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はじめる前に
HEOS HomeCinema は迫力のある
サウンド体験を提供します。また、さ
まざまなネットワークオーディオ機能
をお楽しみいただけます。

正しくお使いいただくために、次の機器を準備してください。

ホームネットワークに接続されて
いる iOS や Android 搭載の
スマートフォン / タブレット

テレビインターネット
接続

無線ルーター
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HEOS HomeCinema を取り出します。

1: 開梱する

サウンドバー サブウーハー
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お使いになる前に、付属品を確認してください。

1: 開梱する

オーディオ /
セットアップケーブル

HDMI ケーブル 光伝送ケーブル LAN ケーブル

IR エミッタ―ケーブル 電源コード（2 本） フット（2 個）

すべり止め（4 個）
（サブウーハー用）

壁掛け用パッド（2 個）
（サウンドバー用） 壁掛け用テンプレート
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サウンドバーをテレビの前に設置します。
サウンドバーを設置する

2: 設置する

メモ
サウンドバーを壁に掛けてお使いになることもできます。壁
に掛けてお使いになる場合は、付属の壁掛け用テンプレート
をお使いください。
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2: 設置する
メモ
付属のフットを取り付けると、サウンドバーの高さを変えることがで
きます。
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サブウーハーは横置きまたは縦置
きが可能です。
接地面の四隅に付属のすべり止め
を貼り付けてください。

サブウーハーを設置する

2: 設置する

1 2 サブウーハーはサウンドバーの近
くに設置してください。
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付属の電源コードをご家庭のコンセントに差し込みます。

3: 接続する

メモ
HEOS HomeCinema を有線 LAN で接続する場合は、サ
ウンドバーとルーターを付属の LAN ケーブルで接続して
ください。
また無線 LAN で接続する場合は、この LAN ケーブルを外
してください。
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3: 接続する
サウンドバーに遮られてテレビのリモコンが動作しない場合は、付属の IR エミッ
タ―ケーブルをお使いください。

1

2

サウンドバー背面の IR OUT 端子に付属の IR エミッタ―ケーブルを接続します。

IR エミッタ―ケーブルの先端がテレビのリモコン受光部に向くように、サウン
ドバー背面に貼り付けます。

メモ : リモコン受光部の位置は、お使いのテレビによって異なります。テレビの取扱説明書をご覧くだ
さい。
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4: 操作する
HEOS アプリをダウンロードし
ます。

“HEOS”で検索して、HEOS アプリを
インストールしてください。

HEOS アプリを起動し、画面に
従って操作します。

1 2
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5: HEOS デバイスを追加する
ミュージック 設定

HEOSデバイスの追加

1 2

はじめよう !
 取扱説明書について
• 製品については www.denon.jp/jp/heos をご覧ください。
• その他の機能や詳しい操作については、WEB マニュアル

をご覧ください。
manuals.denon.com/HEOSHCHS2/ALL/JA

http://www.denon.jp/jp/heos
http://manuals.denon.com/HEOSHCHS2/ALL/JA/index.php


11

困ったときは
オーディオ / セットアップケーブルを使用して無線 LAN 接続した場合、HEOS HomeCinema がホームネッ
トワークに接続できない
 • HEOS HomeCinema の設定をおこなう前に、スマートフォンやタブレットが無線 LAN でホームネットワークに接続され
ていることを確認してください。

 • HEOS HomeCinema に付属の LAN ケーブルを使用してネットワークに接続することもできます。LAN ケーブルで接続す
ると、HEOS アプリが HEOS HomeCinema を認識し、「設定」－「マイデバイス」－「（デバイス名称）」－「詳細設定」
－「NETWORK SETTINGS」 から手動で無線 LAN ホームネットワークに接続できます。

音声が途切れる、または遅れる
 • インターネット接続が正しく機能していることを確認してください。
 • ネットワークの他のユーザーやデバイスと共有している場合は、使用帯域幅の空きが少なくなっている可能性があります。 
（特に動画ストリーミングをおこなっている場合）
 • HEOS HomeCinema が無線ルーターの範囲内にあることを確認してください。
 • HEOS HomeCinema が無線接続に干渉する可能性がある他の電子機器（電子レンジ、コードレス電話、テレビなど）の近
くに設置されていないことを確認してください。

サブウーハーから音が出ない、音が途切れる、ノイズが聞こえる
 • サブウーハーのステータス LED が青色に点灯しているか確認してください。 ステータス LED がオレンジ色に点灯している
場合は、電源コードを抜き差しするか、次の方法で再度ペアリングをおこなってください。

1. ステータス LED がオレンジ色に点滅するまで、サブウーハーのペアボタンを押します。
2. サウンドバー背面のペアボタンを押します。 サブウーハーのステータス LED が青色に点灯します。

 • サウンドバーとサブウーハーの間に障害物がある場合は、それを取り除いた後、サブウーハーをサウンドバーの近くに設置し
てください。

Bluetooth 対応機器とペアリングできない
次の方法で再度ペアリングをおこなってください。

1. Bluetooth 対応機器の Bluetooth 機能をオンにします。
2. サウンドバーのステータス表示 LED が緑色に 2 回点滅を繰り返すまで、Bluetooth ボタン ( ) を長押しします。
3. Bluetooth 対応機器の画面に表示された機器の一覧から "HEOS HomeCinema" を選びます。

HEOS by Denon のアプリやブランドは、あらゆるモバイルデバイスの製造元と提携していません。
HEOS の名称およびロゴは、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Apple の名称およびロゴは、米国およびその他の国における商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Google Play は、Google Inc. の商標または登録商標です。
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iOS デバイスを使用してネットワークに接続する
• HEOS デバイスは、Apple 社の”WAC（Wireless Accessory Configuration）”セットアップモードに対応しています。

WAC セットアップモードでは、ネットワーク名とパスワードを入力せずに HEOS デバイスをネットワークに接続できます。

1. HEOS デバイス背面のステータス表示 LED がゆっくりとオレンジ色に点滅し、WAC セットアップモードがアクティ
ブであることを確認します。ステータス表示 LED がオレンジ色に点滅していない場合は、オレンジ色に点滅するまで、
ボリューム－（マイナス）ボタン とミュートボタンを同時に約 3 秒間長押しします。

2. iOS デバイスの「設定」から「Wi-Fi」メニューを選びます。
3. リストの下にある「新しい AIRPLAY スピーカーを設定 ...」から「HEOS HomeCinema」を選びます。
4. HEOS デバイスを接続するネットワークを選び、「次へ」を押します。
5. 画面の指示に従ってセットアップを完了します。
6. 接続が完了すると、サウンドバー前面のステータス表示 LED が青色に点灯します。

• WAC セットアップモードは約 15 分間続きます。15 分以内にセットアップが完了しない場合、WAC セットアップモー
ドはキャンセルされ、元のホームネットワーク接続に戻ります。WAC セットアップモードを手動でキャンセルする場合は、
ミュートボタンを押してください。

WPS 機能を使用してネットワークに接続する
• WPS（Wi-Fi Protected Setup）対応の無線ルーターをお使いの場合は、次の方法（プッシュボタン方式）で HEOS 

HomeCinema をネットワークに接続してください。
1. ルーターの WPS ボタンを押します。
2. 2 分以内にサウンドバー背面の Connect ボタンを約 3 秒間長押しします。
3. HEOS HomeCinema と WPS ルーターの接続がはじまると、スピーカー前面のステータス表示 LED が数秒間緑色

に点滅します。
4. 接続が完了すると、サウンドバー前面のステータス表示 LED が青色に点灯します。

お買い上げ時の設定に戻す
• HEOS HomeCinema をお買い上げ時の設定に戻すと、無線 LAN ホームネットワーク情報、イコライザーおよびネットワー

ク名などの設定がリセットされます。HEOS HomeCinema をホームネットワークに再度接続する場合は、「設定」－「HEOS
デバイスの追加」をおこなってください。

• HEOS HomeCinema をお買い上げ時の設定に戻す場合は、HEOS HomeCinema 前面のステータス LED がオレンジ色に
点滅するまで、背面の Connect ボタンと Bluetooth ボタンを約 5 秒間押し続けてください。

Amazon、Kindle および Kindle Fire は Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
Wi-Fi Protected Setup™ は Wi-Fi Alliance 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、D&M Holdings Inc. 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。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



お 客 様 相 談 セ ン タ ー

　0 5 7 0 （ 6 6 6 ） 1 1 2
FAX：044（330）1367

■ 受付時間　9：30 〜 17：30
 （当社休日および祝日を除く、月〜金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合 

 050（3388）6801

〒 210-8569　神奈川県川崎市川崎区日進町 2-1　D&M ビル

■  お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ    
（よくあるご質問と回答）をご確認ください。

 http://denon.jp/jp/html/faq.html

■  メールでお問い合わせをいただくこともできます。
  http://denon.jp/jp/html/contact.html

z 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があり
ます。

修 理 相 談 窓 口

　0 5 7 0 （ 6 6 6 ） 8 1 1

■ 受付時間　9：30 〜 12：00 、13：00 〜 17：30 
 （当社休日および祝日を除く、月〜金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合 

 0466（86）9520

■  故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の
当社ホームページでもご確認いただけます。

 http://denon.jp/jp/html/service.html

■  代表修理窓口
 首都圏サービスセンター
  〒 252-0816　神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
  FAX：0466（86）9522

z  ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受
け付けておりません。

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お問い合わせ
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型名
HEOS HomeCinema HS2

製造番号

※ 
お

客

様

お名前
様　

ご住所　〒

電話番号 （　　　　）
※ お 買 い 上 げ 日 ※取扱販売店名・住所・電話番号

年　　月　　日

保証期間（お買い上げ日より）

本体： 1　年　
　

保  証  書　
お買い上げいただきありがとうございま
す。保証期間内に取扱説明書、添付シー
ト等の注意書きにしたがって、正常な使
用状態での使用中に故障した場合には本
書記載内容にもとづきサービスセンター
にて無料修理をさせていただきます。
お買い上げの日から左記の保証期間内に
故障した場合は、本書をご準備の上、下
記の修理お問い合わせ窓口にご依頼くだ
さい。
本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

移動や輸送が困難な大型製品につきまし
ては、出張修理のお見積りをさせていた
だきますので、修理お問い合わせ窓口ま
でご相談ください。

※  印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1
                    D&M ビル
修理お問い合わせ窓口　TEL：0570-666-811
DENON ホームページ　URL：http://denon.jp

1. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
（1）  使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損

傷。
（2）  お買い上げ後の移動、落下、輸送等による故障または損傷。
（3）  火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故

障または損傷。
（4）  業務用に使用されて生じた故障または損傷。
（5）  本書のご提示がない場合。
（6）  本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない

場合、または字句を書き換えられた場合。
（7）  消耗部品（キャップ）または摩耗した部品の交換。
（8）  故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。

2.  次の場合、掛かる費用をお客様に負担していただくことになり
ます。

（1） この製品について出張修理をご希望の場合には、出張に要す
る実費を申し受けます。

（2）  この製品を直接メーカーへ郵送、または宅配便等で送付した
場合の送料はお客様の負担となります。

3.  ご転居の場合や贈答品等で修理をご依頼されたい場には、修理
相談窓口へご相談ください。

4.  本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存して
ください。
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