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免責事項

制限つき保証

このマークが表示されている
端子には、感電の恐れがある
危険な電流が存在します。

必ず高品質なプロフェッショナル仕様の ¼ 
インチTSプラグか、ツイストロック式プラ
グ装備のスピーカー・ケーブルのみをご使
用ください。そのほかの設置または改造は
資格を有する技術者がおこなってくだ
さい。

このマークが表示されている
箇所には、機器内部に絶縁さ
れていない危険な電圧が存在

し、感電の恐れがあります。
このマークが表示されている
箇所に関しては、付属の書類
に、取り扱いとお手入れについ

ての重要な説明が記載されています。必ず
取扱説明書をお読みください。

注意
感電の危険性を低減するた
め、上部カバー (または背面

部) を取り外さないでください。内部部品
はユーザー自身による修理はできません。
資格を有するサービス技術者にお問い合
わせください。

注意
火事および感電の危険性低減
のため、本装置を水分や湿気

のある場所に設置しないでください。装置
には決して水分がかからないように注意
し、花瓶など水分を含むものは、装置の上
には置かないようにしてください。

注意
サービスに関するこれらの説
明は、資格を有するサービス技

術者のためのものです。感電の危険性低減
のため、取扱説明書に記載されている以
外のサービスをおこなわないでください。 
修理は必ず資格を有するサービス技術者
がおこなってください。
1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してくだ
さい。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでくだ
さ い。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使
ってください。

7. 換気口を、新聞、テーブルクロス、カー
テン等で塞がないでください。製造者の指
示にしたがい設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ス
トーブ、調理台やアンプといった熱源から
離して設置してください。
9. ニ極式プラグおよびアースタイプ (三
芯) プラグの安全ピンは取り外さないでく
ださい。ニ極式プラグにはピンが二本つい
ており、そのうち一本はもう一方よりも幅が
広くなっています。アースタイプの三芯プラ
グにはニ本のピンに加えてアース用のピン
が一本ついています。これらの幅の広いピ
ン、およびアースピンは、安全のためのもの
です。備え付けのプラグが、お使いのコンセ
ントの形状と異なる場合は、電器技師に相
談してコンセントの交換をして下さい。
10.  電源コードを踏みつけたり、挟んだりし
ないようご注意ください。電源コードやプ
ラグ、コンセント及び製品との接続には十
分にご注意ください。
11.  すべての装置の接地 (アース) が確保さ
れていることを確認して下さい。

12.  電源タップや電
源プラグが電源遮
断機として利用され
ている場合には、 
これが直ぐに手に届
く場所に設置して下
さい。

13.  付属品は本機製造元が指定したものの
みをお使いください。
14.  カート、スタンド、三脚、ブラケット、
テーブルなどは、本機製造元が指定したも
の、もしくは本機の付属品となるもののみ
をお使いください。カートを使用しての運
搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご
注意ください。
15.  雷雨の場合、もしくは長期間ご使用に
ならない場合は、電源プラグをコンセント
から抜いてください。
16.  故障の際は当社指定のサービス技術
者にお問い合わせください。電源コードも
しくはプラグの損傷、液体の装置内への浸
入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿
気に装置が晒されてしまった場合、正常に
作動しない場合、もしくは装置を地面に落
下させてしまった場合など、いかなる形で
あれ装置に損傷が加わった場合は、装置の
修理・点検を受けてください。

17.  本製品の適切な廃棄
方法について：このマーク
は、WEEE (電気電子廃棄
物) 指令 (2012/19/EU) およ
び国内法に準拠し、本製
品を一般家庭廃棄物とし
て廃棄してはならないこ

とを示します。本製品は電気電子機器廃棄
物 (EEE) リサイクルのライセンスを持つ回収
センターによる、収集が必要です。この種
の廃棄物は取り扱いを誤ると、電気電子機

器廃棄物に一般的に使用される危険物質
により、環境および人類の健康に悪影響を
与えることがあります。同時に、本製品を
適切に廃棄していただくことで、天然資源
の有効利用につながります。廃棄機器回収
の詳細に関しては、お住まいの地域の役場
または一般家庭廃棄物収集担当部署にお
問い合わせください。
18.  本棚のような、囲いのある場所に設置
しないでください。
19.  本装置上に、点灯したロウソクのよう
な裸火を置かないでください。
20.  電池の廃棄に関し、環境への影響をご
配慮ください。必ず電池の分別収集場所へ
廃棄してください。
21.  本装置は熱帯地および / または温暖
地でお使いください。

MUSIC Group は、ここに含まれるすべて、 
もしくは一部の解説、写真、または記述を
基にお客様が起こした行動によって生じ
た、いかなる損害、不利益等に関しても、
一切の責任を負いません。技術仕様、 
外観そのほかの情報は、予告なしに変更さ
れる場合があります。全商標はそれぞれの
所有者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、 
LAB.GRUPPEN、LAKE、TANNOY、TURBOSOUND、 
TC ELECTRONIC、TC-HELICON、BEHRINGER、 
BUGERA、DDA および TC APPLIED は MUSIC Group 
IP Ltd. の登録商標です。© MUSIC Group IP Ltd. 
2015 無断複写・複製・転載を禁ず。

適用保証規定および MUSIC Group の保証
制限に関する追加の情報については、
当社ウェブサイトにて詳細をご覧くださ
い。music-group.com/warranty

安全にお使いいただくために
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 Step 1: 接続方法
LIVE MINI Hook-up

アダプターを直接LIVE MINIに接続。

スマートフォンをBluetoothでLIVE MINIに接続。

その他、外部機器をLIVE MINIに接続(AUXジャック)。
アダプターを直接チャージベースに接続。(推奨)

電源アダプター

LIVE MINI本体

チャージベース

LIVE MINI本体

電源アダプター
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 Step 2: 各種コントロール
LIVE MINI Controls LIVE MINI Controls

 Step 2: 各種コントロール

トップパネルコントロール 

(1) 「前」：このボタンはプレイリストの
　　　　前の曲を再生。

(2)  マイク開口：この小さな穴の下に
　　　　　　マイクが内臓されています。
　　　　　　このマイクは電話や携帯機器
　　　　　　との音声通信に使用。 
　　　　　　この部分を清潔で乾燥した
　　　　　　状態を維持してください。
　　　　　　カバーしてしまうとマイクの
　　　　　　反応が悪くなります。

(3) 「次」：このボタンは、プレイリストの
　　　　次の曲を再生。

(4) 電源オン/バッテリーインジケーター
電源アダプタが未接続、
または電源ONにされていない場合：

(5)  電源ボタン：
一度押すとLIVE MINIが起動します。

　　　　　　約1秒間、長押しすると
　　　　　　電源OFFになります。

(6)  「ー」ボタン：
このボタンは音量を

　　　　　　　下げる以外に様々な
　　　　　　　操作に使用されます。

(7)  マルチ・ファンクション・ボタン：
このMFBボタンは再生と一時停止として
使用する以外にLIVE MINIのさまざまな操作に
使用されます。

(8)  「＋」ボタン：
   このボタン音量を上げる以外に
様々な操作に使用されます。

(9) AUX入力インジケーター：
外部オーディオ機器と3.5mmステレオケーブルで
AUX接続されていることを示します。
LIVE MINIがリアパネルの3.5mmTRS AUXコネクタ
介してMP3プレーヤーなどの補助装置に
接続されていることを示します。

(10) Bluetoothボタン：
このボタンはBluetooth対応機器との
ペアリングに仕様、その他の操作にも使用されます。
Bluetooth接続の設定の詳細については、
このマニュアルの「Bluetooth接続」の
項目を参照してください。

(11) Bluetoothインジケーター：
Bluetooth接続状況を示します。

後面接続部
(12) AUX入力：

この3.5 mm TRSコネクタはMP3プレーヤー
やコンピュータのオーディオ出力などの
外部機器からのライン接続が可能です。

Top

Front

Rear

Rear

Front

Base Top

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1) (2) (3)

(12) (13)

(15)

(14)

LIVE MINIの電源ボタンを押してから
10秒間このLEDが点灯します。
(電源ボタンを１回押すと、LEDが3秒間点灯します。)
LEDの色は以下のようにバッテリーの状態を示します。

緑：バッテリーが50%以上

黄色：バッテリーが20%～50%。

赤:バッテリーが少ない状態です。

電源アダプターで本体を接続して電源ONにした場合 ：

LEDの色は次のように充電の進行状況を示します。

緑(点灯)：フル充電

黄色(ゆっくり点滅)：半分以上充電されてます。

赤(ゆっくり点滅)：半分以下充電されてます。

を
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(13) 
このコネクタは付属の電源アダプタと一緒に使用、
チャージベースに接続されていないときに
LIVE MINIの内蔵バッテリーを充電します。

LIVE MINIは電源入力コネクタを使用して充電することが可能、
またチャージベースに接続したときに充電することもできます。
（この使用方法を推奨。）
付属の電源アダプタのみを使用してください。

(14) パワーコネクター

(15) 

 Step 3: 接続ガイド
LIVE MINI Getting started電源入力

チャージベース
LIVE MINIにはチャージベースが付属しています。 
このベースは清潔な状態にしつつ水平面に置いてください。
パワーコネクションはチャージベース上に
そのまま残すことができるため、
チャージベースを使用して充電することをお勧めします。
これによりLIVE MINIへの直接の電源接続の
複数の接続および切断による損傷の恐れを減少します。

本体とチャージベースが接続されているとき、
この4つのスプリング端子がLIVE MINIの底部への電力接続を行います。
LIVE MINIをチャージベースに取り付ける際はこのコネクタが
LIVE MINIの底部の対応するコネクタに正しく合っていることを確認してください。

このコネクターとLIVE MINIの底部にあるコネクターは
清潔で乾燥した状態を維持してください。

電源入力
このコネクタは付属の電源アダプタと一緒に使用、
チャージベースに接続されている際はLIVE MINIの内蔵バッテリーを充電します。
付属の電源アダプタをチャージベースに接続したままにしておくことができます。 

付属の電源アダプターのみを使用してください。

概要

電源接続

バッテリーに関する注意事項
この入門ガイドでは、LIVE MINIを
セットアップ方法や機能を簡単に紹介します。
LIVE MINIには2つの優れたトランスデューサと
様々な場所や現場でリアル感のあるステレオ
音楽再生を可能にする独自の
低音ラジエータデザインが含まれています。
Bluetooth接続と3.5 mm補助入力により
様々な機器との接続が可能です。

初めてLIVE MINIを使用する前に、
最初にフル充電されているか
確認することをお勧めします。
付属の電源アダプターのみを使用し
LIVE MINIの後部電源コネクター、または
チャージベースに直接接続してください。
チャージベースが清潔で乾燥した状態で
水平な場所に置かれていること、
およびLIVE MINIが正しく台に
取り付けられていることを確認してください。
LIVE MINIを充電すると電源LEDに
充電状態が表示されます。
LIVE MINIがフル充電されると
電源LEDは緑色に点灯します。
充電中はLIVE MINIを長時間放置しないでください。
LIVE MINIの充電が完了しましたら、
付属の電源アダプターを抜いて電源を切ってください。
バッテリーはユーザー自身で交換することは
できませんのでご注意ください。 
認定された修理センターにて交換可能です。

LIVE MINI内蔵電池の種類はリチウムイオンです。 
バッテリーの寿命を最大限に延ばすために
バッテリーの残量を少量状態にしないでください。
できるだけ「バッテリー残量少量」
（赤色のPOWER LED）の状態を避けてください。
（頻繁に充電する必要がある場合でも）
中程度の充電からバッテリーを
再充電することをお勧めします。
常にバッテリーをフル充電にする必要はありません。
再生時間は音楽プログラムの音量や
種類によって異なります。
音量が大きく低音域のコンテンツが
多いほど使用可能な駆動時間が短くなります。
LIVE MINIが高温の状態で操作すると
バッテリーの寿命にも影響します。
LIVE MINIをラジエーター、熱交換器、ヒーター、
またはパワーアンプなど、熱を発する
機器の近くに置かないでください。
日中の気温が高いときは、LIVE MINIを
直射日光の当たる場所に置かないでください。
LIVE MINIを長期間使用する予定がない場合は
必ず最初に充電してください。
LIVE MINIがチャージベースに入っていないときは、
AC電源から外部電源アダプタを抜きます。
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操作一覧表
機能名 操作方法 変化 LEDステータス

Bluetooth mode (BT=Bluetooth, MFB=Multi-Function Button)

Bluetooth
接続時

 

 Step 3: Getting started
Bluetooth接続方法

AUX接続方法

トラブル・シューティング

一般的なBluetooth接続を設定する手順は次のとおりです。
まずお使いのデバイスに付属のマニュアルを読み、
Bluetoothの操作手順と詳細をご覧ください。
お持ちのデバイス機器が
Bluetooth有効になっているか確認してください。
LIVE MINIの電源を入れます。
BLUETOOTH LEDが点滅、デバイスと
ペアリングしようとしていることを示します。
もしTANNOY LIVE MINIがデバイスリストに
表示されない場合は、
LIVE MINIのBluetoothボタンを3秒間長押ししてください。
TANNOY LIVE MINIがデバイスリストに表示されたら、
それを選択するとぺリング完了の状態になり、
Bluetooth LEDが点灯します。
操作中は「＋」ボタンと「-」ボタンを使って音量を
上げ下げすることができ、「前」と「次」の
ボタンを使ってプレイリストを
上下に移動させることができます。
Bluetooth接続中はマルチファンクションボタン(MFB)を押すと
LIVE MINIの内蔵マイクを使用して通話することができます。
次ページに操作方法の詳細を示します。

LIVE MINIの背面にある3.5 mm TRS入力接続は、
例えばパソコンやMP3プレーヤーを含む
さまざまな機器のラインレベルのオーディオ出力への接続が可能です。
AUX入力に接続するとLIVE MINIは自動的に
Bluetoothデバイスではなくオーディオ機器の再生として切り替わります。
操作中は「＋」ボタンと「-」ボタンを使って音量を上げ下げすることができ、
MFBボタンを使って音を消すことができます。

Bluetooth接続に関する問題は、
以下の点を使用して解決することができます。
LIVE MINIの+ボタンと - ボタンを5秒間、長押しします。 
それから再度、新規接続としてペアリングしてみてください。
お使いのデバイスで「TANNOY LIVE MINI」の
以前のインスタンスをすべて削除してから再度、
新規接続としてペアリングしてみてください。

電源ON

電源OFF

バッテリーの
状態を表示

ステータス状態

OFF

ON

ON

電源LEDが
点灯するまで
POWER
ボタンを
長押しします。

デバイスリストが
空でない場合、
LIVE MINIは最後に
使用された
デバイスへの接続を
開始します。
それ以外の場合は
ペアリングモードに
入ります。

電源LEDが10秒間点灯。
LEDの色はバッテリーの
充電状態を表します。

緑：50%
黄色：20%-50%
赤：バッテリー少量

電源LEDが
赤に変わって
消えるまで
POWER
ボタンを
押し続けます。

LED消灯

電源ボタンを
素早く
一度押します。

電源LEDが
3秒間点灯します。

電源LEDの色は
上記のように
充電状態を示します。

ペアリング入力

手動接続 アイドル
状態。

ON状態、
ただし
コール
アクティブ
状態では
ありません。

MFBボタンを
押します。

BTボタンを
３秒間
長押します。

LIVE MINIは
ペアリングと接続の
準備ができています。
これは5分で
有効期限が切れます。

BT LEDが青色に
ゆっくり点滅。

変化なし。LIVE MINIが最後に
使用した機器への
接続を開始します。

Bluetooth 
LED点灯

音量を上げる。

音量を下げる。

音楽の
再生中、
または
通話中。

「＋」ボタンを
押します。

「－」ボタンを
押します。

Bluetooth LEDが
一度点滅。

Bluetooth LEDが
一度点滅。

音楽の
再生中、
または
通話中。
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操作一覧表

  

 

Bluetooth 
LED点灯

Bluetooth
接続時

変化なし。

変化なし。

変化なし。

変化なし。

AUXモード

Bletoothペアリングをリセット

BT LEDがフラッシュ

バッテリーステータス

電話の着信

音量最大/
最少

音楽の再生/
一時停止

進む

戻る

音楽の
再生中
または
通話中。

A2dp
プロファイル
が接続。

オーディオ
ストリーミング

オーディオ
ストリーミング

MFBボタンを
１度押します。

「＋」/「－」

次の曲へ飛びます。

前の曲へ飛びます。

NEXTボタン
を押す。

PREVボタン
を押す。

Bluetooth LEDが２度点滅。

Bluetooth LEDが１度点滅。

Bluetooth LEDが１度点滅。

Bluetooth LEDが１度点滅。

+または - ボタンを
押したままにして
音量を増減します。

電話に出る。
着信を
拒否する。

通話終了/
キャンセルする。

最新の発信電話
No.をリダイヤル。

ヴォイス
ダイヤル。

電話の着信。

電話の着信。

通話中。

HFP接続。

HFP接続。

MFBボタンを
一度押します。
MFBボタンを
１秒間長押します。

MFBボタンを
１度押します。

MFBボタンを
素早く
２度押します。
MFBボタンを
素早く
３度押します。

HFP=ハンズフリー
プロトコル

LED点灯。

Bluetooth
ペアリングを
リセット。

アイドル
状態。

「＋」と「－」
ボタン同時に
５秒間長押し。

LEDが数回点滅。

音量を上げる。

音量を下げる。

音量最大/
最少

ミュート/
ミュート解除。
Bluetooth
モードに
切り替え。

AUXモードに
切り替え。

AUXモード。

Bluetooth
モード。

AUXモード。

AUXモード。

AUXモード。
AUXモード。

「＋」/「－」

「＋」ボタン
を押します。

「－」を押します。

MFBボタンを
押します。
Bluetoothボタン
を押すか
3.5mmジャック
を外します。

3.5mmジャックを
接続します。

「＋」または「－」
ボタンを押した
ままにして
音量を増減します。

AUX LEDが１度点滅。

AUX LEDが１度点滅。

AUX LEDが２度点滅。

AUX LEDが１度点滅。
Bluetooth LEDに
切り替わります。

AUX LEDが点灯。

フル充電

残量50%以上

残量50%以下

任意の状態

任意の状態

任意の状態

チャージャー
と接続。

チャージャー
と接続。

チャージャー
と接続。

電源LEDは緑に点灯。

電源LEDは黄色にゆっくり点滅。

電源LEDは赤色にゆっくり点滅。

※LIVE MINIは２０分以上入力がない場合、自動的にOFFになります。
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その他の重要事項
本体に電源コンセントを差し込む前にそのモデルのための
正しい主電源の電圧を使用しているか確認してください。
故障したヒューズは、同じタイプおよび定格のヒューズと交換する必要があります。

TANNOY製品の保証、修理につきましては下記リンクをご活用ください。
http://www.kikutani.co.jp/tctannoybugera/support.html
修理・製品サポートに関してましてはMUSICトライブ・サービセスJP株式会社様へ
お問い合わせ下さい。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12 ユニゾ岩本町三丁目ビル南館7階
電話：03-5821-9781 (修理。製品サポート)
電話受付時間：9:30～17:00 (土日祝日を除く)
fax：03-5833-9020

お問い合わせ窓口のご案内

性能

所要電力

内臓バッテリー

Bluetooth ワイヤレステクノロジー

使用環境

その他

SPEC詳細

音声出力

トランデューサー

パッシブ・ラジエーター

AUX入力

外部電源アダプタ入力

外部電源アダプタ出力

バッテリータイプ
低格電圧

バッテリー容量

バージョン

RE 周波数レンジ

チャンネル NO.

最大出力

動作温度範囲

寸法(H x W x D)

重量

2 x 8 ワット RMS@40hms

2 x 1.75” ネオジム・マグネット

2 x 楕円型ラジエーター 3.3" x 1.5"

3.5mm TRS

100-240 VAC 50/60 Hz

Li-ion
7.4 V

2600 mAh

Bluetooth 4.2

2402 to 2480 MHz

79

10 dBm

5℃ to 40℃(41°F to 104°F)

63 x 186 x 65mm (2.5 x 7.3 x 2.6”)

0.89 kg(1.96lbs)

5VDC, 2 A maximum

この製品マニュアルはキクタニミュージックの許可なしに
テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
またNAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。






