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01 日本語

電源への接続方法

①タッチパネル
右 / 左にスワイプすると音量がアップ / ダウンします。
押すと音楽が一時停止 / 再生します。
押すとアラーム / タイマー機能が停止します。
3 秒間長押しすると Google アシスタントが起動します。

② LED ドット
••
••
••
••
••
••
③

Google アシスタントが起動しています
音量調節
Wi-Fi ネットワーク接続
アラーム / タイマー起動
工場出荷時の初期設定に戻しています
ソフトウェアの更新中

•• 押すとマイクをミュート / 解除します。
••
マイクはミュートされています。
•• 8 秒間長押しすると、工場出荷時の初期設定に戻しま
す。

④ マイク
⑤

•• 押すと Bluetooth のペアリングモードになります。

⑥ LED ライト

付属の電源アダプターを使ってコンセントと Zolo
SonicG を接続します。
Zolo SonicG がコンセントに接続されると自動で本
体が起動します。

Google Home アプリの
インストール方法
インストールの際に必要なもの :

声で便利に、
スマートスピーカー by Google

Google Homeは、Google LLCの商標です。

•• 2.4GHz/5GHz 帯の 802.11 a/b/g/n に対応した Wi-Fi
ルーター
•• Wi-Fi に接続されているスマートフォンもしくはタ
ブレット端末
•• iOS 8.0 以上、Android 4.3 以上のスマートフォンあ
るいはタブレット
無料アプリを App Store（iOS 版）あるいは Google
Play（Android 版）からダウンロードしてください。

⑦電源ソケット
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設定方法

Zolo SonicG の操作方法

① Google Home アプリを開き、アプリの指示に従ってください。Wi-Fi 接続を完了させるために必ず画
面上の指示に従って、Wi-Fi 設定を完了させてください。（Wi-Fi 設定の際のデバイス名として、”Zolo
Mojo” が表示されます。ご注意ください）

Zolo SonicG は Google アシスタントを内蔵しています。音楽をかけたり、質問をしたり、日常のタスクを
管理したり、自宅のスマートデバイスを操作したりする際に Zolo SonicG を活用することができます。

② Google アカウントでログインすることで、Google アシスタントがあなたに合ったサービスを提供します。
もし、Google アカウントを持っていない場合は、新規にアカウントを作成してください。
Google Home のその他の情報を入手するには、Google Home アプリの設定を参照してください。Google
アシスタントがあなたに合ったサービスを提供します。

“Ok Google” と呼びかけて起動させてから、操作を行ってください。
Zolo SonicG はすぐに反応します。
Chromecast 内蔵

Zolo SonicG に内蔵された Chromecast を活用すると、Cast ボタンを押すだけで様々な音楽アプリから音楽、
着信音、ポッドキャスト、プレイリストを配信することができます。
Zolo SonicG でマルチルームグループ再生を利用する

Zolo SonicG、Chromecast オーディオ機器、または Chromecast 内蔵スピーカーを組み合わせ、家全体で音
楽を同期できます。Chromecast 対応アプリから、好きな音楽やオーディオをすぐに楽しむことができます。
* Chromecast をはじめとするビデオ機器とのマルチルーム同期は現在対応していません。
マルチルームグループ再生についての詳しい情報は以下のサイトを参照してください。
https://support.google.com/chromecast/answer/6328691?hl=ja
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Bluetooth ペアリング

1

Google アカウントにログインすると、Bluetooth 対
応機器で再生できます。
①

を押して Bluetooth ペアリングモードを起動し
ます。
Bluetooth 表示が白く点滅します。

② お使いの機器で Bluetooth をオンにし、[ 設定した
SonicG の名前（例：リビング）] を選択してペア
リング、接続を開始します。
接続が完了すると、ペアリング完了を示す音が
流れます。

製品の仕様
製品の仕様は今後変更される場合がございます。
入力 : 9 V

1.5 A

消費電力 : 5 W
電源アダプター定格 : 入力 :100-240 V~, 50-60 Hz; 出力 : 9V

1.5 A

インピーダンス : 4 Ω
ドライバー : 1.75”
周波数特性 : 60 Hz - 20 KHz
Wi-Fi ネットワークとの互換性 : IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4G/5G
Bluetooth のバージョン : V4.2
Bluetooth 通信距離 : 10 m / 33 ft
重さ : 312 g / 11 oz
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トラブルシューティング
① Zolo SonicG が反応しません。
•• 電源に接続する際、付属のアダプターを使用してください。
•• タッチパネルを長押しし、Zolo SonicG が反応するか確認してください。

② Zolo SonicG が Wi-Fi ネットワークに接続することができません。
•• ルーターに問題があるかどうか確認してください。
•• アダプターを再度接続し、再起動してください。アプリの指示に従い、Wi-Fi 接続設定を完了してく
ださい。
③ Zolo SonicG が音声の指示に反応しません。
•• Zolo SonicG とお使いの機器の間に Wi-Fi 接続があるかどうか確認してください。
•• 正しく指示しているか確認してください。Zolo SonicG を利用する際は最初に ” Ok Google” と呼びか
けてから、質問や命令を伝える必要があります。
•• もういちど質問を繰り返し述べてください。Zolo SonicG に対して自然かつはっきりと話しかけてくだ
さい。
•• 壁や電子レンジのような障害となる物からは、最低でも約 20cm は離れた場所へ Zolo SonicG を設置
してください。
•• 本体がインターネットに接続されているかどうか確認してください。
•• Zolo SonicG のマイクをミュートにしていないか確認してください。

よくある質問やその他の情報を確認するためには、https://jp.zoloaudio.com にアクセスしてください。
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At a Glance
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① Touch panel
•• Swipe right/left to turn volume up/down.
•• Tap to pause/resume music.
•• Tap to stop alarm/timer ringing.
•• Long press for 3 seconds to trigger the
Google Assistant.
② LED dots
••
Google Assistant activated.
••
Volume adjusting.
••
Wi-Fi connection.
••
Alarm/timer ringing.
••
Restore factory settings.
••
Software upgrading.
③
•• Press to mute/unmute the microphone.
••
The microphone is muted.
•• Long press for 8 seconds to restore factory
settings.
④ Microphones
⑤

6
7

•• Press to enter Bluetooth pairing mode.
⑥ Power LED
⑦ Power socket
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Connecting to Power Supply

Setting up

Plug the supplied power adaptor into Zolo
SonicG and then into a power outlet.
Zolo SonicG will automatically turn on and
the power LED will light on.

① Run the Google Home app and follow the instructions to set up Zolo SonicG. Always follow the
instructions in the app to complete the Wi-Fi setup.
② Sign in with your Google account to enjoy a personalized experience from the Google
Assistant. If you do not have, create a new one.
To get the most out of Google Home, find the Google Home app settings to enjoy a
personalized experience from the Google Assistant:

Downloading Google Home App
What you need:
声で便利に、
スマートスピーカー by Google

Google Homeは、Google LLCの商標です。

•• A Wi-Fi router supporting the 2.4 GHz / 5
GHz and 802.11 a/b/g/n bands.
•• A smartphone or tablet connected to a WiFi network.
•• A smartphone or tablet running iOS 8.0 (or
above) or Android 4.3 (or above).

① Run the Google Home app.
② In the top left corner of the Home screen, tap

(Menu) > “More settings”.

③ Verify if the Google Account listed at the top of your screen links to the Google Home. To
switch accounts, tap the triangle to the right of the account name and email address.

Download the free app from the App Store
(iOS devices) or Google Play (Android devices).
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Talking to Zolo Mojo
Zolo SonicG comes with the Google Assistant built in. You can play music, get answers,
manage everyday tasks, and easily control smart devices around your home by using your
voice.
Always say the wake word “Ok Google” first and then your request.
Zolo SonicG will respond instantly.

Chromecast built-in
With Chromecast built into Zolo SonicG speakers you can stream music/tunes/podcasts/
playlists from 100+ music apps to your speakers by simply tapping the Cast button.

Multi-room group playback with Zolo SonicG
Group any combination of Zolo SonicG, Chromecast audio devices, or speakers with
Chromecast built-in together for synchronous music throughout your home. Your favorite
music and audio from Chromecast-enabled apps are instantly available to stream.

Bluetooth Pairing

1

You can enjoy audio from Bluetooth-enabled
devices once you signed in with Google account.
to enter Bluetooth pairing mode.
① Press
The white Bluetooth indicator flashes
quickly.
② Enable Bluetooth on your device and
select [Zolo SonicG] to start pairing and
connection.
You will hear a pairing chime once
connected.

* Multi-room sync with video devices like Chromecast is not currently supported.
Discover more about Multi-room group playback on
https://support.google.com/googlehome/answer/7174267?hl=en
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Specifications

Troubleshooting
① Zolo SonicG does not respond.
•• Use the supplied adaptor to connect it to a power supply.
•• Long press the touch panel to activate to see if Zolo SonicG responds to your requests.

Specifications are subject to change without notice.
Input: 9 V

1.5 A

Rated power consumption: 5 W
Power adaptor rating: Input: 100-240 V~, 50-60 Hz; Output: 9V
Impedance: 4 Ω
Driver: 1.75"
Frequency response: 60 Hz - 20 KHz
Wi-Fi network compatibility: IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G
Bluetooth version: V4.2
Bluetooth range: 10 m / 33 ft
Weight: 312 g / 11 oz

1.5 A

② Zolo SonicG cannot connect to my Wi-Fi network.
•• Check if your router works.
•• Replug in the adaptor to restart. Follow the instructions in the app to complete Wi-Fi setup.
③ There is no response after I give voice commands.
•• Make sure you have set up a Wi-Fi connection between Zolo SonicG and your device.
•• Check whether you use the proper commands. Always say the wake word “Ok Google”
first when making any request.
•• Repeat your question. Speak naturally and clearly in English.
•• Make sure Zolo SonicG is at least 8 inches away from walls or other objects that may
cause interference (such as microwave ovens).
•• Check whether there are any Internet connection problems.
•• Check whether you have turned off the microphone on Zolo SonicG.
For FAQs and more information, please visiti https://zoloaudio.com
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