
               取扱説明書      保証書付  

サウンドテーブル 
STC-109BBT (ブラウン/ホワイト) 

 

はじめに 

この度は CICONIA サウンドテーブル STC-109BBT を 

お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  

 

※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 

※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管してください。 

※付属品をお確かめ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

■お読みになった後もいつでも見られるところに必ず保管して下さい。 

 

絵表示について この取り扱い説明書には、使用者が製品を安全にお使いいただき、理解

し易い様に 色々な絵表示を使用しています。 

誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分して

います。いずれも重要な内容ですので必ず守って下さい。 

 

絵表示の例  この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または

重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

  この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う

可能性及び、物的損傷の発生が想定される内容を示しています。 

  この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれて

います。 

  この記号は、使用者の行為を指示強制したりする内容であること

を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電

源プラグを電源コンセントから抜く)が描かれています。 

 

 

 
 

交流 100V 以外の電圧では使用しないで下

さい。 

＊火災・感電の原因となります。 

 

濡れた手で電源プラグを抜いたり差した

りしないで下さい。 

＊感電の原因となります。 

 
本機を落とすなどして破損した場合は、ま

ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜い

て下さい。 

＊そのまま使用すると火災・感電の原因と

なります。   

ご自身での修理は危険ですので、絶対にお

止め下さい。特にお子様のいるご家庭では

ご注意下さい。 

 
電源コードやプラグを破損させたり、加工

したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、

束ねたりしないで下さい。 

また、重い物を載せたり、挟み込んだり、

加工したりすると、電源コードが破損し、

火災・感電の原因となります。 

 
雷が鳴っている時は、絶対に AC 電源プラ

グに触れないで下さい。 

＊感電の原因となります。 

 
電源プラグの埃や汚れを定期的に乾いた

布でふき取って下さい。 

＊プラグに埃などがたまると、湿気などで

絶縁劣化となり、火災の原因となります。 
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本機に水を掛けたり、濡らしたり、また本

機の上に水などの入った容器や小さな金属

物を置かないでください。 

＊火災・感電の原因となります。 

 本機の中に水や異物が入った場合は、まず

電源スイッチを切り、電源コンセントから

本体の電源プラグを抜いて下さい。 

＊そのまま使用すると、火災、感電の原因

となります。 

 

絶対に分解したり・修理・改造は行わない

で下さい。 

(キャビネットも外さないで下さい) 

＊火災・感電の原因となります。 

 本機の内部に金属類や燃えやすいものな

どを入れたり、落としたりしないで下さ

い。  

＊火災・感電の原因となります。特にお子

様のいるご家庭ではご注意下さい。 

 変な臭いや音がしたり、煙が出たらすぐに

電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて

下さい。    

＊そのまま使用すると、火災・感電の原因

となります。 

 
 

 

 

 

 

 電源プラグは根元まで確実に差し込んで下

さい。  

＊差し込みが不完全な場合、感電や発熱に

よる火災の原因になります。 

＊抜く時は、コードを引っ張らずに、必ず

電源プラグ本体を持って抜いて下さい。 

 
本機に布などを被せないで下さい。 

＊内部に熱がこもり、火災の原因となりま

すので、ご注意下さい。 

＊テーブルクロスを掛けたり、じゅうたん

や、布団の上に置かないで下さい。 

＊本機を押入れなどの風通しの悪い、狭い

所で使用しないで下さい。 

 効果的な放熱の為に、他の機器との間は少

し離して置いて下さい。 

＊間隔が不十分ですと、火災・故障の原因

となります。ラック等に設置する時は、本

機の前後左右天面から 15cm以上の隙間を

空けて下さい。 

 

直射日光が当たる場所に置かないで下さ

い。  

＊キャビネットや部品の故障の原因とな

ったり、内部の温度が上昇し、火災の原因

となります。 

 

本機を移動する時は、必ず電源スイッチを

切り、電源プラグを抜いてから、外部接続

コードをはずして下さい。  

＊感電の原因となります。 

 

お手入れの際は、安全の為、電源プラグを

必ず電源コンセントから抜いて下さい。 

＊感電の原因となります。 

 

長時間使わないときは、必ず電源プラグを

電源コンセントから抜いて下さい。 

＊火災の原因となることがあります。 

 

各機器との接続のときは、必ず電源スイッ

チを切り電源プラグを抜いて、取扱説明書

に従って接続して下さい。 

それぞれの機器の取扱説明書をよく読み

指定のコードを使用して接続して下さい。 

 

振動する場所や、ぐらつく台の上、傾いた

所等、不安定な場所に置かないで下さい。 

＊倒れたり、落ちたりして怪我の原因とな

ります。 

 

湿気や埃の多い場所には置かないでくだ

さい。 

＊火災や感電の原因となります。 
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■キーの説明 

 

 

 

 

 

①…電源 ON/OFF キー 

  長押しするとスピーカーの ON/OFF が切り替わります。 

AUX、USB、Bluetooth などの入力モードを選択します。 

 

②…一時停止、再生、ワイヤレス充電の ON/OFF キー 

  音楽を一時停止、再生します。 

(AUX モードでは、一時停止/再生キーは機能しません) 

長押しするとワイヤレス充電機能の ON/OFF が切り替わります。 

 

③…音量を上げる、次の曲へ移動キー 

  次の曲に移動します。 

  長押しで音量を上げます。最大音量になると「ビープ」という音が鳴ります。 

 

④…音量を下げる、前の曲へ移動キー 

  前の曲に移動します。 

  長押しで音量を下げます。 

 

 

■下部ジャックの説明 

 

 

 

 

⑤…DC 5V 入力ジャック 

⑥…USB スロット 

⑦…AUX-IN ジャック 



■充電インジケータ LED ライト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■脚の固定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１…スピーカー本体を上下逆さまにして置きます。 

 

２…スピーカーの金属部分に脚を 3 本回し留めます。 

 

※2kg を超える物を載せないでください。 

 



■バッテリーの充電 

 

本機には USB-DC ケーブルが付属しています。 

USB ポートを 5VDC アダプター(別売)に接続し、もう片方を本体の⑤DC 5V 入

力ジャックに接続します。 

※電源を入れると内蔵されている 8800mAh バッテリーに充電し始めます。 

※約 5~6 時間の充電でフル充電となります。 

フル充電で約 20 時間、音楽再生することが可能です。 

 

※付属品に 5VDC アダプターは含まれていません。 

 

 

■電源の ON/OFF 

 

キー①を長押しすると電源の ON/OFF が切り替わります。 

スピーカーの電源が ON になっていても、Bluetooth デバイスに接続されてい

ない場合、5 分後自動的に OFF になります。 

 

 

■Bluetooth モード 

 

１…キー①を長押ししてスピーカーの電源を ON にすると、Bluetooth モード

になります。 

  または、キー①を押して Bluetooth モードを選択します。 

  Bluetooth 搭載の外部機器を使用して「CICONIA STC-109BBT」を検索し、

ペアリングします。 

  パスワードが必要な場合は、「0000」を入力してください。 

  「Bluetooth connected」という音声が流れ、Bluetooth 接続が完了すると

音楽を聴くことができます。 

２…音量は接続した外部機器の方で調節するか、キー③または④を長押しで調

節します。 

３…次の曲へ移動はキー③、前の曲へ移動はキー④を押します。 



■ワイヤレス充電機能 

 

１…キー①を長押ししてスピーカーの電源を ON にし、キー②を長押ししてワ

イヤレス充電機能を ON にします。 

  トップパネルの LED ライトが点灯し、赤と青が交互に 3 回点滅した後、青

に変わります。 

２…ワイヤレス充電機能を備えた機器をワイヤレス充電エリアに置くと、LED

ライトが赤色に変わり、充電が開始されます。 

３…充電が完了すると、LED ライトは青色に変わります。 

※スマートフォンへのワイヤレス充電は、約 3 時間でフル充電になります。 

※天板色ブラウンは、仕様上、青色がわかりにくい場合がございます。 

※スマートフォンカバーの厚みなどにより、充電しにくい場合がございます。 

 

 

■AUX モード 

 

１…キー①を長押ししてスピーカーの電源を ON にし、キー①を押して AUX モ

ードを選択します。 

２…⑦AUX-IN ジャックと音楽プレーヤーデバイスを AUX ケーブルで接続する

と、音楽を聴くことができます。 

３…音量は接続した外部機器の方で調節するか、キー③または④を長押しで調

節します。 

４…次の曲へ移動はキー③、前の曲へ移動はキー④を押します。 

 

 

■USB モード 

 

１…キー①を長押ししてスピーカーの電源を ON にし、キー①を押して USB モ

ードを選択します。 

２…USB メモリを⑥USB スロットに挿入すると、音楽を聴くことができます。 

３…キー③または④を長押しで調節します。 

４…次の曲へ移動はキー③、前の曲へ移動はキー④を押します。 



■仕様 

 

スピーカー 3 インチ/3Ω 

出力電力 3W×2(PMPO 88W) 

S/N 比 70dB 

周波数 50Hz-20KHz 

アンプ Class D 

入力ジャック AUX-IN、USB スロット、DC-IN 

電源 5V 3A 

バッテリー 8800mAh 

充電時間 約 5 時間 

再生時間 約 20 時間 

Bluetooth バージョン 5.0 

サイズ 本体：直径 380×高さ 90mm 

脚：高さ 430mm 

重量 約 3.5kg 

 

 

■内容物 

サウンドテーブル本体×1 

脚×3 

USB-DC ケーブル×1 

AUX ケーブル×1 

取扱説明書(本書) 

 

 

 

※注意 

湿気が多いところや水が掛かるところで使用しないでください。 

火の近くで使用しないでください。 

スピーカーを分解しないでください。 

長期間使用しない場合は、アダプターを電源から取り外してください。 


