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【リモコンの操作方法】

VOLUME

POWER

FUNC

INPUT

MUTE

OPTICAL
電源 ON/OFF 入力切替

音量調整（－） 音量調整（＋）

ミュート

※リモコンには単４電池を入れてください

ANALOG/Bluetooth での入力切替は
ペアリング時は Bluetooth 優先です。使用しません

６. インジケーターについて
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接触禁止

禁止

禁止

接触禁止

禁止

禁止

禁止

火災 感電

分解禁止

火災 感電

接触禁止分解禁止禁止

警告の表示の意味警 告

警 告

安全のために

安全のための注意事項を守る

定期的に点検する

故障したら使用しない

万一、異常が起きたら

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

１年に１度は電源コードに痛みはないか、コンセントと電源
プラグの間にホコリがたまっていないかなどを点検してくだ
さい。

動作ががおかしくなったりキャビネットや電源コードなどが
破損しているのに気付いたら、すぐにお買い上げのお店に修
理をご依頼ください。

① 電源を切る
② 電源プラグをコンセントから抜く
③ お買い上げ店に修理を依頼する

本機は日本国内専用です
交流100Vの電源でお使いください。海外など
異なる電源電圧で使用すると火災・感電の原因
となります。

クリプトン製品は安全に十分考慮して設計されて
います。しかし電気製品はすべて、まちがった使
い方をすると、火災や感電などにより人身事故に
なることがあり危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

警告

注意

下記の注意を守らないと火災・感電により
死亡や大けがの原因となります。

下記の注意を守らないとけがをしたり、周辺の家財
に損害を与えたりすることがあります。

内部を開けない（分解・改造は厳禁）
感電の原因となることがあります。内部の点検修理はお買い上げ
のお店にご依頼ください。

雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない
感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない
感電の原因になることがあります。

お手入れの際は電源プラグを抜く
電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因となる
ことがあります。

安定した場所に置く
ぐらついた台や傾いたところなどに置くと落ちたり倒れたりして
けがの原因となることがあります。

薬物厳禁　ベンジン・シンナー・合成洗剤など
で外装をふかない
外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射
日光の当る場所には置かない
上記のような場所に置くと火災や感電の原因になることがあります。

移動させるとき、長期間使わないときは、電源
プラグを抜く（アンプの電源スイッチを切る）
電源プラグを差し込んだまま移動させると電源コードが傷つき、火災や
感電の原因となることがあります。
長期間の外出・旅行のときは安全のため電源プラグをコンセントから抜
いてください。差し込んだままにしていると、火災の原因となることが
あります。

内部に水や異物を落とさない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入った
時はすぐに本体の電源スイッチを切り、お買い上げ店にご相談ください。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
☆電源コードを丸めたり重い物を乗せない
☆熱器具に近づけない。加熱しない
☆電源コードを抜くときは必ずプラグを持って抜く

取扱説明書及び製品では次のような表示を
しています。表示の内容をよく理解してか
ら本文をお読みください。

警告 注意

この表示の注意事項を守ら
ないと、火災・感電などに
より死亡や大けがなど人身
事故の原因となります。

この表示の注意事項を守ら
ないと、感電やその他の事
故によりけがをしたり、周
辺の家財に損害を与えたり
することがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

プラグをコンセントから抜く

７. 使用上のご注意
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正面（右スピーカー） 背面（右スピーカー）

正面（左スピーカー） 背面（左スピーカー） リモコン

⑬

⑯

⑱
⑳
㉑

⑲
⑰

⑮

⑩

⑭⑪⑧

⑥

⑦
⑨

⑤

④

①

②

③

VOLUME

POWER

FUNC

INPUT

MUTE

① アルミキャビネット
② アルミパネル
③ 64mm ウーハー
④ 入力切替インジケーター （USB）
⑤ 入力切替インジケーター （ANALOG/Bt）
⑥ 入力切替インジケーター （OPTICAL）
⑦ 電源 /Bt ペアリングインジケーター
⑧ リモコン受光部
⑨ バスレフダクト
⑩ USB 入力端子
⑪ OPTICAL 入力端子

⑫ ANALOG 入力端子
⑬ スピーカー出力端子 （左スピーカーへ）
⑭ DC24V 入力ジャック
⑮ スピーカー入力端子 （右スピーカーより）
⑯ リモコン電源スイッチ （POWER）
⑰ リモコン音量（－）スイッチ 「ｖ」 （VOLUME）
⑱ リモコンファンクション切替スイッチ （FUNC）
　 ※このボタンは使用しません
⑲ リモコン入力切替スイッチ （INPUT）
⑳ リモコン音量（＋）スイッチ 「∧」 （VOLUME）
㉑ リモコンミュートスイッチ （MUTE）

３. 各部の名称

６

64mm ハイレゾ対応コンケーブ･メタルコーン･フルレンジ型スピーカー

44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz/24bit

70W

70Hz ～ 20kHz

USB2.0 typeB  /  S/PDIF Optical  / アナログ（ステレオミニ）

Ver4.2  /  Class2  /  A2DP /  SBC・AAC・aptX™・aptX™ HD

9台

3m

ACアダプター付属 右アンプ内蔵部に接続

W87 / H176 / D105（㎜） （本体部・インシュレーター含む）

約 1.6kg×2

スピーカーユニット

サンプリング周波数

アンプ総合出力

周波数特性

入力端子

Bluetooth

Bluetooth ペアリング台数

付属スピーカーケーブル長

電　源

寸   法

スピーカーセット質量

※ 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります
※ 本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません

４. ドライバーについて

５. 主な仕様

ANALOG / 
（Bluetooth）

①通電してスタンバイ状態
センターインジケーターに赤が点灯

③ソース機器とBluetoothのペアリング完了状態
センターインジケーターに青が点灯
※入力モードによらずペアリングは可能

②リモコンなどで電源ON状態
センターインジケーターが消灯して
USBインジケーターが点灯
※以降は最後に選択された入力モードが点灯

KS-33 で PC のハイレゾ・ファイル等を USB 経由にて聴く場合、ドライバーが必要に
なる場合があります。

○Mac OSX : ドライバーは不要です。
○Windows 10 : ドライバーは不要です。
　※Windows の WASAPI モードでお使いください。
○Windows XP, 7, 8 : ドライバーが必要です。

USB

ドライバーはクリプトンホームページの以下のリンクからダウンロードし、PC にインストールしてください。

この取扱説明書はクリプトンホームページの以下のリンクからもダウンロードできます。

https://secure2.future-shop.jp/~kripton/download/pc_audio_speaker/pc_speaker/
ks-33/KS-33_Bravo-HD_driver.zip

https://secure2.future-shop.jp/~kripton/download/pc_audio_speaker/pc_speaker/
ks-33/KS-33_manual.pdf

⑫

品　名

型　名

お客様

お買い上げ日

保証期間

お名前

電話番号
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製造番号

ワイヤレス・コンパクトオーディオ

KS-33
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お買い上げいただきありがとうございます。
本取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り
扱い方をご案内しています。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
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１．この商品は、保証書が本取扱説明書の 2 頁に印刷されています。

２．保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

３．本機の補修用性能部品の最低保証期間は、製造打ち切り後８年です。

４．保証及び修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にご相談くだ
さい。

・  Android は Google Inc. の商標です。 
・  Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録

商標であり、当社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 
・  Qualcomm は、Qualcomm Incorporated の米国ならびに他の国における登録商標で

あり、当社は許可のもとに使用しています。aptX、および aptX HD は Qualcomm 
Technologies International, Ltd. の米国ならびに他の国における登録商標であり、
当社は許可のもとに使用しています。

・  iPhone、iPod、iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
・  Windows 2000、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、 Windows 

Media Player は Microsoft Corp. の登録商標です。

２. 保証とサービスについて

スピーカーケーブル

アナログステレオミニケーブル

左スピーカー 右スピーカー
   （パワーアンプ内蔵）

AC アダプター

単４電池リモコン

USB ケーブル

パワーケーブル

１. 本体及び付属品について

ワイヤレス・コンパクトオーディオ
取 扱 説 明 書

＜無料修理規程＞

１．保障期間内に正常な使用状態（取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った
使用状態）で故障した場合に限り、送料無料で交換いたします。　

２．保証期間内でも次の場合は有料となります。
　 ①本書と宅配便の物品受領書のご提示がない場合
　 ②所定の項目のご記入がない場合、あるいは本書の字句を書き換えられた場合
　 ③使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および

損傷
　 ④お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
　 ⑤天変地異ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷
　 ⑥一般家庭以外（たとえば業務用）での使用による故障および損傷

３．お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での
修理もお受けいたしかねます。

４．本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について、当社は
その責を負わないものとします。

５．この保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

６．この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

VOLUME

POWER

FUNC

INPUT

MUTE

■ スピーカーシステム本体×左右一式
■ スピーカーケーブル（3ｍ）×１
■ アナログステレオミニケーブル（１.２ｍ）×１
■ USBケーブル×1
■ パワーケーブル（2ｍ）×１

■ ACアダプター×１
■ リモコン×１
■ リモコン用単４電池×2
■ 取扱説明書（本書）×１
■ 保証書（取扱説明書に含む）
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