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LEGAL & TRADEMARK NOTICE
• Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights 

Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
• MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall 

Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
• Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in 

the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in 
the United States and other countries, used with permission.

• The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound 
Industries is under license. 

• All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
• For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries 

and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website 
regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

免責事項
3.5 mmのプラグによる携帯デバイスでの使用には、保護カバーのない両端ジャック付きの標準ケーブルを使用してください。

表示される再生時間は、ランダムに音楽を選択し、中音量で再生した場合で算出されています。

ここに記載されている情報は、出版時において正確なものであり、編集訂正の可能性もあります。 当製品のそれ以降のバージョンとの互換性
は保証されておりません。
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内容物

001. MARSHALL STOCKWELL IIポータブルステレオラウドスピーカー
002. 取り外し可能なキャリーストラップ
003. USB-C 電源リード
004. クイックスタートガイド
005. 安全に関する重要な注意事項
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概要

001. Bluetooth®ボタン
002. 電源/音量ノブ
003. 低音ノブ
004. 高音ノブ 
005. バッテリー残量表示
006. フロントドライバー
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概要（続き）

007. キャリー ストラップ
008. リアドライバー
009. USB-C 電源 インプット/アウトプットコネクター
010. AUX入力端子3.5mmジャック
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キャリーストラップの取り付け

STOCKWELL II は、取り外し可能なストラップ付きで、持ち運びが簡単
です。

001. キャリーストラップの穴をスピーカー側面にあるピンの上に置き
ます。

002. 所定の位置に収まるまで、ストラップをピンの周りで慎重に動か
します。

003. スピーカーの反対側でも同様の手順を繰り返します。

注：使用前に、キャリーストラップ
が両面に確実に取り付けられたこと
を確認してください。

POWERin/OUT

AUX
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内蔵バッテリーの充電

STOCKWELL IIは、内蔵バッテリーを備えており、中程度のボリュームで
20時間以上の演奏が可能です。充電には、12 V、3 Aのアダプターを使
用してください（別売り）。STOCKWELL IIは、電源オフまたはスタンバ
イモードの時に充電を継続します。

001. スピーカーの側面にて、USBリードをUSB-Cコネクタに、そして標
準USB電源アダプターに接続します。

002. 充電中にはバッテリーレベルインジケーターのバーが動いて充電
中であることを示します。

003. バッテリーの充電が終了すると、バーの動きが停止し、バー全体
が点灯します。

注：バッテリーの使用量を節約するため、通常の使用時、インジケーターのライトは
消えたままです。インジケーターのライトを点ける場合には、いずれかのノブを回し
てください。

STOCKWELL IIは電源オフ時、またはスタンバイモード時に充電を継続します。
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STOCKWELL IIの電源オン/オフ

ボリュームコントロールでもSTOCKWELL IIの電源オン/オフが可能です

001. 希望の音量になるまで、音量ノブを時計回りに回すとスピーカー
の電源が入ります。

002. バッテリー残量表示にバッテリーの充電状況が表示されます。
003. スピーカーの電源をオフにするには、カチッと音がするまで音量

ノブを反時計回りに回します。
004. インジケーターすべてがオフになります。

注意：スピーカーを使用する前に、
スピーカーと音源の両方の音量が低
く設定されていることを確認してく
ださい。 

PO
W
ER

in
/O

UT

au
x

001. 002.

003.



010.

接続方法

STOCKWELL IIには同時に最大3つの音源を接続可能です。そのうち2つが
Bluetoothデバイス、1つがAUXデバイスです。STOCKWELL IIは、接続され
たオーディオデバイスが再生を始めるとそれを検出し、選択された入
力音源として切り替えます。
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Bluetooth経由での接続（ペアリング）

STOCKWELL IIは2つのBluetoothデバイスと同時に接続が可能です。2つ
のBluetoothデバイスが接続されている時、一方を再生し、もう一方は一
時停止します。

001. Bluetoothボタンを2秒間長押しすると、Bluetoothのインジケーター
が点滅します。

002. デバイス（スマートホン、タブレット、コンピューター）上
でBluetooth接続を可能にし、Bluetoothのリストから STOCKWELL II 
を選択し、ペアリングを受け入れます。

003. ユニットの接続が完了すると、スピーカーのBluetooth インジケー
ターが点滅を止め、点灯状態になります。

004. お使いのオーディオデバイスの再生ボタンを押します。

STOCKWELL Ⅱは直近にペアリングした8つのBluetoothデバイスを記憶し
ます。もし複数のデバイスが使用可能な場合、スピーカーは最近使用
した順に、最大2つのデバイスに接続を試みます。

001. 002. 003.

STOCKWELL II
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AUX入力端子経由での接続

001. スピーカー上部にある AUX と示された入力端子に3.5mmステレオ
ジャックを差し込みます。

002. リード線のもう一方の端をご使用のオーディオデバイスのオーデ
ィオ出力に差し込みます。

003. お使いのオーディオデバイスの再生ボタンを押します。

 
 

注：STOCKWELL Ⅱにオ
ーディオケーブルは付
属しません。 
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音源の選択

001. 接続されたデバイスのいずれかで再生ボタンを押すと、そのデバ
イスが選択された音源となります。他のBluetoothデバイスがすで
に再生中の場合は、自動的に停止します。

002. Bluetoothボタンを押すと、接続されたデバイスを切り替えられま
す。
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音量/低音/高音の調整

STOCKWELL Ⅱにはオーディオを調整するための3つのノブがついていま
す。

001. 音量ノブ
002. 低音ノブ
003. 高音ノブ

注：音量ノブはオン/オフ
スイッチとしての機能も兼
ね備えています。 

PO
W
ER

in
/O

UT

au
x

001. 002. 003.

001.

002.

003.



015.

スタンバイモード

STOCKWELL IIで10分間未使用の状態が続くと、スピーカーはバッテ
リーを節約するためにスタンバイモードに切り替わります。スタンバ
イモードでは、すべてのバッテリーインジケーターがオフになり、ス
ピーカーは接続されたデバイスに反応しません。

001. STOCKWELL IIのスタンバイモードを解除するには、Bluetoothボタン
を押します。
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スピーカーからデバイスを充電する

STOCKWELL II側面のUSB-Cジャックを使用し、スマートホンやタブレッ
ト、その他使用可能なデバイスの充電が可能です。USB-Cリードとデバ
イスに適したコネクタが必要です（別売り）。STOCKWELL IIの電源をオ
ンにし、2つ以上のバーが表示されている時は、その他のデバイスの充
電が可能です。

001. スピーカーのバッテリーで充電できるかを確認します。
002. USB-Cのリードをスピーカーに接続します。
003. もう一方をデバイスに接続します。

注：スピーカーから外部デバイス
を充電すると、再生時間が短くな
ります。 
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注：このイラストはスピーカーの内部レイアウト
を表示するためのものです。フロントやリアのグ
リルを外すと故障するおそれがあります。

技術情報

音響仕様
• バスレフ型 ポータブルステレオラウドスピーカー
• デジタル クラスD アンプリファイアー：10Wx1、5Wx2
• 2"インチ フルレンジドライバーx2
• 3"ウーファー： 1×
• 低音と高音のトーンコントロール
• フリーケンシー リスポンス：60～20,000 Hz ±6 dB
• マキシマムサウンドプレッシャーレベル：80 dB SPL @ 1 m

接続性
• Bluetooth®: Bluetooth 5.0
• AUX： 3.5mmステレオジャック

技術情報
• 電源入力: 5-12 V USB-C
• サイズ： 179.5 x 161 x 70.1 mm
• 重量： 1.38 kg

バッテリー
• バッテリータイプ：内蔵の充電式リチウムイオン電池
• 演奏時間：20時間以上
• 充電時間：2.5時間

BACKFRONT
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トラブルシューティング

問題 原因 アクション
STOCKWELL IIがオ
ンにならない。

バッテリーが放電しています。 USB-CリードをSTOCKWELL II
とUSB電源アダプターに接続し
てください。

音が聞こえない 誤った音源が選択されていま
す。

デバイスがSTOCKWELL IIに接
続されていることを確認してく
ださい。

接続済みの別のデバイスが再生
中でないことを確認してくださ
い。

音源、またはスピーカーのいず
れかで音量設定が低すぎていま
す。

音源、またはスピーカーで音量
を少し上げてください。

Bluetoothデバイ
スに接続/ペアリン
グできません。

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Bluetoothがオンに設定
されていません。

お使いのデバイスでBluetooth
をオンにしてください。

すでに2台のデバイスがスピーカ
ーに接続されています。

スピーカーに接続する前に、接
続されているBluetoothデバイ
スのうち1台の接続を切断して
ください。

スピーカーがペアリングモード
ではありません。

Bluetoothボタンを2秒間長押し
し、スピーカーをデバイスによ
って検出できる状態にしてくだ
さい。

デバイスがPINコードを入力する
よう指示しています。

ほとんどの場合、PINコード（
パスワード）は不要です。もし
PINコードの入力を求められた
時は、 0000 を入力してくださ
い。



トラブルシューティング 
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問題 原因 アクション
スピーカーが反応
していません

ソフトウェアの問題が発生して
います。

1. カチッと音がするまで音量ノ
ブを反時計回りに回すとスピ
ーカーの電源が切れます。

2. 15秒後に、スピーカーの電源
をオンにしてください。

Bluetoothボタンを6秒間長押し
すると、スピーカーのデフォル
ト設定がリセットされます。

注：このスピーカーリセットを
行うと、全てのBluetoothペア
リングも消去されます。

Bluetoothの接続が
切断されます

Bluetoothデバイスが離れすぎて
いるか、障害物によって接続が
影響を受けています。

デバイスが10m以内に収まるよ
うにデバイスを移動させ、壁や
ドアなどの障害物によって接続
が妨げられていないことを確認
してください。

STOCKWELL IIの周囲に強力な電
界が生じています。

電子レンジ、ワイヤレスネッ
トワークアダプター、蛍光
灯、ガスレンジなどの機器
は、Bluetoothデバイスと同じ
周波数範囲を使用します。

パチパチと音がし
ます

最大出力を超えて動作している
ため、アンプがクリップしてい
ます。

音源の音量を下げてください。

STOCKWELL IIの音量またはベ
ース音量を下げてください。
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トラブルシューティング 

問題 原因 アクション
音声が歪んで聞こ
えます

音源の音量設定が高すぎます。 音源の再生音量を下げてくださ
い。

オーディオストリーミングまた
はオーディオファイルのクオリ
ティーに問題があります。

別のオーディオまたは音楽プレ
イヤーをお試しください。

STOCKWELL IIの音量の設定が高
すぎます。

スピーカーの音量を下げてくだ
さい。

スピーカーの低音/高音設定が高
すぎます。

スピーカーの低音/高音設定を
下げてください。

動作が不安定です 別の電子機器から干渉が発生し
ています。

STOCKWELL IIを別の場所に移
動します。

干渉が発生している電子機器を
オフにするか、移動します。

注記：

次の状況に該当する場合、デバイスの使い方によっては、Bluetoothデバイスがオーディオ関連の障害や技術
的な障害の原因となる可能性があります。

• 体の一部がBluetoothデバイスまたはSTOCKWELL IIの送受信システムと接触している。
• 壁、角などの障害物により電気的変位が発生している場合。
• 医療機器、電子レンジ、ワイヤレスネットワークなど、同じ周波数帯域の機器からの電気的妨害にさら

されている場合。

このワイヤレスデバイスは、使用中に電気的妨害を発生する場合があります。
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