
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ございます。
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。

●スピーカー本体 
●ACアダプタ
●ミニUSB2.0/1.1ケーブル
●リモコン
●iPod用アダプタ
●取扱説明書（本書）

1組
１個
１本
１個
4種
１部
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セ
ッ
ト
内
容

最初に
ご確認

  ください。

ご使用前にこのマニュアルをよ
くお読みください。また、お手元
に置き、いつでも確認できる様
にしておいてください。

取扱説明書 MM-SPIPBK・WH

ご使用になる前によくお読み下さい。 

iPodシリーズ専用

2.1chマルチメディアスピーカー

MM-SPIPBK
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1.はじめに

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

このたびは、iPodシリーズ専用2.1chマルチメディアスピーカー MM-SPIPBK/WH（以後、本製品と表記）
をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品はiPod用Dockコネクタを内蔵した2.1chマルチ
メディアスピーカーのワイヤレスリモコンセットモデルです。本マニュアルは本製品を正しくご使用していた
だくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。
なお、お読みになったあとも本書はお手元に置いてご使用ください。

※本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。
●本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
●本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連
絡ください。
●本書の内容については予告なしに変更することがございます。
●本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものと異なることがあります。

●スピーカーの防磁機能について●

＜お手入れについて＞

＜セットを移動するときには＞

＜落雷について＞

このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合
がありますが、 このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラ
などが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分～30分の時間をおいて、テレ
ビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消滋機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピ
ーカーをさらにテレビから離して使用してください。

＜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。

●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。

●スピーカーは、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から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。

●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り外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損するお
それがあります。

 ＜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にしてから行なってください。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。

＜内部を開けないでください＞

警告

＜内部に異物を落とさないでください＞

●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。　

●内部に燃えやすいものや、硬貨などの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
いた販売店又は当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。　

この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。

注意 この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

警告

●スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。
＜無理な力は加えない＞
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3.特長

4.仕様

●同梱のアダプタでiPod 5G、iPod nanoにも完全対応します。シンプルなiPodを美しく設置できます。
●大口径の3インチサブウーハーにより豊かな低音を再現し、迫力あるサウンドを楽しむことができる
2.1chスピーカーです。ステレオスピーカー部6W（3W＋3W）、サブウーハー部12Wの最大出力可能
なパワーアンプを搭載しています。
●従来のスピーカーによく使用されているフェライト磁石と比べ約10倍の磁力を持つネオジウム磁石を使
用したネオジウム・マイクロ・ドライバユニットを搭載しています。
　単位面積あたりの磁束密度が高いため小型化してもパワーが損なわれず歪みのない高品位な音を再現で
きます。
●赤外線ワイヤレスリモコンで基本的なiPodの制御と、スピーカーの電源・ボリュームコントロールが可能
です。ワイヤレスリモコンはiPod 5G、iPod nanoにも対応しています。
●音楽を聴きながらiPodの充電もできます。付属のアダプタを使用することでiPodをきっちりとホールド
できます。
●スピーカー本体にUSB2.0ポートを搭載しており、パソコンと接続すればUSB2.0の高速転送が可能です。
●スピーカーの電源がOFF（スタンバイ状態）でもiPodの充電が可能です。常に充電できるのでiPodスタ
ンドとしても最適です。
●iPod以外のMP3プレーヤーやCDプレーヤーなどを接続・再生できる、AUX外部入力端子を装備してい
ます。

〈スピーカー部〉
■実用最大出力

■周波数特性

■スピーカーサイズ

■スピーカー形式

■ロードインピーダンス

■入力端子

■S/N比

■電源

■サイズ

■重量

■対応機種

■付属品

18W（12W/サブウーハー、3W＋3W/サテライトスピーカー）

スピーカー/120Hz～18000Hz、サブウーハー/80Hz～300Hz

スピーカー（ネオジウム・マイクロ・ドライバユニット）/1.5インチ（直径38.1mm）、

サブウーハー/3インチ（直径76.2mm）

密閉型フルレンジスピーカーシステム（防磁設計）

スピーカー/8Ω、サブウーハー/6Ω

iPodシリーズ専用ドックコネクタ、AUX外部入力（3.5mmステレオミニジャック）

ミニUSBコネクタ（データシンク用）

45db以上

ACアダプタ（DC 11.5V 1.5A）

本体サイズ/W190×D220×H56mm

909g

iPod（第3世代～第5世代）、iPod nano、iPod mini、iPod Photo

ACアダプタ（DC11.5V/1.5A）、USB2.0ケーブル（1.2m）×1、リモコン、
リモコン用電池（CR2025）、iPod固定用アダプタ（A、B、C、D）、
取扱説明書（保証書）

〈リモコン部〉
■ワイヤレス方式

■サイズ

RFリモートコントロール

W33×D6×H87mm
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5.各部名称

〈スピーカー上面〉

サブウーハー

Dockコネクタ

スピーカー

電源ON/OFFボタン
■スピーカー本体の電源を
　ON/OFF（スタンバイ）します。 リモコン受信部

ボリュームコントロールボタン
■ボリュームをコントロールします。

入力切替ボタン
■ iPodからの音声入力と外部機器
　 からの入力を切り替えます。

イコライザボタン
■音質を3段階に調整できます。

スピーカー

〈スピーカー後面〉

〈リモコン〉

ミニUSB2.0/1.1コネクタ
■付属のUSB2.0ケーブルでパソコン
　と接続することができます。

DCIN
■ACアダプタを接続します。

AUX IN
■外部再生機器を接続します。

曲を再生・一時停止します。

曲を前に戻します。 曲を次へ進めます。

iPodからの音声入力と外部機器
からの入力を切り替えます。

スピーカー本体の電源を
ON/OFF（スタンバイ）します。
・OFF（スタンバイ）のときLEDはオレンジに点灯します。
・ONにするとLEDは入力切替ボタン側のLEDへ移動します。

・OFF（スタンバイ）のときLEDはオレンジに点灯します。
・ONにするとLEDは入力切替ボタン側のLEDへ移動します。

iPod本体の電源をON/OFFします。

スピーカーの音声をミュートします。

ボリュームをコントロールします。



7.アダプタ変換方法

〈アダプタ対応表〉

アダプタ取りはずしボタンを
押し、アダプタを取りはずし
ます。

ご利用になられるアダプタを
選び、矢印の方向から差し込ん
でください。

Dockコネクタに合わせ
iPodを装着します。

モデル 容量
対　応

カートリッジ

iPod第5世代（with video）

iPod nano

iPod第4世代（photo）
（with color display）

iPod第4世代 U2 Special Edition

iPod第4世代（with Click Wheel）

iPod第3世代
（with Dock Connector）

iPod mini第2世代

iPod mini第1世代

30GB/60GB

1GB/2GB/4GB

20GB

30GB/40GB/60GB

20GB

20GB

40GB

10GB/15GB/20GB

30GB/40GB

4GB/6GB

4GB/6GB

A

D

A

B

A

A

B

A

B

C

C

D

C

A

B
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6.接続例

パソコンへ

その他再生機器

電源コネクタへ

（　　　　　　　　　）データ通信をしない場合は接続
しなくても問題ありません。

DC INへAUX INへ ミニUSB2.0/1.1コネクタへ

（接続しなくても問題ありません。）
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保 証 書

※必要事項をご記入の上、大切に保管して下さい。

品 番

シリアルナンバー

販

売

店

お名前

ご住所

お

客

様

販売店名・住所・TEL

保証期間　6ヶ月　 　　　お買い上げ年月日　 　　 　年　 　　　月　 　　　日

〒

TEL

担当者名

キリトリ線

MM-SPIPBK・WH

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無償修理いたしますの
で、保証書を製品に添えて弊社までお送りください。

２）次のような場合は保証いたしかねます。また、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
　（１）保証書をご提示いただけない場合。
　（２）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。
　（３）お客様ご自身による改造または修理があると判断される場合。
　（４）故障の原因が取り扱い上の不注意によると判断される場合。
　（５）天変地異、並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。
　（６）輸送途中の事故による故障及び損傷。
３）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。
４）修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の料金及び諸掛かりはお客様のご負担となります。
５）保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社までお問い合わせください。
６）保証書は日本国内においてのみ有効です。

■サポート情報
■ドライバのダウンロード
■よくある質問（Q&A）
■各種対応表

最新の情報はインターネットで！!   http://www.sanwa.co.jp/

ご質問、ご不明な点などがございましたら、
ぜひ一度、弊社ウェブサイトをご覧ください。

など、最新情報を随時更新しています。

▼“サポート&ダウンロード”コーナーへ▼トップページから

保 証 規 定


