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取扱説明書

BLUETOOTH スピーカーシステム
本機でできること

－さまざまなコンテンツを高音質で再生
Bluetoothによるワイヤレス再生、AUX端子への
ケーブル接続でテレビ、パソコンなどのさまざまな
外部機器と接続できます。

－オートスタンバイ
本機への音声入力が一定時間ない場合、自動的に
スタンバイになります。電源オン／オフの操作を毎回
行う必要がないため、手軽に音楽を楽しむことができ
ます。

－ラウドネスコントロール
小さな音量でも、豊かな低音感で音楽をお楽しみい
ただけます。

ヤマハ製品をお買い上げいただきまして、まことにありが
とうございます。
■ 本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支
障なくお使いいただくために、ご使用前に
この取扱説明書と保証書をよくお読みください。お読
みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要
に応じてご利用ください。

■ 保証書は、「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必
ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

ご使用前に本書の「安全上のご注意」（14～ 15 ペー
ジ）を必ずお読みください。



各部の名称と機能.................................................................................................  2
スピーカーの設置／接続.....................................................................................  4
電源........................................................................................................................  7
Bluetooth接続と再生............................................................................................  8
困ったときは .....................................................................................................  10
仕様.....................................................................................................................  12
安全上のご注意 .................................................................................................  14

目次

付属品がすべてそろっているか、確認してください。
• 電源コード　•ステッカー（無線に関する注意）
• 3.5 mm ステレオミニプラグケーブル（3 m）

本書について
• イラストについて
取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

• マークについて
使用時の注意点や機能の制約が記載されています。

知っておくと便利な補足情報が記載されています。

   ☞ 関連情報が記載されているページです。

各部の名称と機能
サテライトスピーカー

（左）
サテライトスピーカー           
（右）

ベースユニット

（赤） （白）

操作パネル
背面パネル
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左ページの図とあわせてご覧ください。

■操作パネル
1p（電源）ボタン／インジケーター

p（電源）を押すと、本機の電源が入り、インジケーターが白く点灯します。

2－／＋（ボリューム）ボタン
音量を調整します。
長押しすると、段階的に音量が変化します。

本機は、音量を下げたときに聞こえにくくなる低音／高音を自動で補正する機能
「ラウドネスコントロール」を搭載しています。小さな音量でも、豊かな低音で音楽
を楽しめます。

3音量インジケーター
インジケーターの明るさと、点灯数で設定音量
を示します。消音時は左端のインジケーターが
点滅します。

ブルートゥース

4 （Bluetooth）ボタン／インジケーター
ペアリング操作と、Bluetooth 接続の切断を行います。
インジケーターで接続状態を示します。

■背面パネル
エーシーイン

5AC IN 端子
付属の電源コードを接続します。

バス　レベル

6BASS LEVEL（低音レベル調整）
調整にはマイナスドライバーが必要です。

トゥー　スピーカー

7TO SPEAKER（スピーカー端子）
スピーカーケーブルをつなぎます。（☞ 6 ページ）

オートスタンバイ

8AUTO STANDBY スイッチ
• ON：オートスタンバイを有効にする。（☞ 7 ページ）
• OFF：オートスタンバイを無効にする。（☞ 7 ページ）

9AUX ( 入力端子）
付属の3.5 mmステレオミニプラグケーブルを使用して、テレビ、
パソコンなどの外部機器を接続します。

各部の名称と機能

インジケーターの色 電源の状態
　（白） オン

　（オレンジ） スタンバイ

　（消灯） オフ

インジケーターの状態 Bluetooth接続の状態

　（青） 接続済み

　（消灯） 未接続

　（点滅） （Bluetooth）長押しによるペアリング待ち

最大

おまかせミックス
Bluetooth接続した機器とAUX に接続した機器を同時に再生すると、音声がミッ
クスされて出力されます。音楽を流しながらニュースを聞くなど、さまざまな楽
しみ方ができます。
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各スピーカーを部屋に設置してから接続してください。
サテライトスピーカーは壁に掛けることもできます。（☞ 5 ページ）
スピーカーケーブルを接続してから、電源コードをコンセントに差し込んで
ください。

視聴位置で最適な音響が得られるように、下図を参考にサテライト
スピーカーの左右を正しく配置してください。ベースユニットは、お好
みの場所に配置してください。

テレビの音声を出力する場合

サテライトスピーカーは、上下に動かして角度を調整することができます。

スピーカーの設置／接続

スピーカーを設置する

サテライト
スピーカー
（右）

サテライト
スピーカー

（左）

ベースユニット

サテライト
スピーカー
（右）

サテライト
スピーカー

（左）
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■サテライトスピーカーを壁に掛ける場合
下記のように、サテライトスピーカーを壁に掛けて使用することもでき
ます。
取り付ける方向によって、上下または左右に角度を調整することができ
ます。

サテライトスピーカーが落下する恐れがあるため、角度を調整するときは土台を支
えてください。

1 市販のタッピングネジ（3.5 mm ～ 4 mm）を 4 本用意する。

2 左図のように、充分に強度のある壁または補強材に、タッピング
ネジを左右に2本ずつ取り付ける。

3 タッピングネジの頭にサテライトスピーカー背面の穴を掛ける。

• モルタルや化粧ベニヤ板など、はがれやすい材質の壁には取り付けないでくださ
い。ネジが抜けてサテライトスピーカーが落下すると、故障、けがの原因になりま
す。
• サテライトスピーカーを釘や両面テープなどで取り付けないでください。
長期の使用により、振動で釘がゆるんだり、両面テープがはがれてサテライト
スピーカーが落下する危険性があります。
• スピーカーケーブルに手足を引っ掛けないよう、ケーブルは必ず固定してくださ
い。
• 取り付け後は必ず安全性を確認してください。取り付け箇所、取り付け方法の不備
による事故等の責任は、当社では一切負いかねますのでご了承ください。安全性に
不安がある場合は、専門の施工業者に取り付け工事を依頼してください。

スピーカーの設置／接続

壁 / 
補強材 41 mm（実寸）

タッピングネジが、穴の狭い部分に確実に入っている
ことを確認してください。

5 mm

20 mm以上

サテライト
スピーカー
の土台の底面

上下に角度を調整したい場合

41 mm41 mm

（左） （右）

左右に角度を調整したい場合

（左） （右）

41 mm 41 mm
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1 端子の色が合うように、スピーカーケーブルをつなぐ。

2 付属の電源コードをAC IN 端子につなぐ。

3 付属の電源コードをコンセントにつなぐ。

4 外部機器をつなぐ。

スピーカーの設置／接続

接続する

スピーカー
ケーブル

（白）

（右）

コンセントへ

電源コード
（付属）

（左）

（赤）

接続について詳しくは、外部機器の取扱
説明書をご覧ください。

「Bluetooth接続と再生」
（☞ 8 ページ）をご覧く
ださい。

Bluetooth接続付属のケーブルで接続

接続機器の出力端子へ

3.5 mm
ステレオミニ

プラグケーブル
（付属）
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p（電源）を押して、電源のオン／オフを切り替えます。
電源がオンのときは、p（電源）が白く点灯します。

AUTO STANDBY スイッチで、機能のオン／オフを切り替えます。
（初期設定：ON）

■オートスタンバイ
本機は、電源がオンの状態で約10 分間接続機器から信号が入力されな
いと、自動的にスタンバイモードになる機能を搭載しています。
スタンバイモード時は、p（電源）がオレンジ色に点灯します。

ごく小さな音量での再生が続いた場合も、自動的にスタンバイモードになります。

■オートパワーオン
スタンバイモードの状態で接続機器を再生すると、本機が自動的に電源
オンになり、音声が出力されます。
p（電源）がオレンジ色から白色に変わります。

接続機器の音量が小さいと、本機が自動で電源オンにならない場合があります。
その場合は接続機器の音量を上げてください。

電源

電源をオン／オフする

AUTO STANDBY スイッチを使う

オン

（白）

スタンバイ

（オレンジ）

一時停止

10 分

オン

（白）

再生
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本機と Bluetooth 機器（スマートフォンなど）をペアリング（登録）して接
続すると、ワイヤレスで音楽をお楽しみいただけます。

ペアリングとは、通信を行う機器（以下「接続機器」）を本機に登録する
操作です。初めて Bluetooth接続するときや、ペアリング情報が削除され
たときは、ペアリングを行う必要があります。

1 ペアリングしたい接続機器の電源を入れる。

2 p（電源）を押して、本機の電源を入れる。

3 （Bluetooth）を２、３秒長押しする。
（Bluetooth）が青色に点滅して、ペアリング待ち状態になります。

4 約5分以内に接続機器を操作して、Bluetooth接続を有効にする。
お使いの機器の Bluetooth機能をオンにする。

5 接続機器の接続リストから「NX-B150 Yamaha」を選び、ペアリ
ングする。
ペアリングが完了すると、（Bluetooth）が点灯に変わります。

• パスキーの入力を要求された場合は、数字で「0000」を入力します。
• 接続について詳しくは、外部機器の取扱説明書をご覧ください。

本機は最大8 台の接続機器とペアリングできます。9 台目の接続機器とのペアリン
グが成功すると、ペアリングした日時が最も古い機器のペアリング情報が削除され
ます。

Bluetooth接続と再生

ペアリング（登録）する

10 m以内

電源
オン

オン
約5分以内

（白）
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1 p（電源 ) を押して、本機の電源を入れる。
最後に接続した機器が接続可能なときは、本機と接続機器は自動的
に接続します。その場合は、手順3へ進んでください。

2 ペアリングした接続機器を操作して、Bluetooth接続する。
Bluetooth接続が完了すると、（Bluetooth）が青色に点灯します。

3 接続機器で音楽を再生する。

4 本機の－／＋（ボリューム）で音量を調整する。

下記 (A)～ (C)のいずれかの方法で、Bluetooth接続を切断します。

(A) （Bluetooth）を押して、インジケーターをオフにする。
(B) p（電源）を押して、本機の電源を切る。
(C) 接続機器の Bluetooth機能をオフにする。

本機が一度に Bluetooth接続できる機器は1台のみです。接続機器を切
り替えたい場合は、現在の Bluetooth 接続を切断してから、接続したい 
Bluetooth 機器で接続操作を行ってください。

1 p（電源）を押し、本機の電源を入れる。

2 （Bluetooth）を約10秒間、長押しする。
（Bluetooth）が高速に点滅して、本機のペアリング情報はすべて削
除されます。

Bluetooth接続と再生

Bluetooth 接続で音楽を再生する

再生

オン

（白）

Bluetooth接続を切断する

Bluetooth機器を切り替える

すべてのペアリング情報を削除する
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ご使用中に本機が正常に動作しなくなった場合は、下記をご確認ください。対処しても正常に動作しない、または下記以外で異常が認められた場合は、本機
の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げ店または巻末の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

■全般

■オートスタンバイ

困ったときは

症状 原因 対策
音が出ない（片方または両方
から音が出ない）。または、
音が小さい。

p（電源）が入っていない。 p（電源）を入れてください。
電源がオンのときは、p（電源）が白く点灯します。

本機の接続、または、本機と接続機器が正しく接続されてい
ない（または接触が不完全）。

正しく接続されていることを確認してください。（☞ 6 ページ）
または、Bluetooth接続を再度行ってください。（☞ 9ページ）

本機の音量が小さすぎる。 ＋（ボリューム）を押して音量を上げてください。
接続した機器の音量が小さすぎる。 接続機器の音量を上げてください。

症状 原因 対策
オートスタンバイが機能しな
い。

AUTO STANDBYスイッチが OFFになっている。 AUTO STANDBYスイッチを ONにしてください。
（☞ 7 ページ）

オートパワーオンが機能しな
い。

接続機器の音量が小さい。 接続機器の音量を上げてください。
10 Ja



■ Bluetooth

困ったときは

症状 原因 対策
本機と接続機器がペアリング
または接続できない。

（Bluetooth）を長押ししてから約５分以内に、ペアリング
操作を行わなかった。

約５分以内に、接続機器でペアリング操作を行ってくださ
い。（☞ 8 ページ）

接続機器がA2DP に対応していない。 A2DP に対応した機器とペアリングしてください。
2.4 GHz 帯の電磁波を発するもの（電子レンジ、無線 LAN 
機器など）がそばにある。

本機を離して設置してください。

すでに他の機器と接続している。 他の Bluetooth接続を切断してください。（☞ 9 ページ）

本機と接続機器のペアリング情報が、接続機器にはあるが、
本機からは削除されている。

接続機器のペアリング情報を削除して、再度本機とペアリン
グしてください。（☞ 8 ページ）

接続機器の Bluetooth 機能がオフになっている。 接続機器の Bluetooth 機能をオンにしてください。

本機が接続機器の Bluetooth 機器リストに登録されていない。 再度ペアリングを行ってください。（☞ 8 ページ）

音が出ない、または音が途切
れる。

本機と接続機器との Bluetooth 接続が切断された。 再度 Bluetooth 接続を行ってください。（☞ 9 ページ）

2.4 GHz 帯の電磁波を発するもの（電子レンジ、無線 LAN 
機器など）がそばにある。

本機を離して設置してください。

接続機器の出力先が本機に設定されていない。 接続機器の出力先を本機に設定してください。
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■ Bluetooth
Bluetooth バージョン..............................................................................  Ver. 3.0
対応プロファイル........................................................................................  A2DP
対応コーデック .................................................................................. SBC、AAC
無線出力..................................................................................  Bluetooth Class 2
最大通信距離 ............................................................ 10 m（障害物が無いこと）
対応コンテンツ保護........................................................................ SCMS-T方式

■AUX
AUX入力端子 ................................................... 3.5 mmステレオミニジャック

■ アンプ／スピーカー
最大出力
ベースユニット.......................................15 W（8Ω、1 kHz、10% THD）
サテライトスピーカー................  7 W＋7 W（4Ω、1 kHz、10% THD）

■ 総合
電源電圧／周波数........................................................  AC 100 V、50/60 Hz
消費電力............................................................................................................ 7 W
電源オフ時の消費電力........................................................................  0.5 W以下
質量
ベースユニット.......................................................................................  3.7 kg
サテライトスピーカー（ケーブル各4 m含む）.........................  0.5 kg× 2

外形寸法

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

仕様

高調波電流規格　JIS C 61000-3-2 適合品

286 mm

最大 133 mm

265 mm

最大
116 mm

104 mm

240 mm
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Bluetoothについて
• Bluetoothとは、無許可で使用可能な2.4 GHz 帯の電波を利用して、対応する機器と無
線で通信を行うことができる技術です。

• Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標でありヤマハはライセンスに基づき使用してい
ます。

Bluetooth通信の取り扱いについて
• Bluetooth対応機器が使用する2.4 GHz 帯は、さまざまな機器が共有する周波数帯で
す。Bluetooth対応機器は、同じ周波数帯を使用する機器からの影響を最小限に抑える
ための技術を採用していますが、他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下
することや、通信が切断されることがあります。

• 通信機器間の距離や障害物、電波状況、機器の種類により、通信速度や通信距離は異
なります。

• 本機はすべての Bluetooth機能対応機器とのワイヤレス接続を保証するものではありま
せん。

仕様

無線に関するご注意
この製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、
工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無
線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局
（免許を要する無線局）が運用されています。
1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無
線局並びにアマチュア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、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例
が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止
（電波の発射を停止）してください。

本機の無線方式について

2.4FH1
......................... 2.4 GHz 帯を使用する無線設備
.....変調方式は周波数ホッピング（FH-SS 方式）
.....................................想定干渉距離が10 ｍ 以内

.................全帯域を使用し、かつ移動
体識別装置の帯域を回避不可
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安全上のご注意
ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよ

くお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用い
ただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未
然に防止するためのものです。必ずお守りください。
お読みになったあとは、保証書と共に使用される方がい
つでも見られる所に必ず保管してください。
■ 記号表示について
この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次の
ような意味があります。

電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲の
コンセントに接続する。
万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。

下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラ
グをコンセントから抜く。
● 異常なにおいや音がする。
● 煙が出る。
● 内部に水や異物が混入した。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源コードを傷つけない。
● 重いものを上に載せない。
● ステープルで止めない。
● 加工をしない。
● 熱器具には近づけない。
● 無理な力を加えない。
芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原
因になります。

電源電圧（100 V）で使用する。
それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原
因になります。

本機を完全に主電源から切り離すためには、電
源プラグをコンセントから抜いてください。

本機を下記の場所には設置しない。
● 浴室・台所・海岸・水辺
● 雨や雪、水がかかるところ
● 加湿器を過度にきかせた部屋
水の混入により、火災や感電の原因になります。

放熱のため、本機を設置する際には:
● 布やテーブルクロスをかけない。
● 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。
本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。

あおむけや横倒しには設置しない。
故障やけがの原因となります。

医療機関の屋内など医療機器の近くで使用しな
い。
電波が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあり
ます。

心臓ペースメーカーまたは除細動器などを装着
している人から22 cm 以上離して使用くださ
い。
ペースメーカーに影響を与え重大事故につながる場
合があります。

雷が鳴りはじめたら、電源プラグには触れない。
感電の原因になります。

本機を落としたり、本機が破損したりした場合
には、必ず販売店に点検や修理を依頼する。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本機の上には、花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・
薬品・ロウソクなどを置かない。
● 水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。
● ベースユニットの振動により、物が落下してけが
の原因になります。
● 接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷す
る原因となります。

分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開け
ない。
火災や感電の原因になります。
修理および調整は販売店にご依頼ください。

電源プラグのゴミやほこりは、定期的に取り除く。
ほこりがたまったまま使用を続けると、プラグや金
属部がショートして火災や感電の原因になります。

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコ
ンセントから抜く。
火災や感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱ
らない。
コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に
差し込む。
差し込みが不十分のまま使用すると感電したり、プラ
グにほこりが堆積して発熱や火災の原因になります。

「ご注意ください」という注意
喚起を示します。
「～しないでください」という
禁止を示します。
「必ず実行してください」とい
う強制を示します。

電源／電源コード

警告
この表示の欄は、「死亡する
可能性または重症を負う可能
性が想定される」内容です。

設置

使用上のご注意

お手入れ

電源／電源コード

注意
この表示の欄は、「傷害を負
う可能性または物的損害が発
生する可能性が想定される」
内容です。
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電源プラグを差し込んだとき、ゆるみがあるコ
ンセントは使用しない。
感電や発熱および火災の原因になります。

付属の電源コードを使用する。
それ以外のものを使用すると火災の原因となること
があります。

ほこりや湿気の多い場所に設置しない。
ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原
因になります。

不安定な場所や振動する場所には設置しない。
本機が落下や転倒して、けがの原因になります。

直射日光の当たる場所や温度が異常に高くなる場
所（暖房機のそばや車内など）には設置しない。
外装の変形や、内部回路への悪影響が生じて、火災
の原因になります。

他の電気製品とはできるだけ離して設置する。
本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障
害をあたえるおそれがあります。

電源を入れる前や、再生を始める前には、音量
(ボリューム)を最小にする。
突然大きな音が出て、聴覚障害の原因になります。

音が歪んだ状態で長時間使用しない。
スピーカーが発熱し、火災の原因になります。

環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発
生することがあります。
正常に動作しないときは、電源を入れない状態でし
ばらく放置してください。

外部機器を接続する場合は、各機器の取扱説明
書をよく読み、説明に従って接続してください。

移動するときは、本機の電源コードを外す。
本機が落下や転倒して、けがの原因になります。
電源コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

お手入れをするときには、必ず電源プラグを抜く。
感電の原因になります。

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

設置

使用上のご注意

お手入れ

音楽を楽しむエチケット
楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。
隣近所への配慮を十分にしましょう。
静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁
などを伝わりやすく、思わぬところに迷惑をかけてしまい
ます。適当な音量を心がけ、窓を閉めてご使用になるのも
一つの方法です。
音楽はみんなで楽しむもの、お互いに心を配り快適な生活
環境を守りましょう。

ブラウン管を使用したディスプレイの近くでご使用になり
万一色ムラや雑音などが生じるときは、本機とディスプレ
イの距離を離してご使用ください。
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