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デバイスの構成

1 バッテリーステータスボタン
バッテリーステータスボタンを押すと、
充電の状態を確認できます。 

2 ブルートゥースボタン
LEDが赤色にゆっくりと点滅するまでブルートゥースボ
タンを押し続けると、ペアリングモードになります。

3 バッテリーインジケーター
10セグメントバッテリーインジケーターがバッテリーステ
ータスまたはオーディオコントロールレベルを示します。
バッテリーステータスボタンを押すと、充電の状態が表示
されます。音量、低音、高音を調整すると、調整されたコン
トロールのレベルが表示されます。上昇しているアニメー
ションは、バッテリーが充電中であることを示します。

4 コントロールノブ
I. 2秒間押し続けると、電源のオン/オフが切り替わります。
II. 1回押すと、再生/一時停止します。
III. 右を押すと次に進み、左を押すと前に戻ります。
IV. 右を押し続けると早送りし、左を押し

続けると巻き戻しします。
V. 上/下を押して音量を調節します。

5 低音と高音のコントロール 
低音と高音のコントロールを使用して、オーディオバラ
ンスを調整します。10セグメントインジケーターは、
調整中の低音または高音のレベルを示します。 

6 キャリーストラップのヒンジ
付属のキャリーストラップをヒンジに取り付けます。
「キャリーストラップの取り付け」を参照してください。

日本語
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7 AUX - 3.5 MMオーディオ入力
アナログ出力と3.5 mmステレオジャックを備
えたオーディオデバイスを接続します。

8 USB C - 電源入力/出力
USB電源に差し込んで、スピーカーを充電するか、USB-Cデバイ
スを差し込んでスピーカーをパワーバンクとして使用します。  

デバイスの構成 日本語
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操作方法

使用開始
I. スピーカーの電源がオンになるまで操作ノブを押し続けます。  
II. LEDが赤色にゆっくりと点滅するまでブルー

トゥース®ボタンを押します。 
III. オーディオデバイスのブルートゥースリスト

からMIDDLETONを選択します。

AUXデバイスの接続
I. スピーカー背面にあるAUX入力に3.5 mmステレオ

ジャック付きのリード線を接続します。
II. リード線のもう一方の端をオーディオソース

のオーディオ出力に接続します。
III. 接続されたすべてのブルートゥースオーディオデバ

イスが停止していることを確認します。
注：オーディオのリード線は付属していません。 

スピーカーのクリーニング
スピーカーを清潔に保ち、長く使用できるように、
定期的にクリーニングしてください。

スピーカーをクリーニングする前にリード線をすべて
外し、オーディオまたはUSBリード線を差し込む前にす
べてが完全に乾いていることを確認してください。

シリコンスリーブとストラップはそれぞれ取り外してクリーニ
ングできます。消毒用ワイプまたは糸くずの出ない布を使用
し、70%のイソプロピルアルコールまたは75%のエチルアルコ
ールで少し湿らせて、シリコン部品をやさしくクリーニングし
ます。スピーカーに戻す前に、タオルで乾かしてください。 

乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して、スピーカ
ーのメッシュと開口部を慎重にクリーニングします。
• 鋭利なものや金属製のものは使用しないでください。
• 圧縮空気は使用しないでください。
• 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
• スピーカーを洗浄剤に浸さないでください。

日本語
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操作方法

バッテリーの取り扱いガイド
スピーカーには高性能リチウムイオンバッテリーが搭
載されており、寿命は充電と使用状況の影響を受け
ます。バッテリーをできるだけ長く良好な状態に保つ
には、以下のガイドラインに従ってください。
• 急速充電器の使用はできるだけ避けてください。急速充

電すると、バッテリーにストレスを与えて劣化させます。
• バッテリーが満タンの状態で充電したり、完全に

放電させたりすることは避けてください。充電を
30%～80%で維持するようにしてください。

• スピーカーを長期間保管する場合は、半分充電したバッテ
リーを使用し、冷暗で乾燥した場所に保管してください。

• 駐車した車の中や直射日光の当たる窓際な
ど、45°C/113°F以上の高温で換気の悪い場所でスピ
ーカーを使用または充電しないでください。

• 10°C/50°F未満の低温でバッテリーを充電したり、0°C/32°F
未満でスピーカーを使用したりしないでください。

• バッテリーに損傷を与える可能性があるため、スピーカーを
硬い面に落とすなどの強い機械的衝撃は避けてください。 

出荷時設定へのリセット
出荷時設定にリセットすると、ファームウェアの更新
を除いて、スピーカーが初期設定に戻ります。 

注：これを行うとユーザー設定がすべて削除され、
スピーカーの再設定が必要になります。
I. スピーカーの電源がオンになっていることを確認します。
II. ブルートゥースボタンを7秒間押し続けます。すべてのイン

ジケーターが消灯し、スピーカーが再起動します。
III. オーディオデバイスのブルートゥースリストからMiddleton

を削除し、再度ペアリングを行います。

MARSHALL ブルートゥースアプリ
Marshall ブルートゥースアプリをダウンロードして、
スピーカーの性能を最大限に発揮させましょう。
常に最新版のソフトウェアを使用してください。

日本語
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キャリーストラップの取り付け

I. キャリーストラップからネジを取り外します。
II. ストラップの端をスピーカーのヒンジの上部に通します。
III. ストラップの端をネジでつないで締めます。 

使用する前に、キャリーストラップがスピーカーに固定されているこ
とを確認します。 

日本語
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スタックモード

2台以上のMiddletonスピーカーをStackセッションで接
続すると、より大きな音量が得られます。メインスピー
カーで何かを再生すると、そのセッション内のすべての
スピーカーで同期再生が行われます。個々のスピーカー
の音量を調節して、最適なバランスを実現できます。

1 メインスピーカー
ブルートゥースボタンを3回押すと、Stackセッショ
ンが開始または終了します。別のスピーカーがセ
ッションに加わるまで、LEDが点滅します。

2 追加スピーカー
セッションに追加するスピーカーのブルートゥー
スボタンを2回押します。そのスピーカーがセッ
ションに加わるまで、LEDが点滅します。 

セッション中、そのスピーカーはそれまで接続
されていたオーディオ機器から切断され、
セッションの終了後に再接続を試みます。

スピーカーをセッションから削除するには、そのスピ
ーカーのブルートゥースボタンを2回押します。

日本語
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問題 原因 対策

スピーカーの電源
がオンにならない

バッテリーが充電
されていません。

スピーカーをUSB
電源に接続して充
電してください。

スピーカーの電源
がオンになるまで
2秒間操作ノブを
押し続けます。

ブルートゥース
デバイスとの接
続またはペアリ
ングができない

お使いのデバイス
（スマートフォン、
タブレット、コンピ
ューター）でブルー
トゥースが有効に
なっていません。

お使いの再生デ
バイスでブルート
ゥースを有効に
してください。

スピーカーの電
源がオンになっ
ていません。

操作ノブを2秒間押
し続けてスピーカ
ーの電源をオンに
してから、ペアリ
ングモードで設定
してください。

スピーカーがペア
リングモードにな
っていません。

ブルートゥース LED
が赤色に点滅す
るまでブルート
ゥースボタンを押
してください。

トラブルシューティング 日本語
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問題 原因 対策

Stackモードで
再生できない

再生用機器がメイ
ンスピーカーに接続
されていません。

再生用機器（携帯電
話またはコンピュ
ーター）がメインス
ピーカーとペアリン
グされていることを
確認してください。

ブルートゥース接
続が途切れる

2つのブルートゥ
ースデバイス同士
の距離が離れすぎ
ているか、接続が
障害物の影響を
受けています。

壁やドアなどの障
害物に妨げられな
いように、デバイ
ス同士を近くに移
動してください。

スピーカーの周囲に
強力な電界があり
ます。電子レンジ、
ワイヤレスネットワ
ークアダプター、
蛍光灯、ガスオーブ
ンなどの製品では、
ブルートゥースデバ
イスと同じ周波数帯
域が使用されていま
す。これが原因で、
電気妨害が発生す
ることがあります。

スピーカーを別の
場所に移動する
か、原因となってい
る電子デバイスを
オフにするか移動
してください。

トラブルシューティング 日本語
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問題 原因 対策

動作が不安定である スピーカーのファー
ムウェアが最新版
ではありません。

Marshall ブルートゥ
ースアプリをダウン
ロードし、スピーカ
ーに接続します。
アプリの指示に従っ
て、スピーカーのフ
ァームウェアを最新
版にしてください。

ソフトウェアエラー
が発生しました。

ブルートゥースボタ
ンを7秒間押して、
出荷時設定にリセ
ットしてください。

スピーカーを
再設定する必要
があります。

トラブルシューティング 日本語
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