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●実用最大出力５Wのユニットを４個搭載し、合計２０Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。
●ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。
●24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに最適なサイズとなっており、小さ
な音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置
した設計となっています。
●音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック（赤白）入力が可能でテレビやAV機器の音声出
力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聞こえるようになります。

●サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーファーを接続することができます。映画や
ゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。
●オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。
●テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
●アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
●深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。

最新の情報はWEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報は
こちら！
スマホで
読み込むだけで
簡単にアクセス！

弊社サポートページはこちら！
■サポート情報
■ソフトダウンロード
など、最新情報を随時更新しています。

■Q&A（よくある質問）
■各種対応表

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、
弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　⑴保証書をご提示いただけない場合。　
　⑵所定の項目をご記入いただけない場合、
　　あるいは字句を書き換えられた場合。
　⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性
を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、
人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

6.保証規定

1.仕様

3.各部の名称

4.接続例

5.スタンドの装着方法

2.特長

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日　　年　  月　  日担当者名

型 番: 

保 証 書

お客様 ・ お名前 ・ ご住所 ・ TEL

シリアルナンバー：

販売店名 ・ 住所 ・ TEL

MM-SPSBA2N2

MM-SPSBA2N2

液晶テレビ・パソコン用サウンドバースピーカー
取扱説明書

この度は、液晶テレビ・パソコン用サウンドバースピーカー「MM-SPSBA2N2」(以下本製品)をお買い
上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱い
いただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取
扱説明書は大切に保管してください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

最初にご確認ください

・・・・・・・・・・・
・・・・

①スピーカー
②オプションスタンド

１台
2個

・・・
・・・

③3.5mmステレオミニジャックケーブル
④RCA(赤白)ピンジャックケーブル

1本
1本

・・・・・・・・・・・・・
・・・

⑤滑り止めシート
⑥取扱説明書・保証書（本書）

2枚
1部

セット内容

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

絵文字の意味

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

! 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

! 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

＜内部を開けないでください＞
●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した
場合の性能の劣化については保証いたしません。

＜内部に異物を入れないでください＞
●内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げい
ただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

＜接続コードを傷つけないでください＞
●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。
＜落雷について＞
●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
＜セットを移動するときには＞
●接続しているコ一ドの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災や感電、製
品が破損する恐れがあります。

＜他の機器とセットするときには＞
●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行ってください。最大音
量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

＜無理な力は加えない＞
●スイッチには、無理な力を加えないでください。
＜お手入れについて＞
●ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装
ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからない
よう注意してください。

! 警告

! 注意

注意していただきたい内容

実用最大出力 20W
周波数特性 200～20,000Hz
スピーカー
形 式

バスレフ式フルレンジ
スピーカーシステム

スピーカーサイズ 2.5インチ（直径63.5mm）

出 力 端 子 サブウーファー出力端子(RCAピンジャック)
インピーダンス 4Ω

入 力 端 子 ステレオミニプラグ（3.5mm）、
RCAピンジャック（赤白）

対 応
サブウーファー

RCAピンジャック入力を持つ
サブウーファー

電 源 内蔵
サイズ・重量 W500×D85×H85mm・1396g

ケーブル長
3.5mmステレオミニジャック
接続ケーブル約1.2m、
RCAピンジャック接続ケーブル約1.5m、
電源コード約1.5m

ディスプレイ・テレビの足（台座）を避けて設置したい場合、付属のスタンドをご利用ください。
1.スタンド部に滑り止めシートを貼ってください。
2.本体底面のスリットにスタンドをスライドするように装着してください。

＜前面＞

＜背面＞

＜側面＞スピーカーユニット

バスレフダクト

ボリュームスイッチ

電源ケーブル

音声入力/RCAピンジャックコネクタ（赤白）

ヘッドホンジャック

電源LED
（通電時点灯：緑）

電源ON・OFF
スイッチ

音声入力/3.5mmステレオミニジャックコネクタ

サブウーファー接続コネクタ（RCAピンジャック）

<本体底面>

電源コネクタへ

電源コネクタへ サブウーファー接続コネクタへ

RCAピンジャックコネクタへ

サブウーファー側
RCA入力コネクタへ

テレビの音声出力コネクタ
（RCAコネクタ：赤白）へ

スリット

<スタンド裏面>

大きく穴が
開いている
ほうが前側
です。

前側

後側

パソコンまたはテレビとの接続(3.5mmステレオミニ接続)

電源
コネクタへ

3.5mmステレオミニジャックコネクタへ

パソコンまたはテレビの音声出力
コネクタ
（3.5mmステレオミニジャックへ）

パソコン

テレビ

テレビ

サブウーファー

※欠品や破損があった場合は、品番（MM-SPSBA2N2）と上記の番号（①～⑥）と
　名称（オプションスタンドなど）をお知らせください。

背面コネクタ部

テレビとの接続(RCAピンジャック接続)

サブウーファーとの接続

3.5mmステレオミニジャック接続をした際はRCAピンジャック入力は無効になります。
RCAピンジャック入力との同時入力はできません。

●サブウーファーはRCA入力端子を搭載した製品のみ対応します。
●サブウーファー接続ケーブルは別売りです。

ご質問、ご不明な
点などがありま
したら、ぜひ一度
弊社WEBサイト
をご覧ください。

本取扱説明書の内容は、
予告なしに変更になる
場合があります。 
最新の情報は、弊社
WEBサイト(https://
www.sanwa.co.jp/)
をご覧ください。

⑷故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による
　故障及び損傷の場合。
⑹譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。

④RCA(赤白)ピンジャックケーブル

③3.5mmステレオミニジャックケーブル

ver.1.0


