
▶サテライトスピーカー ▶サブウーファー背面下部

▶本機を設置する
お聞きになる位置から左右のサテライトスピー
カーまでの距離が同じになるように設置します。
サブウーファーはお聞きになる位置から離れすぎ
ない位置に設置します。また、サブウーファーは
絨毯など柔らかいものの上には設置しないでくだ
さい。

▶オーディオ機器・PCを接続する

①付属のオーディオケーブルをサブウーファー背
面の音声入力端子に接続します。

②もう片方のコネクタをお手持ちのオーディオ機
器・PCの 3.5mmステレオ音声出力端子に接
続します。

お手持ちのオーディオ機器・PCと RCAオーディ
オケーブルで接続する場合は、付属のオーディオ
ケーブル・変換ケーブルと、市販のRCAオーディ
オケーブルを接続してお使いください。

▶サテライトスピーカーを接続する

右チャンネル 左チャンネル
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左右のサテライトスピーカーをサブウーファー
のスピーカー接続端子に接続します。
端子は左右のサテライトスピーカーで異なりま
すので、端子の形を確認して接続してください。
右チャンネルの端子は、端子とコネクタのマー
クを合わせて接続してください。

▶電源アダプタを接続する

②

③

①

①電源アダプタとACケーブルを接続します。
②電源アダプタを電源端子に接続します。
③ACケーブルを壁面のコンセントに接続します。
本機は国内外でお使いいただけます。海外でご
使用の際は、ご使用になる国のコンセントに合っ
た変換プラグが必要になります。

ACケーブルは、見える位置で、手
が届く範囲のコンセントに接続する。
万一の場合、AC ケーブルを容易に
引き抜くためです。
付属品以外のACケーブルは使用し
ない。
火災の原因になることがあります。

付属品の電源アダプタを他の機器に
転用しない。
火災の原因になることがあります。
船舶などの直流（DC）電源には接続
しない。
火災の原因になります。

安全上のご注意
■ ご使用前に、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。また、お読みになった後
は大切に保管してください。

■ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人
への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記
載していますので、必ずお守りください。

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用を
した場合に生じる危害や損害の程度を説明していま
す。

 警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡ま
たは重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意
この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を
負う可能性が想定される場合および物的損害の
みの発生が想定される」内容です。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明して
います。
禁止（してはいけないこと）を示
す記号です。

分解してはいけないことを示す記
号です。

濡れた手で扱ってはいけないこと
を示す記号です。

触れてはいけないことを示す記号
です。

水がかかる場所で使用したり、水
に濡らしたりしてはいけないこと
を示す記号です。

指示に基づく行為の強制（必ず実
行していただくこと）を示す記号
です。

ACケーブルをコンセントから抜
いていただくことを示す記号で
す。

 警告

電源コードを束ねた状態で本機を使
用しない。
火災・感電の原因になります。
電源コードを傷つけたり、加工した
り、無理に曲げたり、ねじったり、引っ
張ったり、加熱したりしない。
電源コードが破損して火災・感電の
原因になります。
電源コードが破損した場合（芯線の
露出や断線など）には、販売店また
は弊社東京サービスセンターに交換
（有償）を依頼する。
そのまま使用すると火災・感電の原
因になります。
タコ足配線しない。
発熱により火災・感電の原因になり
ます。
テーブルタップ（延長コード）を使
用しない。
発熱により火災・感電の原因になり
ます。
雷が鳴りはじめたら、電源アダプタ
には触れない。
感電の原因になります。
電源アダプタの上に重いものをのせ
たり、電源アダプタを本機の下敷き
にしない。
電源アダプタが破損し、火災・感電
の原因になります。
煙が出る場合、異常なにおいや音が
する場合は、すぐに電源を切り、AC
ケーブルをコンセントから抜く。
煙が出なくなるのを確認して販売店
または弊社東京サービスセンターに
修理を依頼してください。
水道の蛇口付近や風呂場などの濡れ
ている場所や水気の多い場所では使
用しない。
火災・感電の原因になります。

本機の内部に水などが入った場合は、
本機の電源を切り、ACケーブルを
コンセントから抜いて販売店または
弊社東京サービスセンターに点検を
依頼する。
そのまま使用すると火災・感電の原
因になります。
本機の内部に異物を入れない。
万一、本機の内部に異物が入った場
合は、本機の電源を切り、AC ケー
ブルをコンセントから抜いて販売店
または弊社東京サービスセンターに
点検をご依頼ください。そのまま使
用すると火災・感電の原因となりま
す。
アルコール・シンナーなどの引火性
溶剤の近くに設置しない。
引火性溶剤が本機内部の電源部品な
どに接触すると、火災や感電の原因
になります。
分解や改造をしない。
感電の原因になります。
調理台や加湿器の近くなど油煙や湯
気があたる場所に設置しない。
火災・感電の原因になることがあり
ます。
直射日光があたる場所や、温度が異
常に高くなる場所（暖房機のそばな
ど）に設置しない。
キャビネットや内部回路に悪影響が
生じ、火災の原因になることがあり
ます。
オーディオ機器を接続するときは、
それぞれの機器の取扱説明書に従い、
指定のケーブルを使用して接続する。
指定以外のケーブルを使用すると発
熱し、やけどの原因になることがあ
ります。
音が歪んだ状態で長時間使用しない。
スピーカーが発熱し、火災の原因に
なることがあります。

濡れた手でコンセントを抜き差しし
ない。
感電の原因になります。
長期間本機を使用しないときは、AC
ケーブルをコンセントから抜く。
火災・感電の原因になります。
ACケーブルを抜くときは、電源コー
ドを引っぱらない。
電源コードが破損して火災・感電の
原因になることがあります。
ACケーブルは、コンセントの根元
まで確実に差し込む。
AC ケーブルを正しく差し込まずに
本機を使用すると、火災や感電の原
因になります。
不安定な場所や振動する場所には設
置しない。
本機が落下や転倒して、けがの原因
になります。

ほこりや湿気の多い場所に設置しな
い。
ほこりの堆積によりショートして、
火災や感電の原因となります。
不安定な場所や振動する場所に設置
しない。
本機が落下や転倒して、けがの原因
となります。
移動するときには電源スイッチを切
り、すべての接続を外す。
接続機器が落下や転倒して、けがの
原因になります。コードが傷つき、
火災や感電の原因になります。
薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で
外装をふかない。また、接点復活剤
を使用しない。
外装が傷んだり、部品が溶解するこ
とがあります。

本機の特長
◆ サテライトスピーカー＋サブウーファー、
2.1ch スピーカーシステム

◆ クリーンでパワフルな総合 40Wのデジタル◆
アンプ

◆ 様々な機器に対応

付属品
お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろっ
ていることをご確認ください。

□電源アダプタ
□オーディオケーブル

□変換ケーブル
□ ACケーブル

各部の名称とはたらき

ご使用前の準備

□取扱説明書（本紙）
□各国語取扱説明書
□保証書

電源ボタン

スピーカー接続端子
付属のスピーカーを接続します

音声入力端子
お手持ちのオーディオ機
器や PC を接続します

電源端子
付属の電源アダプタ
を接続します

左チャンネル 右チャンネル

取扱説明書

 注意

＋／－パッド
再生音量を調節します



音声を再生する
▶電源を入れる
• サブウーファー背面下部の電源ボタンを押して
電源を入れます。
電源が入ると、サブウーファー内部の LEDが光
ります。

• 再度電源ボタンを押すと、電源がオフになりま
す。

▶音声を再生する
• 本機に接続しているオーディオ機器・PCで再
生を開始すると、本機で音声が再生されます。

▶音量を調節する
• ＋／－パッドに触って、本機の音量を調節しま
す。

• ＋／－パッドを長押しすると、音量をすばやく
調節することができます。

• サブウーファー背面下部の電源ボタンを回すと、
サブウーファーから再生される低音の音量を調
節することができます。

▶音声をミュートする
• ＋／－パッドの＋と－とを同時に触って、本機
の音声をミュートします。

• ＋／－パッドのどちらかに触ると、ミュートを
解除します。

トラブルシューティング
原因 解決法

サブウーファー背面下部の
電源ボタンを押しても電源
が入らない

電源アダプタ・AC ケーブルが正しく接続されていることをご確認くださ
い。

電源は入るが、音が出ない 接続しているオーディオ機器・PC の再生が一時停止になっていないかご
確認ください。

オーディオケーブルやサテライトスピーカーが正しく接続されていること
をご確認ください。

＋／－パッドに触って、ミュートになっていないかご確認ください。

＋／－パッドの＋に触って音量を上げてください。

接続しているオーディオ機器・PC の音量設定が小さすぎる可能性があり
ます。最大音量の７～８割に設定することをおすすめします。

主な仕様
定格出力 40W

（サテライト：10W × 2、サブウーファー 20W）
スピーカー構成 サテライトスピーカー：

　25mm 径ネオジウムドライバー左右各 4 個
サブウーファー：
　150mm 径ネオジウムドライバー× 1

周波数特性 44Hz ～ 20kHz
音声入力 3.5mm ステレオミニ× 1
電源 電源アダプタ

（100V ～ 240V（50Hz ／ 60Hz））
サイズ サテライトスピーカー：

直径 51mm ×高さ 254mm
サブウーファー：

直径 232mm ×高さ 258mm

重量 サテライトスピーカー：
0.7kg × 2

サブウーファー：
2.2kg（本体のみ）

付属品 電源アダプタ× 1
AC ケーブル×１
オーディオケーブル× 1
変換ケーブル×１
取扱説明書（本紙）
各国語取り扱い説明書
保証書（日本国内 1 年保証）

＊仕様および外観は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。


