付属品

XX
本機の防水性能について

お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろっていることをご確
認ください。
 USB ケーブル（マイクロ USB ⇔ USB）
本製品は、防水規格 IPX7 相当の仕様となっています。一時的に一定
水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない「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。
※ 本機に付属の 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。
※ シリコンのカバーをしっかりと閉めてご使用ください。
※ 海水や温泉、入浴剤など、水道水以外の液体がかからないようご使用ください。

 USB 対応 AC アダプタ（LINK20 のみ）

万一、水が入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談
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。

各部の名称
XX
前面

① ボタン面

①

② マイク（2 か所）

②

③ ステータス LED
Google アシスタントが発話中など、本機がアクティブな状態のときに点滅します。

③

④ Wi-Fi インジケータ（

）

④

XX
背面

① バッテリーインジケータ

①

② 電源ボタン（

②

）

③ マイクミュートボタン（

③

）

マイクをミュートしたりミュートを解除するときに押します。
10 秒以上長押しすると、本機をリセットすることができます。
④ USB コネクタ
⑤ リスタートボタン
※ ④、⑤の使用時は、防水カバーを開けてください。使用しないときは必ずカバーを閉じてください。
④

⑤

XX
上面
①

②

③
④
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① Bluetooth ボタン（ ）
② 音量＋ / －ボタン
③ Google アシスタントボタン（

Spotify Connect で音楽を聴く

Bluetooth 接続で使用する

トラブルシューティング

Spotify には、Spotify Connect 機能があり、この機能を使って
本機で Spotify の再生音を聴くことができます。
Spotify Connect 機能を使用するには Spotify Premium（有料）
のアカウントが必要です。
まず Spotify のアカウントを作成し、続いて Spotify Premium
にアップグレードしてください。
詳しくは Spotify のウェブサイトをご覧ください。

Bluetooth 機能を使ってストリーミング再生を行うには、はじめ
に本機と Bluetooth 対応機器を認識させる「ペアリング」が必要
となります。本機と機器を一度ペアリングすれば、その後に再度ペ
アリングを行う必要はありません。

本機の電源ボタンを押しても電源が入らな
い。

本機が充電されているかご確認ください。

XX
iPhone/iPod/iPad でペアリングを行う

電源は入るが、音が出ない。

Wi-Fi 環境に接続されているか、または Bluetooth 接続されているかご確認ください。

XX
Spotify Connect を使う

② 電子音が鳴るまで Bluetooth ボタン（ ）を長押しします。

「Wi-Fi 環境を整える」の手順実行後、Wi-Fi 接続が完了し、デバイ
スの再生音を本機で聴くことができる状態になっていることを確認
し、以下のように操作します。（以下に示す画面は一例です。）
① デバイスにインストールした Spotify Premium で音楽を再生しま
す。
②「接続可能なデバイス」をタップします。

症状

解決法

① 本機の電源を入れます。
ペアリング設定状態になり、Bluetooth ボタン（ ）が点滅します。
③ iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にします。
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、
「Bluetooth」を「オ
フ」から「オン」にします。
Bluetooth に接続できる機器の一覧が表示されます。
④ 機器の一覧から本機を選択します。
デバイスに「接続済み」と表示され、本機で電子音が鳴るとペアリ
ングが完了します。
ペアリングが完了すると、本機の Bluetooth ボタンが点灯します。

オーディオ機器側の再生が一時停止になっていないかご確認ください。
音が歪む。

音量が上がり過ぎている場合は音量を下げてください。

Google アシスタントを利用できない。

Wi-Fi 親機の AP アイソレーションがオフになっていることをご確認ください。AP アイソレー
ションがオンになっている場合は、オフにしてもう一度 Google Home アプリによる設定を
行ってください。
Wi-Fi 親機の UPnP が有効になっていることをご確認ください。UPnP が無効になっている
場合は、有効にしてもう一度 Google Home アプリによる設定を行ってください。

Bluetooth でペアリングできない。

お手持ちのデバイスが本機と対応しているかどうかご確認ください。
別のデバイスと接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行ったデバ
イスの情報を記憶しています。音楽を再生したいデバイスを再接続する場合は、近くのペアリ
ングされている Bluetooth デバイスをすべてオフにし、本機の電源を入れ直してください。

③ 使用可能なデバイス（キャスト先）を選択する画面が表示されたら、
本機（LINK10 / LINK20）を選択します。

主な仕様
XX
その他の機器でペアリングを行う
以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明
書も併せてご覧ください。
① 本機の電源を入れます。
② 電子音が鳴るまで Bluetooth ボタン（ ）を長押しします。
ペアリング設定状態になり、Bluetooth ボタン（ ）が点滅します。
③ 相手側機器をペアリング設定状態にします。
接続する機器側で、本機を検出可能な状態に設定します。
パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。
一部の機器では、接続を確認するメッセージが表示されます。

LINK20

使用ユニット

45mm 径フルレンジドライバー x 2

50mm 径フルレンジドライバー x 2

最大出力

8W x 2

10W x 2

周波数特性

65Hz ～ 20kHz

入力

Wi-Fi、Bluetooth

Bluetooth

バージョン：Bluetooth4.2

電池

リチウムイオン充電池

Bluetooth ボタンが点灯すると、ペアリングは完了です。
本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶していますので、
ペアリングを行ったあとは、本機の電源を入れ、接続したい機器の
Bluetooth をオンにするだけで Bluetooth 接続することができま
す。

充電時間※

約 4 時間

約 4.5 時間

連続再生時間※

約 5 時間（音量レベルや再生内容により異なります）

約 10 時間（音量レベルや再生内容により異なります）

サイズ

高さ 169mm x 幅 86mm x 奥行 86mm

高さ 210mm x 幅 93mm x 奥行 93mm

XX
Bluetooth 接続を解除する

質量

約 710g

約 950g

iPhone/iPod/iPad で解除する
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、
「Bluetooth」を「オ
ン」から「オフ」にします。

その他の機器で解除する
接続している機器を Bluetooth 設定状態にし、Bluetooth を「オ
フ」にします。
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LINK10

※• 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。
• 高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光があたらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。

XX
お手入れ

XX
本機の廃棄について

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れ
がひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、そ
の後乾いた布でふき取ってください

本機は内蔵電池として充電式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危険性が
あります。
本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイク
ルが可能です。本機がご不要となりましたら、一般ゴ
ミなどと一緒に廃棄せず、弊社アフターサポートの窓
口へご連絡ください。

ご注意
感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでください。

XX
HARMAN Owners' Club

XX
製品に関するお問い合わせ

この度は JBL 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
HARMAN Owners' Club（ハーマンオーナーズクラブ）は、ハー
マンインターナショナル取り扱い製品ご愛用者のための会員プログ
ラムです。
会員様に向けたさまざまな特典やサービスをお届けします。

http://jbl.harman-japan.co.jp/support/

https://www.harman-ownersclub.jp

メールでのお問い合わせは、上記 URL よりお問い合わせフォームをご
利用ください。
Tel : 0570-550-465（ナビダイヤル）
受付時間 : 土
 日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ～ 17:30

このアドレスからアクセスしてください。
携帯電話 ( フィーチャーホン ) からはご登録できませんのでご注意
ください。

• Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する
登録商標です。
•“Google”、“Chromecast”および Chromecast ロゴは、Google Inc. の商標
または登録商標です。
• Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認証マークです。
•“Spotify”および“Spotify”ロゴは Spotify グループの商標です。
• Harman International Industries, Incorporated は、これら商標を使用する
許可を受けています。
• JBL は米国およびその他の国々における Harman International Industries,
Incorporated の登録商標です。

© 2017 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.
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