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トップパネル 

 

 

 

リアパネル 
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技術仕様  
対応 CD フォーマット：CD、CD-R、CD-RW  
対応ファイル：MP3、WMA  
Bluetooth   
バージョン：Bluetooth5.0 対応   
プロファイル：A2DP  
到達レンジ：最大約 15m  
電源：USBバスパワーまたは単三電池 2本で駆動   
サイズ：139 x 155 x 22mm (W x D x H) 
重量：250g �
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同梱品：CD Go本体、単三電池 x2、USB電源ケーブル、イヤホン、 
クイックスタートガイド/保証書(本書) 

ご注意ください： 

• 雨の中や濡れたところで使用しないでください。乾燥した場所でご
使用ください。・平らな場所でご使用ください。• CDを再生しない場
合は、CD Go のカバーを閉じてください。• 長期間ご使用にならない
場合は、電池を抜いておいてください。 

トップパネル：(1) SKIP/SEARCH ボタン (2) REPEAT/Bluetooth 
ボタン (3) PROGRAMボタン (4) ディスプレイ (5) PLAY/PAUSEボ
タン (6) STOPボタン (7) VOLUME -/+ボタン (8) OPENボタン                 
(9) PHONES端子 (10) 電源端子 

リアパネル（本体裏側）：(11) 電池ボックス 
CD Goの電源をONにするには、PLAY/PAUSEボタンを押します。 
CD Goの電源をOFFにするには、再生停止後にSTOPボタンを押し 
ます。電源がOFFの場合、ペアリングされているBluetoothスピーカ
ーとの接続はすべて切断されます。  
注意：再生が停止してから30秒間何も操作しない状態が続くと、CD 
Goの電源は自動的にOFFになります。  
注意：電池残量が少なくなると、電池アイコンがディスプレイに 
表示されます。 
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CD を再生する： 
1. OPENボタンを押してカバーを開け、CDを入れ、カバーを閉じま
す。  
2. SKIP ボタン（ |<< または >>| ）で再生するトラックを選択しま
す。  
3. PLAY/PAUSE ボタンを押し、再生を開始します。 
4. VOLUME -/+ボタンを押すと、音量が調整できます。  
5. SKIP ボタン（ |<< または >>| ）を長押しすると、聴きたいところ
までの早送り・巻き戻し（SEARCH）ができます。 

CD Go を Bluetooth スピーカーとペアリングする 
1. お手持ちのBluetooth スピーカーの電源を入れ、ペアリングモードに
設定します。  
2. Bluetooth ボタンを長押しして、CD Goをペアリングモードにしま
す。CD Goがペアリングモードに入ると、ディスプレイに「BT」とい
う表示が点滅します。ペアリングには30 秒ほど要します。うまくペア
リングできない場合は、CD Goと Bluetooth スピーカーを近づけて、
ペアリングを行います。   
3. ペアリングが完了すると、「BT」表示の点滅が点灯に変わります。
Bluetooth スピーカーもペアリングが完了した状態を表示します。 
注意：CD Goは最も近くにあるBluetooth スピーカーとペアリングし 
ます。 
  
4. CD Go で音楽を再生します。PLAY/PAUSEボタンがある
Bluetooth スピーカーをご使用で、音声が聴こえない場合は、スピーカ
ー側のPLAY/PAUSEボタンも操作してみてください。 
5. Bluetooth スピーカー側のボリューム（ある場合）または CD Go の
VOLUME -/+ボタンで音量を調整します。 
ペアリングを解除するには、CD Go の Bluetooth ボタンを押すか、
Bluetooth スピーカー側でペアリングを解除してください。 

トラブルシューテング： 
CD Go 本体の電源が入らない。  
・単三電池が正しく装着されているかご確認ください。 
・単三電池を新しいものに交換してみてください。 
CD が正しく再生されない。 
・CD Go本体のカバーが正しく閉じているか確認し、再生前にSTOPボ
タンを押してみてください。  
・ディスクを取り出して再度入れ直したり、盤面が汚れていないか、他
のディスクは再生するかなどもご確認ください。  

•    CD Go が Bluetooth スピーカーとペアリングしない 
・近くにある他のBluetoothスピーカーを、OFFにするか約15.2m以上
離れたところに移動し、ご使用になるBluetoothスピーカーが一番近く
にある状態で再度ペアリングをお試しください。  
ペアリングした Bluetooth スピーカーから音が出ない。 
・ペアリングしたBluetoothスピーカーにPLAY/PAUSEボタンがある場
合、スピーカー側のPLAY/PAUSEボタンも操作してみてください。  
・CD GoのBluetoothボタンを押してペアリングを一旦解除し、
Bluetoothボタンを押して再度ペアリングをお試しください。  
・CD  Go の電源を一旦 OFF にしてから再度 ON にし、
Bluetooth ボタンを押して再度ペアリングをお試しください。 
・CD GoのVOLUME +/-で音量を上げてみてください。 
・CDすべてのBluetooth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。接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合してい
ても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や 
表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。  
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Manual Version 1.4 
  

安全にお使いいただくために�
  
 
 

���このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示が  
あることを示しています。�

���このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電  
の恐れがあるという警告です。�

�� �����このマークは、ご利用出力コネクターが感電を起こす恐れ 
のある電圧を含んでいるという警告です。 
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1. 注意事項を必ずお読みください。  
2. 注意事項を必ずお守りください。 
3. すべての警告に従ってください。 
4. すべての注意事項に従ってください。 
5. 水の近くで使用しないでください。 
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、
フロントバネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態
を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。 
7. 取扱説明書に従って設置してください。 
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱
を生じる機器の近くには置かないで下さい。 
9. 電源プラクは、危険防止のために、正しく使用してください。
アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状の
アース端子が付いています。これは、安全のためのものです。
ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業
者にコンセントの取り替えを依頼してください。 

10.電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意して         
ください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部 
分に注意してください。 

11.付属品は、メー力ーが指定しているものを使用してください 
12.音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せ 
て使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置 
方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。 

13.雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜 
いてください。 

14.修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせ 
ください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液 
体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気に 
さらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理 
が必要となります。 

15.本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺楓  
器とは最低 15センチ離し、風通しの良い場所でご利用くださ 
い。 

16.主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜け 
る状態にしておいてください。 

17.本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピー力̶で長時
間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力
低や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。 

18.水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、 
コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かな 
いでください。 

19.警告：火災や感電防止のため、雨や温気にさらさないでくださ 
い。 

このマークのついた製品は、 
必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、 
アダプタのアース線を接地してご使用ください。 

 
 
 

[ Web ] 
inmusicbrands.jp 
[ サポート/お問い合わせ ] 
www.inmusicbrands.jp/support/ 

 

無料修理規定 
 
1.保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、 
お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。 
  
2.ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修  
理がご依頼できない場合には弊社カスタマーサポート 
へご相談ください。  
 
3.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  

（イ） ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造に 
よる故障および損傷。  

（ロ） お買上げ後の取付け場所の移動、落下など 
による故障および損傷。  

（ハ） 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災 
地変、公害や異常電圧による故障および損傷。  

（ニ） 消耗部品を取替える場合。 
（ホ） 本書のご提示がない場合。 
（ヘ） 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名 

の記入のない場合、あるいは字句を書き換 
えられた場合。 
 

4.inMusic Japan は製品の使用不可能または不具合を問わ 
ずいかなる場合においても、本製品の使用または使用不能 
から生ずる二次的及び間接的な損害に関して、弊社は一切 
の責任を負わないものとします。保証条件や本保証に基 
づき inMusic Japan が負う責任は、販売国の国内でのみ 
有効です。本保証で定められた修理は、inMusic Japan 
でのみ行われるものとします。 
 
5.オークションなどを含む中古販売品・個人売買品・ 
未開封品の二次販売等は、本保証の対象外となります。 

 
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて 
無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書に 
よってお客様の法律上の権利を制限するものではありません 
ので、保証期間経過後についてご不明の場合は、お買上げの 
販売店または弊社カスタマーサポート へご相談ください。 

保証書 
 
製品名： 
 
製品番号： 
 
ご購入日： 
 
保証期間：ご購入から一年間 
 

お客様ご記入欄 
 
お名前： 
 
ご住所： 
 
お電話： 
 

販売店ご記入欄 
 
販売店名： 
 
ご住所： 
 
お電話： 
 
・本書に記入のない場合は、有効となりませんので、 
直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。  
・本書は再発行いたしませんので、紛失しないように 
大切に保管してください。 
・本書は日本国内においてのみ有効です。 
 

inMusic Japan 株式会社 
 
〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23 オーク南麻布ビルディング6階 
お問い合わせ、修理保証については以下Webサイトをご覧ください。 
www.inmusicbrands.jp/support/ 

この取扱説明書で使用している 
危険防止のマーク 

製品をご使用の際は、以下の使用上の 
注意に従ってください。 

キリトリ線 
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