
OW NER ’S  GU IDE  •  BRUG E RV E JLEDNING 
BED IE NUNGSANLE ITUNG •  GEB R U I K E RSHANDLE ID ING 

GU ÍA  D EL  US UARIO  •  KÄYTTÖOHJE  •  NOT ICE  D ’UT IL ISAT ION  
MA NUALE  D I  I STRUZ IONI  •  K E Z E L É S I  ÚTMUTATÓ 

BR UK ERVE ILEDNING •  P ODRĘ C Z NI K  UŻYTKOWNIKA 
BRUKSANVISN ING •   

SOUNDLINK®

AROUND-EAR WIRELESS 
 HEADPHONES II



2  -  日本語

安全上の留意項目

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。
• 大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間に
わたるヘッドホンのご使用の際は、大きな音量はお避けください。

 –ヘッドホンを使用する場合は、耳に負担をかけないように適度な音量に調節してください。

 –再生機器の音量を下げてからヘッドホンを耳に装着し、適度な音量になるまで少しずつ音
量を上げてください。

• 車の運転中や、外部音が聞こえないことによって自身や他の人に危険が生じる可能性がある
場合は、ヘッドホンを使用しないでください。

• 車道、建設現場、線路などの付近を歩いている時などにヘッドホンを使用する場合は、安全
に十分注意してください。アラームや警告音などの周囲の音が聞こえるように、ヘッドホン
を外すか、音量を下げてヘッドホンをお使いください。

• ヘッドホンを飛行機の座席端子に接続する際は、携帯電話用のアダプターは使用しないでく
ださい。使用した場合、怪我や過熱による物的損害が発生する恐れがあります。

• 熱を感じた場合、または音声が聞こえなくなった場合には、直ちに取り外し、接続を切断し
てください。

• 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの
液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、システム
内に液体が侵入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因とな
ることがあります。

•  ヘッドホンを長時間水に浸したり、水泳や水上スキー、サーフィンなどのウォータースポー
ツで使用したりしないでください。

• 緊急の場合以外、このヘッドホンを航空通信用ヘッドホンとして使用しないでください。
 –  バッテリーが消耗している、または正しく挿入されていない場合、音声は聞こえません。 
そのため、航空機の操縦中に通信を聞き逃す危険性があります。

 –  プロペラ機では通常、環境騒音レベルが非常に大きく、特に離陸時や上昇中に音声通信の受
信性能が低下する恐れがあります。

 –  Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones IIは、民間航空機以外の航空機が一般的に遭遇する
騒音レベルや高度、温度、その他の環境状況に合わせて設計されていないため、重要な通信
に妨害が起こる恐れがあります。

• 火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。

•  許可なく製品を改造しないでください。安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマン
スを損なう原因となり、製品保証が無効となる場合があります。

• バッテリーを直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。

• バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり、目の中に入らないようにしてく
ださい。液が体に付着した場合は水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

• バッテリーは使用する前に充電が必要です。必ず適切な充電器を使用し、メーカーの指示に
従って正しく充電してください。

• この製品のリチウムイオン充電池の取り外しはサービス担当者にお任せください。詳細につ
きましては、弊社Webサイトのサポートページを参照してください。

注 : この製品には、使用する国の法令 (UL、CSA、VDE、CCC など )に準拠した電源アダプターのみ
を お使いください。

この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。
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規制に関する情報

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other 
relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other EU directive requirements. The complete declaration of 
conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しな
いでください。

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an 
appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, 
human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact 
your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user’s authority to operate 
this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. 

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two 
conditions: 

(1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that 
may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
使用温度範囲 : 

使用中 : -20°C～ 45°C

充電中 : 5°C～ 40°C

BC
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規制に関する情報

製造日 : シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「5」は2005年または2015年です。

中国における輸入元 : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元 : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元 : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104  
Phone Number:   886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元 : Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 
11000 México, D.F. Phone Number:   5255 (5202) 3545

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements

Toxic or Hazardous Substances and Elements

Part Name Lead 
(Pb)

Mercury 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
(CR(VI))

Polybrominated 
Biphenyl 

(PBB)

Polybrominated 
diphenylether 

(PBDE)
PCBs X O O O O O

Metal Parts X O O O O O

Plastic Parts O O O O O O

Speakers X O O O O O

Cables X O O O O O

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O:  Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part 
is below the limit requirement of GB/T 26572.

X:  Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials 
used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

+

+
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規制に関する情報

製品情報の控え
シリアル番号は、ヘッドバンドのクッションの下と、付属の製品登録カードに記載されてい
ます。

シリアル番号 :  ____________________________________________________________________

モデル番号 :  ______________________________________________________________________

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。製品のご登録
をお願いいたします。 
登録は、http://global.Bose.com/registerから簡単に行えます。

AppleおよびAppleのロゴはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されて
います。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Android、Google Play、およびGoogle PlayのロゴはGoogle Inc.の商標です。

Bluetooth ®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこ
れらの商標を使用する許可を受けています。

N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。

©2017 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、
その他の使用は許可されません。
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B O S E ®  C O N N E C Tアプリ

Bose® Connectアプリで本製品の機能を活用することができます。

特長
• 本製品の能力を最大限に引き出します。

• ほとんどのApple製品およびAndroid™製品に対応し無料で提供されています。

• 1回のスワイプ操作だけでBluetooth®対応機器に簡単に接続し、複数の機器を切り
替えることもできます。

• ファームウェアアップデートで本製品を常に最新の状態に保つことができます。

• 音声ガイドの言語や自動オフ機能など、ヘッドホンの設定をカスタマイズするこ
とができます。
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はじめに  

お買い上げありがとうございます
この度はBose® SoundLink® around-ear wireless headphones IIをお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。このワイヤレスステレオヘッドホンは、邪魔なケーブ
ルに煩わされることなく、Boseの名にふさわしい高品質のオーディオパフォーマン
スと快適な装着感をお楽しみいただけます。

内容物の確認
ヘッドホンの箱には、ヘッドホン本体、キャリングケース、USB充電ケーブル、 
および予備用音声ケーブルが同梱されています。箱や梱包材は、後日修理やメンテ
ナンス等が必要になった場合のために 保管しておくことをおすすめします。

万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、ただちにお買い
上げになった販売店までご連絡ください。そのままでのご使用はお止めください。 
お問い合わせ先につきましては、22ページをご参照ください。

充電用USBケーブル

Bose® SoundLink® around-ear 
wireless headphones II

予備用音声ケーブル

キャリングケース
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はじめに  

ヘッドホン各部の名称

TM

A

B

C

D E

F

G

A 予備用音声ケーブル端子 E
NFC (Near Field Communication)用
タッチポイント

B USB充電端子 F
電源/Bluetooth®ボタン 
(3ポジション) 

C ヘッドホンの操作部 G Bluetooth/バッテリーインジケーター

D マイク 
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操作  

バッテリーを充電する
1. USBケーブルの小さい方のプラグを右イヤーカップのmicro-USB端子に接続します。

2. もう一方のプラグをUSBウォールチャージャーまたは電源の入っているパソコン
に接続します。

ヘッドホンを完全に充電するには最長で3時間かかります。バッテリーを完全に
充電すると、ヘッドホンを最長で 15時間使用できます。

15分の急速充電で、ヘッドホンを約2時間使用できます。

注 : 充電中はヘッドホンで音楽を聴くことはできません。

バッテリーインジケーター
バッテリーインジケーターは右イヤーカップにあります。バッテリーの充電中は、
バッテリーインジケーターがオレンジに点灯します。バッテリーが完全に充電され
ると、インジケーターは緑に点灯します。

注 : ヘッドホンを使用中にバッテリーの充電が必要になると、バッテリーインジ
ケーターが赤く点滅します。「ヘッドホンのステータスインジケーター」(17
ページ)をご覧ください。
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操作  

音声ガイドの言語を変更する
ヘッドホンには、ペアリングから接続までの手順を案内する音声ガイドが組み込ま
れています。音声ガイドはまた、バッテリー残量を通知したり、現在接続されてい
る機器の名前を知らせたりもします。

ヘッドホンの電源を初めてオンにした時は、英語の音声ガイドが聞こえます。ガイ
ドの言語を変更するには、次の操作を行います。

1. ヘッドホンの電源を入れて、ヘッドホンを頭に装着します。

2. 最初の言語の音声ガイドが聞こえるまで、  ボタンと  ボタンを同時に長押
しします。  ボタンまたは  ボタンを押して、選択可能な以下の言語を切り替
えます。

英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、簡体字中国語、日本語、イタリア語、
ポルトガル語、ドイツ語、ロシア語、ポーランド語

3.  使用する言語が聞こえたら、  ボタンを長押しして選択します。

音声ガイドのオン/オフを切り替える 
音声ガイドをオフにする場合は、「音声ガイドオフ」というメッセージが聞こえるま
で  ボタンと  ボタンを同時に長押しします。

音声ガイドをオンに戻すには、上の手順を繰り返します。
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操作  

モバイル機器をペアリングする
1. 「ペアリングができます」というメッセージが聞こえ、Bluetoothインジケーター
が青に点滅するまで、電源/Bluetooth®ボタン  を  マークの方へスライドさ
せます。

2. お使いのモバイル機器でBluetooth機能がオンになっていることを確認します。
(通常、Bluetoothメニューは設定メニューにあります。)

3. デバイスリストから「Bose AE2 SoundLink」を選択します。

「<機器名>に接続されました」というメッセージが聞こえ、Bluetoothインジケー
ターが白に点灯します。

注 : 他の機器とのペアリング/接続方法の詳細については、モバイル機器の取扱
説明書をご覧ください。

4. 別のモバイル機器をペアリングする場合は、上記の手順を繰り返します。
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操作  

NFCでペアリングする
機器がNFC (Near Field Communication)に対応している場合は、ヘッドホンと簡単に
ペアリングすることができます。

1. ヘッドホンの電源をオンにします。

2. モバイル機器のNFCタッチポイントを右イヤーカップの中央に当てます。ペアリ
ングの同意を求めるメッセージが機器に表示される場合があります。

注 : モバイル機器を当てる前に、必ず機器のロックを解除して、Bluetooth®機能
とNFC機能をオンにします。この機能の詳細については、モバイル機器の取
扱説明書をご覧ください。

ペアリングされると、「<機器名>に接続されました」という音声ガイドが聞こえ、
Bluetoothインジケーターが白に点灯します。

3. 別のモバイル機器をペアリングする場合は、上記の手順を繰り返します。
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操作  

音楽を再生する
モバイル機器を接続したら、モバイル機器の音楽再生アプリを起動して音楽を再生
します。ヘッドホンの操作部またはモバイル機器のどちらでも、再生、一時停止、
トラック送り、トラック戻し、音量調節などの操作を行えます。

「ヘッドホンの操作」(17ページ)をご覧ください。

複数の機器でヘッドホンを使用する
ヘッドホンは、ペアリングしたモバイル機器を最大8台まで記憶でき、同時に2台ま
で自動的に接続します。

2台のモバイル機器の接続がアクティブになると、どちらかの機器で音楽を再生でき
ます。接続したモバイル機器を切り替えるには、1台目の機器で再生を一時停止し、
2台目の機器で音楽を再生します。
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操作  

Bluetooth®接続を解除する
• モバイル機器のBluetooth®機能をオフにします。

• モバイル機器がNFCに対応している場合 : モバイル機器のNFCタッチポイントを右
イヤーカップの中央に当てます。再接続する場合はもう一度当てます。

最後に接続していたモバイル機器を再接続する
電源をオンにすると、ヘッドホンは最後に接続していた2台のモバイル機器に自動
的に再接続します。モバイル機器が通信範囲内にあり、電源がオンになっているこ
とを確認してください。

以前にペアリングした他のモバイル機器と接続する
ヘッドホンのメモリーに保存され、現在接続されていないモバイル機器で音楽を再
生するには : 

1.   ボタンを  マークの方へスライドさせて放すと、現在接続されている機器の
名前が聞こえます。

2. 2秒以内に  ボタンを  マークの方へ再びスライドさせて放すと、次にペアリ
ングしたモバイル機器に接続します。

3. 使用するモバイル機器の名前が聞こえるまで、手順2を繰り返します。

注 : この機能を使用するには、音声ガイドをオンにしておく必要があります。
(「音声ガイドのオン/オフを切り替える」(12ページ)をご覧ください。)

注 : モバイル機器がBluetoothの通信範囲内(9 m)にない場合は、次の機器に移り
ます。

ヘッドホンのメモリーを消去する
ヘッドホンのメモリーからすべてのモバイル機器を消去するには :

1. 「Bluetooth機器を削除しました」という音声ガイドが聞こえるまで、  ボタン
を  マークの方へ 10秒間スライドさせたままにします。

2. モバイル機器のBluetoothリストから「Bose AE2 SoundLink」を削除します。

すべてのBluetooth機器が消去され、ヘッドホンがペアリング可能な状態になり
ます。
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操作  

ヘッドホンの操作
ヘッドホンの操作部は右イヤーカップの側面にあります。

• 音楽を再生または一時停止する場合や、かかって
きた電話に応答したり、電話を切る場合は、ボタ
ンを 1回押します。

• 2回続けて押すと、トラック送りします。

• 3回続けて押すと、トラック戻しします。

• 長押しすると、着信を拒否します。

音量＋ボタン

音量－ボタン

マルチファンクション
ボタン

ヘッドホンのステータスインジケーター
バッテリーインジケーターとBluetooth®インジケーターは右イヤーカップの側面に
あります。

緑 : 十分に充電されている

オレンジ : バッテリー残量低下

赤の点滅 : 充電が必要

青の点滅 : ペアリングができます

白の点滅 : 接続中

白の点灯 : 接続済み

バッテリー残量の確認
ヘッドホンの電源をオンにする毎に、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流れ
ます。

Apple製品に接続すると、画面の右上にヘッドホンのバッテリー残量が表示されます。
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音声ケーブル(予備)の使用 
Bluetooth非対応の機器に接続する場合や、バッテリーが切れている場合は、付属の
音声用ケーブルを使用します。

音声ケーブルを使用するには :

1. 音声ケーブルを左イヤーカップの端子に接続します。

2. 音声ケーブルを再生機器の端子に接続します。

注 :  予備用音声ケーブルを使用する場合は、  ボタンがオフになっていること
を確認してください。
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故障かな？と思ったら
トラブル 対処方法
ヘッドホンの電源が入らない •   ボタンがオンになっていることを確認します。

• バッテリーを充電します。

ヘッドホンをモバイル機器
に接続できない

• モバイルデバイスのBluetooth®機能をオフにしてから、再
度オンにします。その後、ペアリングをやり直します。

• モバイル機器のBluetoothリストから「Bose AE2 SoundLink」
を削除します。その後、ペアリングをやり直します。

• モバイル機器を干渉源や障害物から離して、ヘッドホンに
近付けます。

• 別のモバイル機器とペアリングしてみます。

• owners.Bose.com/SoundLinkAE2にアクセスして、解説ビデ
オを参照します(米国およびカナダのみ)。

• ヘッドホンのメモリーを消去します。  ボタンを  マー
クの方へ 10秒間スライドしたままにします。モバイル機器
のBluetoothリストから「Bose AE2 SoundLink」を削除し
ます。その後、ペアリングをやり直します。

ヘッドホンをNFC対応モバ
イル機器と接続できない

• お使いのモバイル機器がNFC機能に対応していることを確
認します。

• お使いのモバイル機器のロックが解除されており、
Bluetooth機能とNFC機能がオンになっていることを確認し
ます。

• モバイル機器の裏面にあるNFCタッチポイントを右イヤー
カップの中央に当てていることを確認します。

音が出ない • ヘッドホンの電源がオンになっていて、バッテリーが充電
されていることを確認します。

• ヘッドホンとモバイル機器(または音楽再生アプリ)の音量
が上がっていることを確認します。

•   ボタンをスライドして放し、現在接続されているモバ
イル機器の名前を確認します。

• 別の音楽アプリで試してみます。

• 別のモバイル機器とペアリングしてみます。

• モバイル機器が2台アクティブに接続されている場合は、
最初に別の機器で再生が一時停止されていることを確認し
ます。

• モバイル機器が2台アクティブに接続されている場合は、
両方の機器がヘッドホンの通信範囲内(9 m)にあることを
確認します。



2 0  -  日本語

補足事項

トラブル 対処方法
音質が悪い • モバイル機器をヘッドホンに近づけ、干渉源から離します。

• 別のモバイル機器をペアリングしてみます。

音声ケーブルで接続されて
いる機器からの音声が聞こ
えない

• 接続している機器の電源がオンになっていて、再生中であ
ることを確認します。

• 3.5 mmプラグがヘッドホンと音楽再生機器にしっかりと接
続されていることを確認します。

•   ボタンがオフになっていることを確認します。

• ヘッドホンとモバイル機器(または音楽再生アプリ)の音量
が上がっていることを確認します。

• 別の機器を接続してみてください。

音声ケーブルで接続されて
いる機器からの音質が悪い

• 3.5 mmプラグがヘッドホンと音楽再生機器にしっかりと接
続されていることを確認します。

• 別の機器を接続してみてください。

バッテリーの取り扱いについて
• 本製品を使用しないときは、電源をオフにしてください。

• 本製品を数か月以上使用しない場合は、バッテリーを完全に充電してから保管し
てください。

• 使用しているときにバッテリーインジケーターが赤に点滅し始めた場合は、バッ
テリー残量が残りわずかです。すぐにヘッドホンを充電してください。
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収納方法について
収納、持ち運びに便利なようにイヤーカップを回転することができます。ヘッドホ
ンをケースに収納する際は、平らにしてイヤーカップの間に仕切りが挟まるように
してください。

お手入れについて
ヘッドホンには、定期的な清掃は必要ありません。必要に応じて柔らかい乾いた布
で外装表面を拭いてください。イヤーカップや音声ケーブル端子の中が濡れないよ
うに注意してください。本体に液体やスプレーなどは使わないでください。

交換部品とアクセサリー
交換部品とアクセサリーは、ボーズ製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話に
よるご注文でご購入いただけます。「お問い合わせ先」(22ページ)をご覧ください。
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お問い合わせ先
ヘッドホンについてのお問い合わせは、以下までお願いいたします。

• 弊社WEBサイト : global.Bose.com 
Boseカスタマーサービス : (電話 : 0570-080-021、平日 9:30 ～ 17:00 土･日・祝日・
年末年始を除く) 

• 米国のみ : owners.Bose.com/SoundLinkAE2

保証
製品保証の詳細は、(http://bose.co.jp/rep)をご覧ください。また、製品のご登録を
お願いいたします。ご登録は、http://global.Bose.com/registerから簡単に行えます。
製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

本製品の保証内容は、オーストラリアおよびニュージーランドでは適用されません。
オーストラリアおよびニュージーランドでの保証の詳細については、弊社Webサイ
ト(www.bose.com.au/warrantyまたはwww.bose.co.nz/warranty)をご覧ください。

仕様
バッテリー :  充電式リチウムイオンポリマー電池(取り外しできません)

充電時間 :  フル充電まで3時間

動作時間 :  最大 15時間

動作範囲 :  機器から9 m (30フィート)以内
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