
注意
本製品は車載専用品ではございません。
リチウム電池を使用しています。直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車内
などに放置しないでください。

Bluetoothスピーカー

AD-SPK1

取扱説明書



　 安全にお使いいただくために
● ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、
説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対
して、当社は責任を負いかねます。

● この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への
損害を未然に防止するために記載しています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

安全上のご注意
使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになっ
た後は大切に保管してください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐた
めの内容を記載していますので、必ずお守りください。

● 本機の内部に異物を入れないでください。万一、本機の内部に異物が入った場合は、充電を
止めて弊社インフォメーションセンターへご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の
原因となります。

● アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が本機
内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

● 分解や改造をしないでください。感電の原因になります。
● 調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があたる場所に設置しないでください。火災・感電の
原因になることがあります。

● 直射日光があたる場所や、温度が異常に高くなる場所（暖房機のそばなど）に設置しないで
ください。内部回路などに悪影響が生じ、火災の原因になることがあります。

● 不安定な場所や振動する場所に設置しないでください。本機が落下や転倒して、けがの原因
となります。

● ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかないでください。また、接点復活剤を使用しな
いでください。外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

2



内蔵電池についてのご注意

内蔵電池について以下のことに注意してください
本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池にはリチウムが含まれて
おり、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。

● 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の
場所、車中等に放置しないでください。

● 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は
使うのを止めてください。

● 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
● 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
● 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
● 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。

内蔵電池の液が漏れたときは直ちに火気より離してください
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。また内蔵電池の液が目に入ったり体
や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。

● 液が漏れたとき
 漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。乾いた布などで
電池ケースの周りをよくふいてください。

● 液が目に入ったとき
 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてく
ださい。

● 液が体や衣服についたとき
 すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。

本機の防水について
本製品は、防水規格IP67等級の仕様となっています。
一時的（30分）に一定水深（1m）の条件に水没しても内部に浸水しない「防浸形」です。

※ 完全防水ではありませんので水中では使用しないでください。
※ 水がかかる恐れのある場所で、USBケーブルやAUXケーブルを接続して使用しないでくだ
さい。

※ 万一、本機に水が入った場合は使用を中止してください。お客様の誤った取り扱いが原因の
浸水による故障の場合は、保証対象外となりますのであらかじめご了承ください。
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充電について

同梱物

インジケーター 

USB充電ポート 

Bluetoothスピーカー本体

製品付属のUSBケーブルと市販のAC電源アダプタ（別売）を使用します。
製品付属のUSBケーブルのmicro-USB側をスピーカー本体のUSB充電ポートに接続し、
反対側のType-A端子には市販のAC電源アダプタ（推奨 AC電源アダプタ：5V/1.7A）を接続し
てください。
充電中は、インジケーターが赤で点灯します。完全に充電されると消灯します。

USBケーブル（typeA-micro USB）

音声入力ケーブル（Φ3.5mm mini-pin 長さ65cm）

ストラップ

取扱説明書

保証書

注意
●付属のUSB ケーブルは防水仕様ではありません。
　水がかかる恐れのある場所で、USB ケーブルを接続して使用しないでください。
●付属のUSB ケーブルおよび市販のAC電源アダプタをご使用ください。
　（推奨 AC電源アダプタ：5V/1.7A）
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基本操作

②電源ボタン／多機能ボタン
電源オン／オフ：ボタンを長押し（2～3秒）します。
電話の着信対応：短押しで応答します。2回押すと着信拒否します。
　　　　　　　　会話中に短押しすると保留になります。
音楽の再生操作：短押しして再生／一時停止します。

① ③音量ボタン
①を短押しすると音量が下がります。長押しすると前のトラックに戻ります。
③を短押しすると音量が上がります。長押しすると次のトラックに進みます。

④TWSボタン
短押しでTWS機能のオン／オフを切り替えます。
長押しでBluetooth接続を解除します。
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電源ボタン／多機能ボタン
（電源オン／オフ）

Bluetooth®のペアリング
手順1　電源オン
「 〇 」ボタンを長押し（2～3秒）すると音が鳴り、電源がオンになります。
その後、Bluetoothのペアリングモードになり、インジケーターが青く点滅します。

マイデバイス

AD-SPK1

手順2　デバイスを選択する
接続機器のBluetoothデバイス一覧から「AD-SPK1」を選択します。

インジケーター

手順3　ペアリング完了

インジケーター

ペアリングが完了するとスピーカーのインジケータが青く点灯し、音楽を再生することが
できます。
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TWSペアリング

TWSインジケーター

もう１台のAD-SPK1を接続することで、
同じ音声を再生することができます。

操作方法
2個のスピーカーの電源をオンにして各スピーカーの「    」ボタンを短押しすると、　　
TWSインジケーターが白く点滅し、TWSペアリングモードとなります。自動的に2個の
スピーカーがペアリングされて、TWSインジケーターが白く点灯します。
接続機器のBluetoothデバイス一覧から「AD-SPK1」を選択すると、2個のスピーカー
が同時にペアリングされます。
片方のスピーカーの「   」ボタンを短押しするとTWSペアリングの接続が解除され、　
TWSインジケーターがオフになります。

注：TWSペアリングを使用する場合は、先に2個のスピーカーのペアリングを完了してか
ら接続機器でペアリングしてください。
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LEDインジケーターについて

インジケーター 

TWSインジケーター 

AUX端子

USB充電ポート 

電源オン インジケーターが青で点滅します。

Bluetooth
モード 

再生／一時停止：インジケーターが青で点灯します。

Bluetooth接続ができなかった場合はインジケーターが青で
点滅したままになります（ペアリングモードの状態に戻る）。
10分以上無操作でスピーカーをペアリングモードのままにする
と、自動的に電源がオフになります。

AUXモード インジケーターが緑で点灯します。

充電状態 
充電中はインジケーターが赤で点灯します。
完全に充電されると消灯します。

低バッテリー
インジケーター 

バッテリーが不足すると赤で点滅します。

TWS 
TWSペアリングに成功すると、TWSインジケーターが白で
点灯します。
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ストラップの取り付け 

1. ストラップの片方を矢印の
方向で金具に通します。

2. ストラップをバックルから
外側に引き出します。

3. ストラップの端をバックル
に通します。

4. ストラップを引いてしっか
りと締めます。

5. 上記の手順で反対側のスト
ラップを固定します。
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※電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が
短くなります。充電・再生時間は使用環境により異なります。

製品規格

製品名

Bluetooth

対応プロファイル

電池容量

連続再生時間※

充電時間※

充電電流

使用温度範囲

ドライバーユニット

寸法

重量

AD-SPK1

Bluetooth5.0

A2DP、AVRCP、HFP、HSP

3600mAh

12～14時間（50%ボリューム）

4～6時間（5V/1.7A時）

5V     1.7A

-5℃～35℃

40W = 20Wx2

幅 280mm×高さ 118mm×奥行き120mm

1730g ±10
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よくあるご質問

ご質問：市販のAC電源アダプタ（別売）は、どんな種類を用意すればよいですか？
 回 答 ：一般的なAC電源アダプタは使用できますが、5V/1.7Aのものを推奨しています。

ご質問：Bluetooth以外で音楽再生をする方法を教えてください。
 回 答 ：製品付属の音声入力ケーブル（3.5mm mini-pin）を使用することで、AUXモー

ドとして有線接続で音楽再生が可能です。

ご質問：AUX接続（AUXモード）とBluetooth接続はどちらの接続が優先されますか？
 回 答 ：AUX端子に付属の音声入力ケーブル（3.5mm mini-pin）を接続している場合は、

AUXモードになるため、Bluetooth接続している機器からの音声は出力されな
くなります。

ご質問：再生中にノイズや断続音が聞こえた場合は、どうすればよろしいでしょうか？
 回 答 ：障害物のない環境であれば、通常は10メートル以内で使用できます。10メート

ル以上離れている場合や障害物がある場合は、ノイズや断続音が聞こえることが
あります。

ご質問：スピーカーが作動中でも自動的に停止するのはなぜですか？
 回 答 ：Bluetoothのペアリングをしていない場合やAUX INが10分以上無操作の場合は、

電力消費を抑えるためにスピーカーが自動的に停止します。



  お問い合わせ窓口
●製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。 
●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

お問い合わせはインフォメーションセンターへ
● インフォメーションセンター

 

製品ご相談窓口

ご相談窓口

● 電話受付時間（土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く）
　 月曜～金曜日 9：30～17：30

● ALPINE STORE
　 https://ec.alpine.co.jp/shop/default.aspx

＜FAXでのお問い合わせ＞
　FAX：045-522-8700

<LINEでのお問い合わせ>
 「友だち追加」から友だち追加できます。
※LINEアカウントをお持ちでない場合には、
　LINE会員登録が必要になります。

＜電話でのお問い合わせ＞
　TEL：0570-006636
　※全国どこからでも市内通話料金で
　　ご利用頂けます。
　 （携帯電話・PHS：20秒10円）
　一部のIP電話など、接続できない
　場合は次の番号をご利用ください。 
　TEL：03-6704-4926

＜メールでのお問い合わせ＞
　ホームページのお問い合わせフォーム
　より受け付けています。

●アルパインカスタマーズサービス（株）東日本サービスセンター

●アルパインカスタマーズサービス（株）西日本サービスセンター

担当エリア
営業時間
所在地

北海道/青森/岩手/秋田/山形/宮城/福島/栃木/茨城/群馬/東京/神奈川/埼玉/千葉/新潟/長野/山梨
048-664-9711　受付時間：月～金曜日 9:30～17:30（日曜・祝日・弊社休業日を除く）
〒331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2

担当エリア
営業時間
所在地

静岡/愛知/岐阜/三重/福井/富山/石川/滋賀/京都/大阪/和歌山/奈良/兵庫/岡山/島根/鳥取/広島/山口/香川/愛媛/徳島/高知/福岡/佐賀 /大分/熊本/長崎/宮崎/鹿児島/沖縄
06-6386-4130　受付時間：月～金曜日 9:30～17:30（日曜・祝日・弊社休業日を除く）
〒564-0044　大阪府吹田市南金田1-5-7

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有
します。アルプスアルパイン株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用して
います。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
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