
iPod shuffle は、ドックコネクターが無いため接続はできませんが、iPod shuffleのヘッドホン端子から外部入力に接続す
る事で音楽再生は可能です。（別途、接続ケーブルが必要。）なお、iPod shuffleへの充電はされません。
「Made for iPod」および「Made for iPhone」とは、それぞれ、iPodまたはiPhone専用に接続するよう設計され、アップルが
定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本
製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。本アクセサリをiPodまたはiPhoneと使
用する場合、無線通信の性能に影響する場合があります。
Maxx Audio テクノロジーについての詳細は http://www.maxx.com/teac.aspx をご覧ください。

このカタログの記載内容は2012年1月現在のものです。
PRINTED IN JAPAN   1201H  DM1009-A

※ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買い上げ日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
※当社はステレオの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。
※仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。
※製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

iPodおよびiPod shuffleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国々における
登録商標または商標です。MaxxAudioおよびMaxxAudioロゴはWaves Audio Ltd.の商標です。
その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

一般電話・公衆電話からは市内料金でご利用いただけます。
受付時間 9:30～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）
PHS、IP電話などからナビダイヤルをご利用いただけませんので下記の電話番号にお掛けください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の
引き取り費用などは含まれておりません。

（042）356-9235／FAX （042）356-9242

製品のお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ。

www.teac.co.jp

安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず
「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで
ください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

Personal Sound Systems
iPod/iPhone対応サウンドシステム・ラインアップ

●MAXXAUDIO™テクノロジーと合計100Wのハイパワーアンプによる迫力ある
高音質サウンド●91mm大型ウーハーと38mmツイーター採用の2ウェイ・バスレ
フ式スピーカー●左右独立スピーカーボックス●格納式iPodドック●CD-R/ 
RW/MP3/WMA対応のCDプレーヤー●USBメモリーに記録したMP3/WMA
ファイルを再生●美しい光沢塗装仕上げのキャビネット

iPod/iPhone対応CDサウンドシステム

SR-100iSE（リズムアーク） 
オープン価格
JANコード: 4907034 216680（R: レッド）
 4907034 216673（W: ホワイト）

曲線が美しいスタイリッシュなデザインから、迫力の重低音再生。
スロットインCDプレーヤー搭載の最上位機種。

どちらも余裕の100ワット出力。

USB再生 FMラジオiPod/iPhone再生&充電 CDプレーヤー

目覚ましタイマー スリープタイマー外部入力

本製品にiPod/iPhoneは付属しません。

ファンクション  iPod/iPhone、CD、USB、FMチューナー、外部入力
アンプ出力 50W + 50W
スピーカー部 2ウェイ2スピーカー・バスレフ式
 低域用: 91mmコーン型、高域用: 38mmドーム型
 再生周波数特性: 35～20,000Hz（‒6dB）
iPodドック部 iPod接続用端子（30pin）
CD部 対応ディスク: CD（8cmCDには非対応）、CD-R、CD-RW
 再生可能フォーマット: CD-DA、MP3/WMAファイル
USB部 接続端子: Mini USB端子
 対応USB機器: USBマスストレージクラスデバイス
チューナー部 FM（76.0MHz～90.0MHz）
外部入力 アナログオーディオ（RCA）
電源・消費電力 100V AC、50-60Hz、消費電力: 最大60W
最大外形・質量 570 x 230 x 220mm（幅 x 高さ x 奥行）、 5.4kg
付属品 リモコン（RC-1263）、リモコン用電池（CR2025）
 FMアンテナ、電源コード
 USB変換/延長ケーブル
 取扱説明書（保証書付）

リモコン付属

●大型トロイダルコア・トランスを採用した強力な電源部●大型90mmウー
ハーと25mmツイーター採用の本格派2ウェイ・バスレフ式スピーカー●レイア
ウト自由なセパレート型iPodドック●CD-R/RW/MP3/WMA対応のCDプレー
ヤー●USBメモリーに記録したMP3/WMAファイルを再生●iPodの動画や画
像をTVに映せるビデオ出力端子●アルミ製フロントパネル

iPod対応CDマイクロシステム

TC-X350i 
オープン価格
JANコード: 4907034 215478

硬派なインテリアに溶け込むブラック仕上げの上質な質感。
レイアウト自由なセパレート型の本格派マイクロコンポ。

USB再生 AMラジオFMラジオiPod再生&充電 CDプレーヤー

目覚ましタイマー外部入力 x 2 ビデオ出力

本製品にiPodは付属しません。

ファンクション  iPod、CD、USB、AM/FMチューナー、外部入力1、外部入力2
アンプ出力 50W + 50W
スピーカー部 2ウェイ2スピーカー・バスレフ式
 低域用: 90mmコーン型、高域用: 25mmドーム型
 再生周波数特性: 80～20,000Hz
iPodドック部 iPod接続用端子（30pin）
CD部 対応ディスク: CD（8cmCD対応）、CD-R、CD-RW
 再生可能フォーマット: CD-DA、MP3/WMAファイル
USB部 接続端子: USB端子（Aタイプ）
 対応USB機器: USBマスストレージクラスデバイス
チューナー部 AM（522kHz～1629kHz）、FM（76.0MHz～90.0MHz）
外部入力 アナログオーディオ（RCA x 1、ステレオミニ x 1）
電源・消費電力 100V AC、50-60Hz、消費電力: 最大50W
最大外形・質量 本体: 214 x 106 x 347mm（幅 x 高さ x 奥行）、4.0kg
 スピーカー: 145 x 231 x 210mm（幅 x 高さ x 奥行）、2.1kg/台
 iPodドック:  95 x 24 x 95mm（幅 x 高さ x 奥行）、210g
付属品 リモコン（RC-1281）、リモコン用電池（CR2025）、ドックアダプターx2 

FMアンテナ、AMループアンテナ、電源コード、取扱説明書（保証書付）

リモコン付属

スリープタイマー
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iPod/iPhone 対応サウンドシステム・ラインアップ

●置き場所に困らないスリムでコンパクトなボディーサイズ●本格的なバスレフ
式スピーカー●iPod/iPhone対応ドック●MP3やWMAファイルの再生も可能な
スロットインCDプレーヤー●USBメモリーに記録したMP3/WMAファイルを再
生●2つの目覚ましタイマー搭載で、翌日のお目覚め時刻を簡単に切り替え可能
●スヌーズ機能●見やすい大型液晶ディスプレイ

iPod/iPhone対応CDサウンドシステム

SR-L280i 
オープン価格
JANコード:  4907034 215751（B: ブラック）
 4907034 215768（W: ホワイト）

iPod/iPhoneだけでなく、CDやUSBメモリーの再生にも対応。
上質なサウンドを奏でるコンパクトでスリムなデザイン。

リモコン付属

AMラジオFMラジオiPod/iPhone再生&充電 CDプレーヤー

デュアルタイマー スリープタイマーUSB再生 外部入力

ファンクション  iPod/iPhone、CD、USB、AM/FMチューナー、外部入力
アンプ出力 3W + 3W
スピーカー部 フルレンジ・バスレフ式
 60mmコーン型
iPodドック部 iPod接続用端子（30pin）
CD部 対応ディスク: CD（8cmCDには非対応）、CD-R、CD-RW
 再生可能フォーマット: CD-DA、MP3/WMAファイル
USB部 接続端子: USB端子（Aタイプ）
 対応USB機器: USBマスストレージクラスデバイス
チューナー部 AM（522kHz～1629kHz）、FM（76.0MHz～90.0MHz）
外部入力 アナログオーディオ（ステレオミニ）
電源・消費電力 100V AC、50-60Hz、消費電力: 最大20W
最大外形・質量 310 x 98 x 210mm（幅 x 高さ x 奥行）、 2.1kg
付属品 リモコン（RC-1263）、リモコン用電池（単4型）x2
 本体バックアップ用電池（CR2032）、ACアダプター（PS-M1220JP）
 ドックアダプター x2、ドックカバー
 FMアンテナ、AMループアンテナ
 ステレオミニプラグ・ケーブル、取扱説明書（保証書付）

●枕元の照明として使える調光式LEDライトを組み込んだインテリア・オーディ
オ●手元を照らせるよう明かりの角度を調整可能●スリープタイマーや目覚ま
しタイマーに連動するLEDライト（目覚ましタイマーが動作する30分前または
10分前から徐々にLEDライトが点灯して、自然な目覚めをサポート）●スヌーズ
機能●左右独立スピーカーボックス●ツインドライブスピーカー方式

●本カタログ掲載製品に対応するUSB機器は、USBマスストレージクラスデバイスになり
ます。お使いのUSB機器がUSBマスストレージクラスであるかは、直接USB機器の発売
元にお問い合わせください。

●USB接続方式のハードディスクドライブやCD/DVDドライブなどは使用できません。
●使用可能なフォーマットはFAT16とFAT32です。
●2つ以上の区画（パーテーション）に分かれている機器は使わないでください。
●USBハブを介してUSB機器を使うことはできません。

●DRM（著作権保護されたファイル）、およびVBR（可変ビットレート）は再生できません。
●一つのファイルサイズが2GB以上の場合は再生できません。
●ファイル名には必ず拡張子をつけてください。
●各製品のディスプレイには半角のアルファベットと数字（1バイト文字）しか表示できませ
ん。ファイル情報に日本語などの全角文字（2バイト文字）が使われている場合、再生は
できますがディスプレイに正しく表示できません。

LEDライト付きiPod/iPhone対応サウンドシステム

SR-LUXi 
オープン価格
JANコード: 4907034 215362

自然なお目覚めを助ける、タイマー連動LEDライトを装備。
毎日の生活を音楽と光で彩る、新しいオーディオの形。

リモコン付属

外部入力FMラジオiPod/iPhone再生&充電 目覚ましタイマー

スリープタイマー 調光式LEDライト（タイマー連動）

ファンクション  iPod/iPhone、FMチューナー、外部入力
アンプ出力 2W + 2W
スピーカー部 ツインドライブ・バスレフ式
 28mmコーン型 x ４
iPodドック部 iPod接続用端子（30pin）
チューナー部 FM（76.0MHz～90.0MHz）
LEDライト部 明るさ・角度調整可
 スリープタイマー連動
 目覚ましタイマー連動（設定時刻の30分前、または10分前から点灯）
外部入力 アナログオーディオ（ステレオミニ）
電源・消費電力 100V AC、50-60Hz、消費電力: 6W
最大外形・質量 245 x 246 x 103mm（幅 x 高さ x 奥行）、 1.45kg
付属品 リモコン（RC-1231）、リモコン用電池（CR2032）
 バックアップ用電池（CR2032）
 ドックアダプター x 3
 ACアダプター（PS-M0630）、ACアダプター用電源コード
 ステレオミニプラグ・ケーブル
 取扱説明書（保証書付）

　再生フォーマット SR-100iSE  SR-80i  SR-L280i  TC-X350i
MP3 対応規格     MPEG-1/2 Audio Layer-3
 拡張子     .mp3
 サンプリング周波数    16k～48kHz    44.1k、48kHz
 ビットレート  8k～320kbps    32k～320kbps
WMA 対応規格    Windows Media Audio Standard
 拡張子     .wma
 サンプリング周波数 32k、44.1k、48kHz  16k～48kHz  32k、44.1k、48kHz  44.1kHz
 ビットレート 48k～192kbps  8k～320kbps  48k～192kbps  192kbps以下
最大フォルダー数/ファイル数 99/99  200/999  99/999  300/650

本製品にiPod/iPhoneは付属しません。 本製品にiPod/iPhoneは付属しません。 本製品にiPod/iPhoneは付属しません。

目覚ましタイマー動作時にLEDライトを点灯させない設定にする事も可能です。

目覚ましタイマー連動LEDライト

角度調整可能なLEDライト

●MAXX AUDIO™テクノロジーによる迫力ある重低音●76mmフルレンジユニッ
ト採用のバスレフ式スピーカー●左右独立スピーカーボックス●iPod/iPhone
からデジタル接続で高音質再生●USBメモリーに記録したMP3/WMAファイ
ルを再生●2つの目覚ましタイマーを搭載し、翌日のお目覚め時刻を簡単に切
り替え可能●スヌーズ機能

iPod/iPhone対応サウンドシステム

SR-80i（リズムアーク・ミニ）
オープン価格
JANコード: 4907034 215669（B: ブラック）
 4907034 216253（R: レッド）     4907034 216260（S: シルバー）

美しいラウンドフォルムと驚きの高音質をコンパクトに凝縮。
臨場感あるサウンドを再生するドックスピーカーの実力派。

AMラジオUSB再生 FMラジオiPod/iPhone再生&充電

デュアルタイマー スリープタイマービデオ出力外部入力

ファンクション  iPod/iPhone、USB、AM/FMチューナー、外部入力
アンプ出力 15W + 15W
スピーカー部 フルレンジ・バスレフ式
 76mmコーン型
iPodドック部 iPod接続用端子（30pin）
USB部 接続端子: USB端子（Aタイプ）
 対応USB機器: USBマスストレージクラスデバイス
チューナー部 AM（522kHz～1629kHz）、FM（76.0MHz～90.0MHz）
外部入力 アナログオーディオ（RCA）
ビデオ出力 コンポジットビデオ（RCA）
電源・消費電力 100V AC、50-60Hz、消費電力: 最大16.5W
最大外形・質量 392 x 180 x 210.5mm（幅 x 高さ x 奥行）、 1.9kg
付属品 リモコン（RC-1274）、リモコン用電池（CR2025）
 ドックアダプター x2、ドックカバー
 ACアダプター（PS-M1628）、ACアダプター用電源コード
 FMアンテナ、AMループアンテナ
 RCAピン-ステレオミニプラグ・ケーブル
 RCAビデオケーブル、取扱説明書（保証書付）

リモコン付属

本カタログ掲載製品に対応するiPod/iPhoneは、下記ウェブサイトでご確認ください。

http://www.teac.co.jp/audio/teac/support_ipod.html

対応可能なiPod/iPhone

本カタログ掲載製品について

対応可能なUSB機器

30分前設定の場合

LEDライトオフ
（本体スタンバイ中） LEDライト点灯開始

目覚ましタイマー
設定時刻

10分前設定の場合
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