機とスピーカーが接続された状態で、電源/ペ
アリングボタンを短く3回押す。

電源/ペアリングボタンを
短く3回押す

再起動後、aptXLLランプが点灯

注意

• Qualcomm® aptX™で接続する場合は、再度、電源/ペアリングボタンを短く
3回押してください。
•Qualcomm® aptX™に比べてノイズが発生しやすくなります。
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 故障かなと思ったら
症　状 ご確認ください

スピーカーの電源が入
らない

 ➡内蔵バッテリーが充電されているか確認してください。
 ➡充電中はスピーカーの電源が入りません。充電完了
後はUSBケーブルを抜いてからご使用ください。

Bluetooth送信機の
電源が入らない

 ➡USBケーブルがBluetooth送信機のDC5V端子に
しっかりと差し込まれているか、確認してください。
 ➡電源ランプが赤色に点灯していますか？赤色に点灯
していない場合は、充電器の故障やUSBケーブルに
断線がないか、確認してください。

音が出ない  ➡スピーカーの電源がオンになっているか、確認してく
ださい。
 ➡Bluetooth送信機の電源がオンになっているか、確認
してください。
 ➡スピーカーやテレビの音量が最小になっていないか、
確認してください。
 ➡Bluetooth送信機の入力切換スイッチが正しく設定
されているか、確認してください。
 ➡光デジタルケーブルで接続している場合、テレビの
デジタル音声出力が「ステレオ」または「PCM」になっ
ているか、確認してください。
 ➡音声ケーブルで接続している場合、テレビと
Bluetooth送信機の接続端子にしっかりと差し込ま
れているか確認してください。
 ➡音声ケーブルで接続している場合、テレビ側の出力設
定が正しく設定されていることを確認してください。
 ➡一時停止モードになっていませんか？スピーカーの
左（  ）ボタンを押して一時停止モードを解除してく
ださい。

音が出ない  ➡ミュート（消音）モードになっていませんか？スピー
カーの右（MUTE）ボタンを約1秒長押しして、ミュー
トモードを解除してください。
 ➡スピーカーとBluetooth送信機のBluetooth接続が切
れていないか、確認してください。
 ➡スピーカーまたはBluetooth送信機をリセット
（27ページ）して、再度接続してください。

グボ

リ

アリ

た

/ペ

短く
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外形

重量

■B
Blue

電源

入力

外形

重量

同梱

商標
• Blu
• Qu
• Qu
and
• apt
Un
• その
るい

症　状 ご確認ください
雑音が入る  ➡近くで携帯電話や電子レンジ、無線LAN（Wi-Fi）機器な

ど電波を発するものを使用しないでください。

ペアリング（機器登録）
できない
スピーカーと
Bluetooth送信機を
Bluetooth接続でき
ない

 ➡スピーカーとBluetooth送信機の距離を近づけてく
ださい。
 ➡スピーカーの左（  ）ボタンを長押しして、ペアリン
グモードにしてください。
 ➡ペアリング済みの他のBluetooth機器を停止、または
切断をした後、再度ペアリング設定を行ってくださ
い。
 ➡接続先の登録をいったん削除してから再度ペアリン
グ設定を行ってください。

Qualcomm® aptX™ 
Low Latencyでペア
リングできない

 ➡Qualcomm® aptX™ Low Latencyに対応している
機器か確認してください。対応していない機器は、
Qualcomm® aptX™ Low Latencyで接続できませ
ん。
 ➡スピーカーとBluetooth送信機の接続中に
Bluetooth送信機の電源/ペアリングボタンを3回短
く押してください。Bluetooth送信機が再起動し、
Qualcomm® aptX™ Low Latencyで接続されます。

それでも解決しない時
は… 

 ➡アイワお客様ご相談窓口にご相談ください。

主な仕様
■ショルダースピーカー（HPB-SW40）
Bluetooth バージョン Ver. 5.0

対応プロファイル  A2DP/AVRCP
対応コーデック SBC/AAC/Qualcomm® aptX™ audio/

Qualcomm® aptX™ Low Latency

電源 DC5V 500mA（USB Type-C）
リチウムイオン電池 3.7V 700mAh
充電時間 約2時間
連続再生時間 約20時間

スピーカー部 口径　Φ100mm
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外形寸法 約330mm（幅）×190mm（高さ）×180mm（奥行）
（最大突起部含まず。スピーカーを横に寝かせた場合の最大幅は
約530mm）

重量 約360g

■Bluetooth送信機（BA-TX40）
Bluetooth バージョン Ver. 5.0

対応プロファイル  A2DP/AVRCP
対応コーデック SBC/Qualcomm® aptX™/

Qualcomm® aptX™ Low Latency

電源 DC5V 500mA（USB Type-C）

入力部 Φ3.5ステレオミニプラグ×1、
光デジタル×2

外形寸法 約60mm（幅）×16mm（高さ）×60mm（奥行）
（最大突起部含まず）

重量 約34g

同梱品 スピーカー（1）
Bluetooth送信機（1）
音声ケーブル（1）
USBケーブル（2）
光デジタルケーブル（1）
ストッパー（2）
取扱説明書/保証書（本書）

商標について
• Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, INC.の所有です。
• Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
• Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States
and other countries. 
• aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the
United States and other countries.
• その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あ
るいは商標です。なお、本文中では®、™マークは明記していません。
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ショルダースピーカー ／ Bluetooth送信機
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