MS1001 シリーズ

RS0802 シリーズ
MS1001MS1001-M(メープル
M(メープル)
メープル)
＜メープルカバー
メープルカバー仕様＞
重さ：4,200g
4,200g

RS0802
＜メープルハンド塗装仕様＞
重さ：3,000g
■RS0802 シリーズ製品仕様
シリーズ製品仕様
インピーダンス：8Ω / 許容入力：15W
15W
最低共振周波数：110Hz / 再生周波数帯域：fo～20kHz
再生周波数帯域
サイズ：160φmm × 400mm

■MS1001 シリーズ製品仕様
シリーズ製品仕様
インピーダンス：8Ω / 許容入力：15W
22kHz
最低共振周波数：80Hz / 再生周波数帯域：fo～22kHz
サイズ：210φmm × 400mm
■シリーズ製品
シリーズ製品
MS1001-PIANO (ピアノ塗装仕様) WHITE / BLACK
MS1001-Japan (漆塗り仕様)
■付属品は
付属品は共通です
共通です

■シリーズ製品
シリーズ製品
RS0802-M (メープルカバー仕様)
RS0802-W (ウォルナットカバー仕様))

重さ： 3,900g
重さ： 3,900g

重さ： 3,100g
重さ： 3,100g

木製台座 ・ スピーカーケーブル(1,5m
(1,5m × 2 本) ・ 取扱説明書 ・ 保証書

◆スピーカーケーブルの取
スピーカーケーブルの取り付け方
① 端子のネジを左に
に回してゆるめ、
スピーカーケーブルの
スピーカーケーブルの先端の銅線
部分を端子の穴
穴に差し込みます。
ケーブル(赤色)を
を赤色の端子、
ケーブル(無色)を
を黒色の端子に
つなぎます。

② 端子のネジを右に回して
しっかり締め付けます。
③ しっかりと接続されているか軽く
引っ張って、先端が抜けない
ことを確かめてください。

※ 市販のバナナプラグをスピーカーケーブルに
のバナナプラグをスピーカーケーブルに
取り付けて端子に差し
し込むことも可能です。

スピーカー側のＬ・Ｒとアンプ側の
Ｌ・Ｒが一致するように、ケーブル
(赤色)を赤の端子(+)に、ケーブル
(無色)を黒の端子(-)に、それぞれ
接続してください。

赤色の端子
端子が(+)、
黒色の端子
端子が(-)です。
(黒が内側
内側になります。)

アンプ背面 (ワンタッチ式)

スピーカー背面 (ネジ式)

※ より詳しくは、ご使用の
アンプの取扱説明書を
ご参照ください。

オリジナルアンプ MSMS-Amp12
本体正面

本体背面
音声入力端子

ストッパー
アクセサリー

■製品仕様
実用最大出力：6W×2(8Ω)
サイズ：136mm × 58mm × 123mm
重さ：715g
■付属品
AC アダプター ・ オーディオケーブル 2 種(1.5m)
ストッパーアクセサリー ・ 取扱説明書 ・ 保証書

ｵｰﾃﾞｨｵｹｰﾌﾞﾙで
ﾌﾟﾚｲﾔｰとつなぐ

スピーカー端子
スピーカーケーブルで
スピーカーとつなぐ

電源
電源スイッチ

AC アダプタージャック
ボリューム
電源コンセントへ
◆お取扱い
取扱い手順
① 音声入力端子にプレイヤーをオーディオケーブルで
プレイヤーをオーディオケーブルで接続する。
② AC アダプターを接続し、電源コンセントへ差し込む。
。
③ ボリュームを一番左(MIN)まで回して、電源スイッチを
スイッチを上にあげ ON にする。
徐々にボリュームをあげ(９時～１２時辺り)、適音でプレイヤーを
でプレイヤーを再生(70%くらい)して
お楽しみ下さい。
④ ボリュームを一番左(MIN)まで回してから、スイッチを
スイッチを下げ OFF にしてください。

◆接続イメージ
接続イメージ
【ミニコンポ（アンププレイヤー一体型）との接続
接続】
スピーカーケーブル

スピーカー

【音声出力
音声出力(LINE OUT)端子への接続】

オーディオケーブルと端子の
差し込み口の色（赤・白）を
同色どうしで接続します。

コンポとスピーカーのスピーカー端子のＬ・Ｒ
赤(＋)・黒(－)の色を合わせて接続します。

【ＣＤプレイヤーとアンプとの接続】

スピーカー
アンプ

オーディオケーブル
(両端が赤白 2 本のケーブル)
本

スピーカーケーブル

CD プレイヤーの音声出力(ＬＩＮＥ ＯＵＴ)端子
端子とアンプの
音声入力（ＬＩＮＥ ＩＮ）端子をオーディオケーブルで
オーディオケーブルで接続します。

アンプとプレイヤーをスピーカーケーブル
で接続します。

【ＴＶとの接続】
スピーカー
コンポ・アンプ など
スピーカーケーブル
オーディオケーブル

TV の音声出力(ＬＩＮＥ ＯＵＴ)端子とアンプの
とアンプの音声入力
（ＬＩＮＥ ＩＮ）端子をオーディオケーブルで接続
接続します。

アンプとプレイヤーをスピーカーケーブル
で接続します。

【ポータブルプレイヤー(i-Pod®などの MP3 プレイヤーやポータブル CD プレイヤー、パソコンなど)との
との接続】
アンプ
オーディオケーブル
スピーカーケーブル
(黒 1 本と赤白 2 本のケーブル)

ポータブルプレイヤーの音声出力(ＬＩＮＥ ＯＵＴ)端子とアンプの
ＯＵＴ
音声入力（ＬＩＮＥ ＩＮ）端子をオーディオケーブルで
オーディオケーブルで接続します。

スピーカー

アンプとプレイヤーをスピーカーケーブル
で接続します。

◆ご使用上
使用上の注意
・ スピーカーに指定された最大許容入力を越えないように
えないようにお楽しみ
ください。
・ お手持ちのアンプに接続する際は、アンプの取扱説明書
取扱説明書をお読み
いただきご確認ください。
・ 適度の湿度、直射日光、強い衝撃などを避け
け、快適な環境に設置
していただくようお願いします。
・ ほこりがついた時は、強くこすらず乾いた柔らかい
らかい布でさっと落として
ください。
・ ダクト(穴)などのほこりは、絵筆のようなもので軽
軽く払い落としていただ
くことをおすすめします。
・ 十分な音の広がりをお楽しみいただけるように
けるように、スピーカーの両側は
出来る限りの空間を確保して設置してください
してください。

エムズシステム・サポートセンター
取扱い方法、製品についての
についての修理・サービスのご相談をお受けいたしております
けいたしております。
営業時間：： ＡＭ １０：００ ～ ＰＭ ６：００ （定休日： 水曜）

Ｅ-ｍａｉｌ
ｍａｉｌ
TEL
FAX(フリーダヤル
フリーダヤル)
ホームページ
「故障かな？」と思った
ったら

：
：
：
：
：

ｓｕｐｐｏｒｔ＠ｍｓｓｙｓｔｅｍ．ｃｏ．ｊｐ
03-5542-7432
0120-357-767
http://mssystem.co.jp
http://mssystem.co.jp/about_repair.html

