
取扱説明書

Coaxial 2-Way Speaker System

S-300NEO
ティアック製品をお買い上げいただき、誠にありが
とうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みくだ
さい。また、お読みになったあとは、いつでも見ら
れるところに大切に保管してください。
末永くご愛用くださいますよう、お願い申し上げま
す。

Z
3-530008-022934
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ご使用の前に

使用上の注意

●	エンクロージャー (キャビネット)や前面サラン
ネットに硬いものを当てないでください。傷がつ
いたり、スピーカーユニットが損傷する恐れがあ
ります。

●	ゴムやビニール製品を長時間触れさせると、表面
を傷めることがありますので避けてください。

●	本機は磁力の影響が出にくい設計になっています
が、本機の上に磁気記録のカード、テープ、ディ
スク類、その他磁気の影響を受けやすい物を置か
ないでください。データの消失や破損の原因とな
ることがあります。

●	アンプからの入力は適正な範囲でお聴きくださ
い。過大な入力は、スピーカーユニットを破損す
る恐れがあります。

	 また、許容入力以下であっても、クリッピングノ
イズなどの多い信号はスピーカーユニットに悪影
響を与えます。アンプ側でも音が歪まないように
ご注意ください。

お手入れ

●	表面が汚れたときは付属のクリーニングクロスで
拭いてください。目の粗いぞうきんや化学ぞうき
ん、ベンジン、シンナー、研磨剤などでは拭かな
いでください。表面を傷める原因となります。

●	サランネットに付いたほこりは、洋服用のブラシ
などで取ってください。

分解・改造禁止
この機器は絶対に分解・改造しないでくださ
い。
この機器に対して、当社指定のサービス機関
以外による修理や改造が行われた場合は、保
証期間内であっても保証対象外となります。
当社指定のサービス機関以外による修理や改
造によってこの機器が故障または損傷した
り、人的・物的損害が生じても、当社は一切
の責任を負いません。

安全にお使いいただくために
あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防
止するために、以下の注意事項をよくお読みくださ
い。

以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感
電やその他の事故によって、怪我をしたり、周辺の
家財に損害を与えたりすることがあります。

N
強制

アンプなどに接続する際は、接続する
機器の取扱説明書をよく読み、電源を
切り、説明に従って接続する。
また、接続は指定のコードを使用する。

N
強制

電源を入れる前には音量を最小にす
る。
突然大きな音が出て聴力障害などの原
因となることがあります。

=
禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など不安
定な場所、または振動の多い場所に置
かない。落下したり倒れたりして、けが
の原因となることがあります。

=
禁止

長時間音が歪んだ状態で、使用しない。
スピーカーユニットが発熱し、火災や
損傷の原因となることがあります。

付属品の確認

万一、付属品に不足や損傷がありましたら、お買い
上げになった販売店、または弊社AVお客様相談室(裏
表紙に記載)にご連絡ください。
スピーカーケーブル	(2m)	X	2
スパイク型ネジ	X	6
ワッシャー	X	6
フットベース	X	6
クリーニングクロス	X	1
取扱説明書(保証書付き)(本書)	×1

記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商
標です。
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設置上の注意

●	直射日光があたる場所や暖房器具のそばなど、高
温になる場所に設置しないでください。損傷の原
因となることがあります。

●	加湿器のそばなど、湿度が高い場所に設置しない
でください。また、油煙があたる場所には設置し
ないでください。損傷の原因となることがありま
す。

●	ぐらついた台の上や傾いた所、振動する場所など
には設置しないでください。落下したり倒れたり
して、けがや損傷の原因になります。また、脚の
高さの不揃いなどで、本体が倒れたりしないよう
に、十分ご注意ください。

●	本機は磁力の影響が出にくい設計になっています
が、ブラウン管のテレビに近づけて設置した場合、
まれにテレビの画面に色むらが出ることがありま
す。そのような場合にはスピーカーをテレビから
離し、色むらの出ない距離でご使用ください。液
晶テレビやプラズマテレビでは磁力の影響は受け
ません。

●	スピーカーシステムと聴取位置の間には、物を置
かないでください。物があると直接音が遮られ、
音質が変わる原因となります。

●	周囲に反射や共振を起こす物が無いことが理想で
す。ガラス戸などがある場合、共振を起こすこと
があります。共振が起きないようにしっかり固定
するか、厚めのカーテンなどで吸音させてくださ
い。

	 また、平行した壁面では定在波が起きやすいため、
家具を配置して平行を崩したり、厚めのカーテン
などで吸音させてください。

設置位置
●	ステレオ再生の場合、左右のスピーカーは一般的
に聴取位置を頂点として正三角形または二等辺三
角形を形成する位置に設置します。

リスニングポジション

スパイクネジについて

スパイクネジとフットベースが付属しています。
スパイクネジを使用することで低音のヌケが良くな
る場合があります。アンプとの相性や、お部屋の状
況に合わせてお使いください。
スパイクの先端が尖っているため、設置面に傷が付
く場合がありますので、設置面に傷を付けたくない
場合は付属のフットベースをご使用ください。

1	傷がつかないように毛布などを敷き、スピーカー
の側面を下にして横に寝かせます。

2	スピーカー底面のネジ穴に、スパイクネジとナッ
トをねじ込んで高さを調節します。

本体底面

ワッシャー
ナット

スパイクネジ

3	3 ヶ所のスパイクを取り付けた後、設置場所にス
ピーカーを立てて底面と平行になるようにスパイ
クネジの高さを再度調節して、ナットを強く締め
ます。ラックやフローリングの床などに設置する
場合は、床を傷つけないように、付属のフットベー
スを敷き、ネジの先端がフットベースの窪みには
まるように設置します。

フットベース

本体底面

Vスピーカーが倒れて怪我をしないように、十分
ご注意ください。特に地震時には倒れやすくな
りますので、地震を想定した設置を強くお勧め
します。

Vスパイクネジは先端が鋭く尖っていますので、
手足や指に怪我をしないように十分ご注意くだ
さい。

設置
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スピーカーケーブルについて

●	付属品、もしくは市販のスピーカー専用ケーブル
をお使いください。

●	スピーカーケーブルはできるだけ短いものをお勧
めします。

●	左右のスピーカーケーブルは、同じ長さの物をお
勧めします。

注	意

接続の前
必ずアンプの電源を切った状態で接続してくださ
い。

接続の後
アンプの電源を入れる前には、突然大きな音が鳴
らないようにボリュームを絞っておいてくださ
い。
スピーカーターミナルに正しく接続されている
か、他のターミナルに接触していないかを再度確
認してください。

接続の仕方

より線/スリーブの場合
ターミナルの奥の穴に芯線を差し込み、つまみを
しっかり締めます。

Yラグの場合
ターミナルの差し込み口に端末を差し込み、つま
みをしっかり締めます。

●	Yラグで接続する場合は、内径8mm以上のものを
お使いください。

接続

バナナプラグによる接続
スピーカーケーブルをバナナプラグに接続してか
ら、プラグをターミナルに差し込みます。

つまみを締め
付ける

●	ご使用になるバナナプラグの説明書をよくお読みく
ださい。

ノーマル接続
ショートプレートを取り付けたままにして、HF＋(高
域用＋)端子またはLF＋(低域用＋)端子とアンプの＋
端子、HF－(高域用－)端子またはLF－(低域用－)端
子とアンプの－端子を接続してください。
本機ではLF(低域用)端子との接続をおすすめします。

LF(低域用)端子をアンプに接続する場合

右(R)側スピーカー
も同様に接続して
ください。

アンプ

ショートプレート
(外さない)

●	＋端子同士、－端子同士をつないでいるショート
プレートは外さないでください。
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バイワイヤリング接続
本機はLF（低域）とHF（高域）の各々のスピーカー
ユニットに直接接続することが出来るバイワイヤリ
ング接続に対応しています。ノーマル接続よりも高
音質再生に向いた接続方法です。
LF(低域用)、HF(高域用)にそれぞれに一組のケーブ
ルを使用し、＋端子とアンプの＋端子、－端子とア
ンプの－端子を接続してください。

右(R)側スピーカー
も同様に接続して
ください。

アンプ

ショートプレートは2枚とも外す

●	高域用/低域用のスピーカーケーブルは、同じ長
さのものを使用してください。

●	＋端子同士、－端子同士をつないでいるショート
プレートは外してください。

位相チェックについて
左右のスピーカーの極性(＋・－)が一致していな
いと、位相が合わないために、正しいステレオ再
生音が得られません。位相チェックは、低音がよ
く入っているプログラムソースを左右のスピー
カーからモノラルで出して聴き比べます。

位相が合っている場合は、低音が豊かによく出て、
音像が左右のスピーカーの中央に定位します。位
相が合っていない場合は、低音が出ず音像がぼや
けて定位しません。このような場合は、スピーカー
とアンプ間の接続の極性(＋・－)を確認してくだ
さい。
一方だけ、極性を逆に接続しなおすと正しい位相
になります。スピーカー背面の入力端子にスピー
カーケーブルを接続します。端子の赤はプラス
(+)、黒はマイナス(－)ですので、よく確認してか
ら接続してください。

接続
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形式
コアキシャル2ウェイ1スピーカー
バスレフタイプ	(リア)
防磁タイプ

使用ユニット
低域用 13cmコーン型

高域用 2.5cmソフトドーム型

定格入力 50W

最大許容入力 100W

インピーダンス 6Ω

出力音圧レベル 86dB/W/m

再生周波数帯域 55～33,000Hz

クロスオーバー周波数 3.5kHz

キャビネット内容積 5.7リットル

外形寸法	(W	X	H	X	D) 184	X	240	X	229mm
(端子の飛び出し、スパイクは含まず）

質量 4.3kg/台

付属品

スピーカーケーブル	(2m)	X	2
スパイク型ネジ	X	6
ワッシャー	X	6
フットベース	X	6
クリーニングクロス	X	1
取り扱い説明書	(保証書付き)(本書)

	

●	仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
●	取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

仕様
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品名：	スピーカーシステム

型名：	S-300NEO

シリアルNo:

お買い上げ日：

販売店名：

お客様のご連絡先

故障の状況(できるだけ詳しく)

音のエチケット
楽しい音楽も、場合によっては大変気にな
るものです。静かな夜間には小さな音でも
よく通り、隣近所に迷惑をかけてしまうこ
とがあります。
適当な音量を心がけ、窓を閉めたりヘッドホンを使用
するなどして、お互いに快適な生活環境を守りましょう。
このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

修理の際ご連絡いただきたい内容

■廃棄するときは
本機を廃棄する場合に必要になる収集費などの費用は、お客様の
ご負担になります。

分解・改造禁止
この機器は絶対に分解・改造しないでください。
この機器に対して、当社指定のサービス機関以外による修理や
改造が行われた場合は、保証期間内であっても保証対象外とな
ります。

当社指定のサービス機関以外による修理や改造によってこの機
器が故障または損傷したり、人的・物的損害が生じても、当社
は一切の責任を負いません。

■保証書
取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。保証書は、お買い
上げの際に販売店が ｢お買上げ日・販売店名 ｣等を記入した上で
お渡し致します。記入事項及び記載内容をご確認の上、大切に保
管してください。保証期間はお買い上げ日から1年です。

■補修用性能部品の保有期間
当社は、この製品の補修用性能部品 ( 製品の機能を維持するため
に必要な部品 )を製造打ち切り後8年間保有しています。

■ご不明な点や修理に関するご相談は
修理に関するご相談、並びにご不明な点は、お買い上げの販売店
またはティアック修理センター (裏表紙に記載 )にお問い合わせく
ださい。

保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させて
いただきます。

修理料金の仕組み
技術料：	 故障した製品を正常に修復するための料金です。
	 測定機等の設備費、技術者の人件費、技術教育費が含ま

れています。
部品代：	 修理に使用した部品代金です。
	 その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
その他：製品を送るために必要な送料 /梱包料などがあります。

保証とアフターサービス
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この製品のお取り扱い等についてのお問い合わせは
AVお客様相談室までご連絡ください。
お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く	
9:30～12:00/13:00～17:00です。

AVお客様相談室

	
	
0570-000-701

	 一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47
電話：042-356-9235	/	FAX：042-356-9242

〒206-8530	 東京都多摩市落合1-47

故障・修理や保守についてのお問い合わせは
ティアック修理センターまでご連絡ください。
お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く	
9:30～17:00です。

ティアック修理センター

	
	
0570-000-501

	 一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858
電話：04-2901-1033	/	FAX：04-2901-1036

●	 ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご
利用いただけます。PHS・IP電話などからはナビダイヤルをご
利用いただけませんので、通常の電話番号にお掛けください。

●	 新電電各社をお使いの場合はナビダイヤルをご利用いただけない
ことがあります。その場合はご契約されている新電電各社へお問
い合わせいただくか、通常の電話番号にお掛けください。

●	 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじ
めご了承ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約
束するものです。お買上げの日から左記期間中に故障が発
生した場合は、本書をご提示の上、取扱説明書に記載の	
ティアック修理センターまたはお買上げの販売店に修理を
ご依頼ください。

所在地・名称 (印 )

	 	 					電話 			 (					 					)

販
売
店

保	証	書

	

	 	 					電話 			(		 								)

お買上げ日

お 客 様

品 名
および

型 名
機 番
保 証 期 間 本 体 1 年

年 月 日
お
名
前

ご
住
所

無料修理規定
1.	取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常
な使用状態で保証期間内に故障が発生した場合には、
ティアック修理センターが無料修理いたします。

2.	保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書を
ご提示の上、ティアック修理センターまたはお買い上げ
の販売店に修理をご依頼ください。商品を送付していた
だく場合の送付方法については、事前にティアック修理
センターにお問い合わせください。

3.	ご転居、ご贈答品等でお買い上げの販売店に修理をご依
頼になれない場合は、ティアック修理センターにご連絡
ください。

4.	次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(1)	ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障
および損傷

(2)	お買上げ後の輸送・移動・落下などによる故障およ
び損傷

(3)	火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害
や異常電圧による故障および損傷

(4)	接続している他の機器に起因する故障および損傷
(5)	業務用の長時間使用など、特に苛酷な条件下におい
て使用された場合の故障および損傷

(6)	メンテナンス
(7)	本書の提示がない場合

修理メモ

※	この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて
無料修理をお約束するものです。この保証書によって保
証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の
事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもので
はありません。保証期間経過後の修理などについてご不
明の場合は、ティアック修理センターにお問い合わせく
ださい。

※	保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ
いての詳細は、取扱説明書をご覧ください。

(8)	本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名 ( 印 )
の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた
場合

5.	本書は日本国内においてのみ有効です。
	 This	warranty	is	valid	only	in	Japan.
6.	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
管してください。

スピーカーシステム

S-300NEO

ishikawa
見本
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