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同梱品

HDMI 2.0ケーブル

取扱説明書

AUXケーブル

Soundcore Infini 2 電源コード

リモコン 電池 × 2

ネジ × 2, アンカー × 2
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3 4

5 6

7 8

9

User 
manual

安全マニュアル

!

各部分の名称
フロントパネル :

1 2 3

1 12 3 4 5 6

4 5

1 2

1. LED インジケーター
2. リモートセンサー

トップパネル :

1 2 3

1 12 3 4 5 6

4 5

1 2

1. スタンバイボタン
2. ソース入力ボタン
3. Bluetooth ボタン
4. 音量ダウンボタン
5. 音量アップボタン

リアパネル :

1 2 3

1 12 3 4 5 6

4 5

1 2

1. 壁取り付け用ネジ穴
2. 電源ポート　

3. HDMI ポート (ARC 入力 )

4. USB ポート (USB メモリ )
5. 光デジタルポート
6. AUX ポート (LINE 入力 )

※画像はイメージです。実物の製品とは異なる場合があります。
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設置
テレビ台の上への設置

壁への取り付け
1. ドリルで壁に穴 (直径約 6mm) を 2 つ開けます。2 つの穴にアンカーを

差し込んだ後、ネジを締めます。

750mm

2. 必ず、ネジの頭部と壁の間に 4mm の隙間を残すようにしてくだ
さい。

4mm

3.  本製品を壁に掛けます。

接続
本製品を、テレビやその他機器に接続する方法は 3 つあります。
オプション 1：Bluetooth でテレビに接続する
1.  Bluetooth ボタンを 2 秒間長押しして、Bluetooth ペアリングモードに

入ります。
2. テレビの Bluetooth をオンにして、Bluetooth 設定画面で「Soundcore 

Infini 2」を選択し、接続します。

>2s

オプション 2：HDMI ケーブルまたは光ケーブル *でテレ
ビに接続する
* 光ケーブルは付属していません
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オプション 3：USB ポートに USB メモリを接続または
AUXケーブルで他の機器に接続する

使用方法

電源のオン / オフ、スタンバイに切り替え

光デジタル、HDMI ARC、Bluetooth、LINE 入力、
USB モードを順番に切り替え

Bluetooth ペアリングモードを開始

音量ダウン

音量アップ

本製品は MPEG-AAC フォーマットには対応しておりません。
テレビが HDMI ポート経由で本製品に接続されている場合、
光デジタルポートは使用できません。

20 分間オーディオ入力を受信しないと、本製品は自動的に
スタンバイモードに切り替わります。
いずれかのボタンが押されるか、ソース入力を受信すると、
本製品はスタンバイモードから復帰します。

LEDインジケーター

スタンバイモード 赤色で点灯
LINE 入力モード 10 秒間緑色に点灯した後、徐々に消灯
Bluetooth ペアリング完了 10 秒間青色に点灯した後、徐々に消灯
Bluetooth ペアリング ゆっくりと青色に点滅
光デジタルモード 10 秒間黄色に点灯した後、徐々に消灯

USB モード 10 秒間青緑色に点灯した後、徐々に消
灯

HDMI ARC モード 10 秒間紫色に点灯した後、徐々に消灯

リモコン
電池をリモコンに挿入します。リモコンを本製品に向けます。
リモコンは、センサーから約 8m の距離、また左右約 30 度の範囲で
動作します。

T

T
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リセット

>8s

本製品が正常に動作しない場合は、本体のソース入力ボタンと音量
アップボタンを同時に 8 秒以上長押しして、リセットしてください。

ファームウェアの更新
ファームウェアの更新がある場合には、Anker Japan 公式サイトの
製品ページからダウンロードいただけます。

www.ankerjapan.com

製品の仕様
仕様は予告なく変更されることがあります。

入力 100 ～ 240V、0.5A 以下、50/60Hz

オーディオ出力 120W

入力ポート
HDMI ARC × 1
AUX 入力 (3.5mm ステレオミニ ) × 1
光デジタル入力× 1
USB A × 1

通信方式 Bluetooth 5.3

サイズ 約 88x6.4x9.8cm

重さ ( 本体のみ ) 約 2.85kg

電源 / スタン
バイボタン

電源のオン / オフ、スタンバ
イに切り替え

ミュートボタ
ン ミュート / ミュート解除

音量アップボ
タン 音量アップ

音量ダウンボ
タン 音量ダウン

前へ 前のトラックに戻る
次へ 次のトラックに進む
再生 / 一時停
止 再生を一時停止 / 再開

Bluetooth ボ
タン

Bluetooth ペアリングモー
ドを開始

ソース入力ボ
タン

光デジタル、HDMI ARC、
Bluetooth、LINE 入力、USB
モードを順番に切り替え

ムービーモード 
( デフォルト )

低音域が強調され、会話がク
リアに聞こえます

音楽モード 高音域が強調され、音楽に
深みが加わります

ニュースモー
ド

人の声がクリアに聞こえま
す
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تحديث البرنامج الثابت
للحصول على أفضل الميزات والدعم، قم بتحديث مكبر الصوت بأحدث برنامج ثابت عبر منفذ 

 .USB

https://support.soundcore.com/s/

 المواصفات
المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. 

240-100 فولت ~ 50/60 هرتز 0.5 أمبير الدخل

120.0 واط مخرج الصوت

 HDMI ARC × 1
AUX IN )استريو صغير مقاس 3.5 مم) × 1

دخل بصري في × 1 
USB A × 1

منفذ الدخل

اإلصدار 5.3 بلوتوث

880×64×98 مم حجم المنتج

2.85 كجم الوزن )من دون الغالف)

اضغط لتنشيط مكبر الصوت أو التبديل إلى 
وضع االستعداد  زر االستعداد

كتم الصوت أو إلغاء كتمه زر كتم الصوت

رفع مستوى الصوت  زر رفع مستوى 
الصوت

تقليل مستوى الصوت  زر خفض مستوى 
الصوت

العودة إلى المقطع السابق السابق
التخطي إلى المقطع التالي التالي

وقف/استئناف التشغيل تشغيل / إيقاف

Bluetooth تنشيط وضع االقتران عبر Bluetooth زر

اضغط للتبديل بين الوضع البصري و
HDMI ARC وBluetooth و

LINE IN وUSB بالترتيب

زر الدخل من 
المصدر

تكثيف صوت الجهير وتعزيز وضوح الحوار وضع الفيلم 
)افتراضي)

تحسين الصوت الثالثي وإضافة عمق 
أكبر للموسيقى وضع الموسيقى

جعل الصوت البشري أكثر وضوًحا 
وتميًزا لالستماع إليه وضع األخبار

    

إعادة التعيين

>8s

إذا كان مكبر الصوت ال يعمل بشكل صحيح، فاضغط مع االستمرار على زر إدخال المصدر وزر 
رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه ألكثر من 8 ثواٍن إلعادة تعيينه. 



Customer Service
Kundendienst | Service clientèle | Assistenza clienti | Servicio de atención al cliente 
Atendimento ao cliente | カスタマーサポート | 고객 서비스 | 客户服务 | 客戶服務
Обслуживание клиентов 

 18-month limited warranty
18 Monate eingeschränkte Garantie | Garantie limitée de 18 mois
18 mesi di garanzia limitata | Garantía limitada de 18 meses  
Garantia limitada de 18 meses | 通常保証18ヶ月 (延長あり) | 18개월 제한 보증
18 个月有限保修 | 18 個月有限保固 |18-месячная ограниченная гарантия 

 Lifetime technical support
Technischer Support für die Produktlebensdauer | Assistance technique à vie
Supporto tecnico per l'intero ciclo di vita | Asistencia técnica de por vida
Suporte técnico vitalício | テクニカルサポート | 평생 기술 지원 | 终身技术支持
永久技術支援 | Пожизненная техническая поддержка

Our warranty is additional to the legal rights consumers have buying this product.  
Unsere Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten, die Verbraucher beim Kauf 
dieses Produkts haben.
Notre garantie s’ajoute aux droits légaux que les consommateurs ont en achetant ce produit.
La nostra garanzia si aggiunge ai diritti legali dei consumatori che acquistano questo prodotto.
Nuestra garantía complementa a los derechos legales que tienen los consumidores al 
comprar este producto.
Nossa garantia complementa os direitos legais garantidos aos consumidores na aquisição 
deste produto.
弊社の保証は、本製品を購入した消費者に適用される法的権利に追加されるものです
당사의 보증은 소비자가 이 제품을 구매함에 따라 갖게 되는 법적 권리에 추가됩니다 .
我们提供的质保是对消费者购买本产品的合法权利的补充。
我們的保固附加於消費者購買本產品時所享有的合法權利
Наша гарантия дополняет законные права потребителей, приобретающих этот продукт.

ضمان محدود لمدة 18 شهًرا

خدمة العمالء 

الدعم التقني الدائم

يعتبر الضمان الخاص بنا إضافًيا للحقوق القانونية التي يتمتع بها المستهلكون عند شراء هذا المنتج.

service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com ( 日本 )

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 ( 日本 )
+86 400 0550 036 ( 中国 )
+82 02-1670-7098 ( 한국 )
+971 42428633 (Middle East & Africa) 
+971 8000320817 (UAE) 
+966 8008500030 (KSA) 
+965 22069086 (Kuwait) 
+20 8000000826 (Egypt)

soundcore.com/support

@SoundcoreAudio @soundcoreaudio @soundcoreaudio

For FAQs and more information, please visit:




