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リモートコントロールの概要
警告
製品に関する警告およびその他の重要な情報については、製品パ
ッケージに同梱されている『安全性および製品に関する重要な情
報』ガイドを参照してください。

3 ARX70 リモートコントロールで、ステータス LED が緑と赤

で交互に点滅するまで、
を長押しします。
リモートコントロールがそのステレオを検索します。 リモー
トコントロールのペアリングが正常に終了すると、ステータ
ス LED が短く緑で点灯してから消灯します。
リモートコントロールがステレオを検出できない場合は、ステー
タス LED が短く赤で点灯してから消灯します。

取り付けに関する注意事項
注記

ラジオソース：これを押すと、前回のラジオ局にチューニングさ
れます。
その他のソース：これを押すと、トラックの先頭または前回のト
ラックにスキップします。
ラジオソース：これを押すと、次のラジオ局にチューニングされ
ます。
その他のソース：これを押すと、次のトラックにスキップします。
これを押すと、音量が下がります。
長押しすると、音量が早く下がります。
これを押すと、音量が上がります。
長押しすると、音量が早く上がります。
と

両方のキーを押すと、ゾーン選択モードになります。 (ゾーンの
選択, 2 ページ)。
これを押して、使用可能なソースを切り替えます。
長押しすると、ステレオとペアリングされます (ARX70 リモート
コントロールをステレオに接続する, 1 ページ)。
ラジオソース：これを押すと、ミュートまたはミュート解除され
ます。
その他のソース : これを押すと、一時停止または再開されます。

ステータス LED
緑で短い点滅

転送が正常に終了しました

緑で長い点滅

ペアリングまたはゾーンの選択に成功しました

緑で点滅

ゾーン選択モード

緑と赤で点滅

ペアリングモード

赤で短い点滅

転送に失敗しました

赤で長い点滅

ペアリングまたはゾーンの選択に失敗しました

オレンジで点滅

送信を試行します。ステレオを確認してください

ARX70 リモートコントロールをステレ
オに接続する
互換性のあるステレオのリストについては、
www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls
/MS-ARX70B/specs を参照してください。
1 ARX70 リモートコントロールを互換性のあるステレオの 10
m（33 ft.）以内に移動します。
注： ペアリング中は、他の ANT デバイスから 10 m（33 ft）
以上離します。
2 ステレオを Bluetooth 検出可能モードにします。
詳細については、www.fusionentertainment.com/marine でス
テレオのオーナーズマニュアルを参照してください。
®

正しい取り付け位置を選択することは、リモートコントロールの
性能を最適化するために重要です。
• リモートコントロールは、ステレオの 10 m（33 ft.）以内の場
所に取り付ける必要があります。
• リモートコントロールは、水没しない場所に取り付ける必要
があります。
• ボートの外側にリモートコントロールを取り付ける必要があ
る場合は、ドック、パイル、その他の機器により損傷を受け
ない場所に取り付けてください。
• 最適に取り付けるには、平坦な取り付け面を選択してくださ
い。
• 取り付け面には、ほこりや異物、ワックス、コーティングを
付着させないでください。
• 場所を選択したら、その場所でリモートコントロールを保持
し、いくつかのボタンを押して、ステレオの動作を確認しま
す。
• リモートコントロールの操作に干渉する可能性のある発生源
から離します。 干渉の発生源には、強力な電磁場、一部の 2.4
GHz ワイヤレスセンサー、高電圧送電線、電気モーター、オ
ーブン、電子レンジ、2.4 GHz のコードレス電話、ワイヤレ
ス LAN のアクセスポイントなどがあります。

リモートコントロールの取り付け

リモートコントロールを取り付ける前に、リモートコントロール
をステレオにン接続する必要があります (ARX70 リモートコン
トロールをステレオに接続する, 1 ページ)。
1 リモートコントロールに適切な場所を選択します (取り付け
に関する注意事項, 1 ページ)。
2 水とイソプロピルアルコールを混合液を使用し、取り付け面
を完全に清掃して乾燥させます。
取り付け面には、ほこりや異物、ワックス、コーティングを
付着させないでください。
3 選択した場所の範囲をテストするには、取り付け場所にリモ
ートコントロールを保持し、いくつかのボタンを押して、操
作を確認します。
4 リモートコントロールをマウントに置き、カチッと音がする
までリモートコントロールを回転させます。
5 接着面から裏材を取り外します。
6 底部にある FUSION ロゴに合わせて、マウントにリモートコ
ントロールを慎重に正しい位置に置きます。
®

注記
取り付け面に接着面を取り付ける前に、位置と向きが正しい
ことを確認してください。 接着面を取り外すのは非常に困難
です。 接着面を取り外すと、一部の取り付け面が損傷する可
能性があります。

7 リモートコントロールを取り付け面にしっかりと押し込み、
圧力を 60 秒以上かけてください。

8 リモコンコントロールを室温で 72 時間放置してください。

®

リモートコントロールの概要

1

ゾーンの選択
互換性のあるステレオでは、ARX70 リモートコントロールを使
用して、ゾーンを選択したり、ゾーンの音量を変更できます。
リモートコントロールのこの機能を有効にするには、一部のステ
レオではソフトウェアの更新が必要です。
注： ステレオに接続すると、すべてのゾーンがデフォルトで選
択されます。
と を押して、ゾーン選択モードにします。
1
ステータス LED が緑で点滅し始めます。
2 ボタンを押して選択します。
• ゾーン 1 の場合は、
を押します。
• ゾーン 2 の場合は、
を押します。
• ゾーン 3 の場合は、 を押します。
• ゾーン 4 の場合は、 を押します。
• すべてのゾーンの場合は、
を押します。
• ゾーンの選択をキャンセルするには、 を押します。
ゾーンが正常に選択されると、ステータス LED が短く緑で点
灯してから消灯します。 ゾーンの選択に失敗したり、タイム
アウトしたり、キャンセルした場合は、ステータス LED が短
く赤で点灯してから消灯します。
注： 非アクティブまたは無効なゾーンを選択すると、リモート
を選
コントロールは機能しますが、音量を制御できません。
択すると、すべてのゾーンを選択できます。

電池を交換する
リモートコントロールでは、CR2032 コイン型リチウム電池を 1
つ使用しています。
1 リモートコントロールを回転させて、マウントから取り外し
ます。
2 ラインが を指すまで、電池コンパートメントを反時計回り
に回します。

6 ラインが

を指すまで、リモートコントロールの電池コンパ
ートメントを調整します。
7 電池コンパートメントをリモートコントロールに押し下げ、
ラインが を指すまで、コンパートメントを時計回りに回し
ます。
8 電池コンパートメントがリモートコントロールに完全に装着
されていることを確認します。
9 リモートコントロールをマウントに置き、カチッと音がする
まで回転させます。

リモートコントロールの仕様
重量

マウントあり： 30 g（1.6 oz.）
マウントなし： 25 g（0.88 oz.）

電池タイプ

ユーザーが交換可能な CR2032（3 V）

電池寿命（通常使用時）

3 年以上

動作温度範囲

0°～50°C（32°～122°F）

保管温度範囲

-20°～70°C（-4°～158°F）

無線周波数／プロトコル

2.4 GHz @ 6.42 dBm 定格

ANT ワイヤレス接続範囲

最大 10 m（33 ft.）

コンパス安全距離

5 cm

防水等級

IEC 60529 IPX6 および IPX71

トラブルシューティング
リモートコントロールがステレオに接続しない

• ステレオが Bluetooth 検出可能モードになっていることを確
認します。
• ステレオに近づけて、もう一度接続してみます (ARX70 リモ
ートコントロールをステレオに接続する, 1 ページ)。
• ステレオで Bluetooth 検出可能モードを無効にしてから、再度
有効にします。

ボタンを押しても LED が点灯しない

電池残量が少ないか切れているか、電池が正しく取り付けられて
いません。 電池を交換します (電池を交換する, 2 ページ)。

ボタンを押すと、LED は赤またはオレンジになります。

• ステレオに近づけて、もう一度接続してみます (ARX70 リモ
ートコントロールをステレオに接続する, 1 ページ)。
• 取り付ける前に、リモートコントロールに最適な場所を選択
してください (取り付けに関する注意事項, 1 ページ)。

リモートコントロールでは音量を変更できませんが、他の
機能は動作します。
3 小型のマイナスドライバの先端をテープで覆います。

無効なゾーンが選択されています。 ステレオに有効な損を選択
します (ゾーンの選択, 2 ページ)。

テープで覆うことで、電池、電池コンパートメント、接点が
損傷から保護されます。
4 電池を電池コンパートメントから慎重に外します。

5 新しい電池をプラス側を下向きにしてコンパートメントに挿
入します。
注： O リングガスケットを損傷したり紛失しないでくださ
い。

1

2

水深 1 m までの水没に 30 分間耐え、強力な水流から保護されます。 詳細については、garmin.com/waterrating を参照してく
ださい。
ゾーンの選択
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