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安全にお使いいただくために

注意
感電の.恐れが

ありますので、カバーや
その他の部品を取り外
したり、開けたりしない
でください。高品質なプ
ロ用スピーカーケーブル
（¼" TS 標準ケーブルお
よびツイスト ロッキング 
プラグケーブル）を使用
してください。

注意
火事および感電
の危険を防ぐた

め、本装置を水分や湿気
のあるところには設置し
ないで下さい。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
水分を含んだものは、装
置の上には置かないよう
にしてください。 

注意

このマークが表
示されている箇所には、
内部に高圧電流が生じ
ています。手を触れると
感電の恐れがあります。

注意

取り扱いとお手
入れの方法についての重
要な説明が付属の取扱
説明書に記載されていま
す。ご使用の前に良くお
読みください。  
   
   
  

注意

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. 本機は、取扱説明書
の指示に従い、適切な換
気を妨げない場所に設
置してください。取扱説
明書に従って設置してく
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
は電源遮
断機として

利用されている場合に
は、これが直ぐに操作で
きるよう手元に設置して
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
に電源コー
ドが付属さ
れている場
合、付属の
電源コード

は本製品以外ではご使用
いただけません。電源コ
ードは必ず本製品に付属
された電源コードのみご
使用ください。
18.  ブックケースなどの
ような、閉じたスペース
には設置しないでくだ
さい。
19.  本機の上に点火した
蝋燭などの裸火を置か
ないでください。
20.  電池廃棄の際に
は、環境へのご配慮をお
願いします。電池は、か
ならず電池回収場所に
廃棄してください。
21.  本装置は 45°C 以下
の温帯気候でご使用くだ
さい。   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

法的放棄
ここに含まれる記述、
写真、意見の全体または
一部に依拠して､いかな
る人が損害を生じさせた
場合にも､Music Tribe は一
切の賠償責任を負いま
せん。技術仕様､外観お
よびその他の情報は予
告なく変更になる場合が
あります。商標はすべて､
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､ 
Oberheim､Auratone､Aston 
Microphones および 
Coolaudio  は Music Tribe 
Global Brands Ltd. の商標
または登録商標です。© 
Music Tribe Global Brands Ltd. 
2021 無断転用禁止。

限定保証
適用される保証条件と 
Music Tribe の限定保証に
関する概要については、
オンライン上 musictribe.
com/warranty にて詳細を
ご確認ください。

警告
バッテリーの交

換が適切でない場合、
爆発する恐れがありま
すので、必ず同じ型式か
同等の製品をご使用く
ださい。

警告
バッテリー（バ

ッテリーパックまたはコ
ンビネーションバッテリ
ー）は日光、火、その他過
熱状態を引き起こす環境
に晒さないでください。
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ステップ 1: フックアップ
LIVE MINI フックアップ

LIVE MINI への直接電源接続

LIVE MINI への Bluetooth 接続

LIVE MINI への補助接続LIVE MINI 充電ベースを使用した
電源接続（推奨)

Power Adapter

LIVE MINI

Charging Base

LIVE MINI

Power Adapter
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LIVE MINI コントロール LIVE MINI コントロール
ステップ 2: コントロール

トップパネルコントロール

(1) Previous – このボタンは、プレイ
リストの前の曲を再生するために
使用されます。

(2) Microphone Aperture – この小さ
な穴の下には、内部マイク用の要
素があります。    
このマイクは、モバイルデバイスと
の通話や音声対話に使用されま
す。この領域を清潔で乾燥した状
態に保ち、カバーしないでくださ
い。カバーしないと、マイクの応答
が低下します。

(3) Next – このボタンは、プレイリス
トの次の曲を再生するために使用
されます。

(4) Power ON/Battery Indicator
電源アダプタが挿入されてい
ないか、電源が入っていない
場合：

この LED は､ LIVE MINI 電源ボタ
ンを押してから 10 秒間点灯し
ます。(電源ボタンを一瞬押す
と､ LED が 3 秒間再び点灯しま
す。) LED の色は、次のようにバ
ッテリーの状態を示します。
緑: バッテリー充電 > 50％
黄: バッテリーの充電量は 20％
から 50％ の間です
赤: バッテリーの充電量が少
ない

電源アダプタを挿入して電源を
入れたとき:

LED の色は、充電の進行状況を
次のように示します。
緑(実線): バッテリーは完全に
充電されています  

黄色(ゆっくり点滅): 充電
の進行状況は半分を超えて
います
赤(ゆっくり点滅): 充電の進行
状況は半分以下です

(5) Power Button – これを押す ボタ
ンを 1 回押すと､ LIVE MINI がオン
になります。ボタンを約 1 秒間押
して､ LIVE MINI をオフにします。

(6) – Button  – このボタンは､音量小
を含むさまざまな操作に使用さ
れます。

(7) Multi-Function Button – この MFB 
ボタンは､一時停止や再生など､ 
LIVE MINI のさまざまな操作で使
用されます。

(8) + Button – このボタンは､音量大
を含むさまざまな操作に使用さ
れます。

(9) Aux Input Indicator  – これは､ LIVE 
MINI がリアパネルの 3.5 mm TRS 
Aux コネクタを介してMP3 プレー
ヤーなどの補助デバイスに接続
されていることを示します。

(10) Bluetooth Button – このボタン
は､互換性のあるデバイスとの 
Bluetooth ペアリングなどのさまざ
まな操作で使用されます。
Bluetooth 接続の設定の詳細につ
いては､このマニュアルの「はじ
めに」セクションを参照してく
ださい。

(11) Bluetooth Indicator – これは 
Bluetooth 接続のステータスを示
します。   
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リアパネルコネクタ

(12) Aux Input – この 3.5 mm TRS コネ
クタは､ MP3 プレーヤーやコン
ピュータオーディオ出力などの
外部デバイスからのラインレベ
ルのステレオ入力信号を受け入
れます。

(13) Power Input – このコネクタは、付
属の電源アダプタとともに使用
して､ LIVE MINI が充電ベースに接
続されていないときに内部バッ
テリを充電します。
LIVE MINI は､この電源入力コネク
タを使用して充電することも、
充電ベースに接続したときに充
電することもできます(これが推
奨される方法です)。
付属の電源アダプターのみを使
用してください。

充電ベース

LIVE MINI には、充電ベースが付属
しています。このベースは、乾燥
した清潔な水平面に配置する必
要があります。
電源接続は充電ベースに残し
ておくことができるため、充電
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、 
LIVEMINI への直接の電源接続の
複数の接続と切断による損傷の
可能性が減少します。

(14) Power Connector – これらの 4 つ
のスプリング端子は、充電ベー
スに接続されている場合､ LIVE 
MINI の下部に電源接続します。
LIVE MINI を充電ベースに取り付
けるときは、このコネクタが LIVE 
MINI の下部にある対応するコネ
クタと正しく揃っていることを確
認してください。
このコネクタと､ LIVE MINI の下
部にある対応する嵌合コネク
タを清潔で乾燥した状態に保
ちます。

(15) Power Input – このコネクタは、
付属の電源アダプタとともに使
用して､ LIVE MINI が充電ベースに
接続されているときに内部バッ
テリを充電します。
付属の電源アダプターは､充電ベ
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。

LIVE MINI はじめに
ステップ 3: はじめに

概要
このスタートガイドは､ LIVE MINI の
セットアップと、その機能の簡単な
紹介に役立ちます。LIVE MINI には、 
2 つのプレミアムトランスデューサ
ーと独自の低音ラジエーターデザ
インが含まれており、どこにいても
優れた真のステレオ音楽再生が可
能です。Bluetooth 接続と 3.5 mm 補
助入力により､さまざまな接続オプ
ションが可能になります。

電源接続
LIVE MINI を初めて使用する前に、完
全に充電されていることを確認す
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 の背面電源コネクター
または充電ベースに直接接続して
ください。
充電ベースが清潔で乾燥した平ら
な水平面に配置されていること、
および LIVE MINI がベースに正しく
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 
が完全に充電されると､電源LED が
緑色に点灯します。
充電中は LIVE MINI を放置しないで
ください。
LIVE MINI の充電中は､付属の電源
アダプターの電源を切ってくだ
さい。
バッテリーはユーザーが交換でき
ないことに注意してください。認定
修理センターと交換できます。

バッテリーに関する注意事項
LIVE MINI 内蔵バッテリータイプはリ
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
テリーの充電量を極端に少なくし
ないことをお勧めします。可能な限
り「バッテリー低下」充電範囲(赤
色の POWER LED )から遠ざけてくだ
さい。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(より頻繁に充電する必要があ
る場合でも)。
いつでもバッテリーを完全に放電
する必要はありません。
再生時間は､音楽番組の音量や種
類によって異なります。音楽の音量
が大きく、低音のコンテンツが多い
ほど､使用できるバッテリー時間は
短くなります。
LIVE MINI を高温で操作すると､バ
ッテリーの寿命にも影響します。 
LIVE MINI をラジエーター､暖炉、ヒ
ーター､またはパワーアンプなどの
他の熱源の近くに置かないでくだ
さい｡日中の高温時には､ LIVEMINI 
を直射日光の当たる場所に置かな
いでください。
LIVE MINI を長期間使用しない場合
(保管など）は､必ず先に充電して
ください。
LIVE MINI が充電ベースにない場合
は､AC 電源から外部電源アダプタ
ーを取り外します。
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BLUETOOTH 接続
一般的な Bluetooth 接続を設定する
手順は次のとおりです。
まず、デバイスに付属のドキュメン
トを読み､ Bluetooth の操作手順と
詳細をよく理解してください。
デバイスで Bluetooth が有効になっ
ていることを確認してください
LIVE MINI の電源を入れます。 
BT LED が点滅し、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。
Tannoy LIVE MINI がデバイスリストに
表示されない場合は､ LIVE MINI の 
BT ボタンを 3 秒間押します。
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
とペアリングされます｡ BT LED が点
灯します。
操作中は､ + ボタンと - ボタンを
使用して音量を増減したり､前の
ボタンと次のボタンを使用してプ
レイリストを上下に移動したりで
きます。
Bluetooth 経由で接続しているとき
に､多機能ボタン（ MFB ）を押すと､
着信に応答できます｡ LIVE MINI の内
蔵マイクを使用して会話します。
次のページの操作表は、操作の詳
細の一部を示しています。

トラブルシューティング
Bluetooth 接続の問題は､次の点を
使用して修正できます。
LIVEMINI の + ボタンと - ボタンを 5 
秒間押し続けてみてください。そ
の後、もう一度ペアリングしてみて
ください 新品から。
デバイス内の「 Tannoy LIVE MINI 」の
以前のインスタンスを削除してか
ら、新しいものからもう一度ペアリ
ングしてみてください。

AUX 接続
LIVE MINI の背面にある 3.5 mm TRS 
入力接続により、コンピューター
や MP3 プレーヤーなどのさまざま
なデバイスのラインレベルのオー
ディオ出力に接続できます。
Aux 入力に接続すると､ LIVE MINI 
は､ Bluetooth デバイスではなく、着
信オーディオを再生するように自
動的に切り替わります。
操作中は､ + ボタンと - ボタンを
使用して音量を増減したり､ MFB 
ボタンを使用して音をミュートした
りできます。

Operations Table
Function Name Status Operation Remark LED Status

Turn On Off Press and hold 
the POWER 
button until 
the Power LED 
lights up

LIVE MINI will start to 
connect to the  
last used device,  
if the device list is  
not empty. Otherwise 
it will enter  
pairing mode.

Power LED ON for  
10 seconds (when not 
on the charger).
The LED color shows 
battery charge status:
Green: >50%
Yellow: between  
20% and 50%
Red: Battery Low

Turn Off On Press and hold 
the POWER 
button until 
the Power LED 
turns red and 
then off

Power LED Off

Show battery 
status

On Press the 
POWER button 

Power LED turns on  
for 3 seconds

Power LED color shows 
the charge status as 
above.

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

Enter pairing On, but 
not in 
call-active 
state

Hold BT button 
for 3 seconds

LIVE MINI is ready 
for pairing and 
connecting.
This expires in  
5 minutes.

BT LED flashes  
blue slowly

Manual 
Connection 
Request

Idle state Press MFB 
button

LIVE MINI starts to 
connect to the last 
used device.

No change

BT connection 
established

BT LED  
On steady

Volume Up Music 
playing 
or a call is 
active

Press '+' 
button

BT LED flashes once

Volume Down Music 
playing 
or a call is 
active

Press '-' button BT LED flashes once
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Operations Table continued
BT connection 

established
BT LED  

On steady

Volume 
maximum/
minimum

Music 
playing 
or a call is 
active

'+' / '-' Press and hold the 
+ or - buttons to 
keep increasing or 
decreasing volume

BT LED flashes twice

Play/Pause
music player

A2dp profile 
connected

Press MFB once BT LED flashes once

Forward Audio 
streaming

Press NEXT 
button

Jump to next song BT LED flashes once

Backward Audio 
streaming

Press PREV 
button

Jump to previous song BT LED flashes once

Incoming call BT LED flashes

Answer a call Incoming call Press MFB once BT LED On steady

Reject an 
incoming call

Incoming call Hold MFB for  
1 second

No change

End/cancel 
a call

Call active Press MFB once No change

Last number 
redial

HFP 
connected

Press MFB 
twice

HFP = Hands Free 
Protocol

No change

Voice dial HFP 
connected

Press MFB 
three times

No change

Three way call Status Operation Remark LED Status

Place an 
incoming call 
on hold

Incoming call Press MFB 
twice

No change

Accept waiting 
release active

Second call 
on hold/
waiting

Press MFB once No change

Accept waiting 
hold active

Second call 
on hold/
waiting

Press MFB 
twice

No change

Accept held 
incoming call

Incoming 
call on hold

Press MFB once No change

Reject held 
incoming call

Incoming 
call on hold

Hold MFB for 1 
second

No change

Three way call Status Operation Remark LED Status

Release all 
held

Call on 
hold/
waiting

Press MFB+BT 
buttons

No change

Add held to 
3 way

Call on 
hold/
waiting

Double press
MFB+BT 
buttons

No change

Reset Bluetooth paired device list

Reset BT paired  
device list

Idle state Hold '+' & '-' 
together for  
5 seconds

BT LED flashes  
several times

AUX mode

Volume up AUX mode Press '+' 
button

AUX LED flashes once

Volume down AUX mode Press '-' button AUX LED flashes once
Volume 
maximum/
minimum

AUX mode '+' / '-' Press and hold the 
+ or - buttons to 
keep increasing or 
decreasing volume

AUX LED flashes twice

Mute/unmute AUX mode Press MFB AUX LED flashes once

Switch  
BT mode

AUX mode Press BT button
or Unplug the 
3.5mm jack

Change to BT led

Switch  
AUX mode

BT mode Plug in  
3.5mm jack

AUX LED ON

Battery Status

Full charged Any state Plug in charger POWER LED Green 
steady

> 50% full Any state Plug in charger POWER LED slowly  
flashing Yellow

< 50% full Any state Plug in charger POWER LED slowly 
flashing Red

Note:
LIVE MINI will automatically turn itself off if there is no audio input for 20 minutes.
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その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 /  
電圧の選択: ユニットをパ
ワーソケットに接続する
前に、各モデルに対応し
た正しい主電源を使用し
ていることを確認してく
ださい。ユ ニットによっ
ては、230 V と 120 V の 2 つの
違うポジションを切り替え
て使う、ヒューズの格納部
を備えているものがありま
す。正しくない値のヒュー
ズは、絶対に適切な値のヒ
ューズに交換されている必
要がありま す。

2. 故障: Music Tribe ディーラ
ーがお客様のお近くにな
いときは、musictribe.com の 
“Support” 内に列記されてい
る、お客様の国の Music Tribe 
ディストリビューターに
コンタクトすることがで
きます。お 客様の国がリ
ストにない場合は、同じ 
musictribe.com の “Support” 内にあ
る “Online Support” でお客様の問
題が処理できないか、チェ
ックしてみてください。あ
るいは、商品を返送する前
に、musictribe.com で、オンラ
インの保証請求を要請して
ください。   
       

3. 電源接続: 電源ソケット
に電源コードを接続する前
に、本製品に適切な電圧を
使用していることをご確認
ください。不具合が発生し
たヒューズは必ず電圧およ
び電流、種類が同じヒュ
ーズに交換する必要があり
ます。

その他の重要な情報

技術仕様
パフォーマンス

オーディオ出力パワー(ステレオ) 2 x 8 ワット RMS @ 4 オーム
トランスデューサー ネオジム磁石付き 2 x 1.75" 

パッシブラジエーター 2 x 楕円形ラジエーター 3.3" x 1.5"

補助入力 3.5 mm TRS

電力要件

外部電源アダプタ入力 100〜240 VAC 50/60 Hz
外部電源アダプタ出力 5 VDC､ 最大 2 A

内蔵バッテリー
タイプ リチウムイオン
定格電圧 7.4 V
容量 2600 mAh

Bluetooth ワイヤレステクノロジー
バージョン Bluetooth 4.2 

RF 周波数範囲 2402 〜 2480 MHz
チャンネル番号 79
最大出力電力 10 dBm

環境

動作温度範囲 5°C から 40°C (41°F から 104°F）
物理的

寸法 (H x W x D） 63 x 186 x 65 mm (2.5 x 7.3 x 2.6")
重量 0.89 kg (1.96 ポンド）




