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使用方法

以下のページの説明に従ってスピー
カーを設置してから、システムの電
源プラグを電源コンセントに差し
込みます。

スピーカーの保護
スピーカーには、加熱や焼損を防ぐ、
サーマルプロテクションが付いてい
ます。異常が発生したり、スピーカー
ユニットが過熱され始めると、シス
テムによってスピーカーは自動的に
スタンバイ状態に切り替えられます。

スピーカーをリセットするには:
> スピーカーの電源プラグを電源 
コンセントから外します。
> 過熱したシステムを冷まします 

(3–5 分)。
> スピーカーの電源プラグを電源コ
ンセントに差し込みます。

上記の手順を行っても問題が解決 
しない場合は、Bang & O luf sen  
販売店にご連絡ください。

スピーカーのお手入れ
スピーカー表面の汚れは、柔らかい
布で乾拭きしてください。油汚れや
汚れが取れない場合は、台所用の
中性洗剤などを数滴入れたぬるま
湯に、柔らかい布を浸して、しっかり
絞ってから拭き取ってください。

スピーカーのフロントグリルのほこ
りや塵は、掃除機に柔らかいブラシ
ノズルを付けて、吸引力を最低にし
て吸い取ってください。

スピーカーのお手入れには、アルコー
ルやその他の溶剤は絶対に使用 
しないでください！

電源の入切
Bang & Olufsen システム製品の 
電源を入れると、スピーカーの電源
が同時に入ります。システムの電源
を切ると、スピーカーの電源も切れ
ます。

ご注意！大音量で長時間聴くのは避
けてください。聴覚障害の原因とな
ります。 
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スピーカーの設置

以下の手順に従ってください
– Bang & Olufsen システム製品の
電源プラグを電源コンセントから
外します。

– このページの説明に従って、スピ
ーカーを設置します。

– 付属のアクセサリーを使用して、
スピーカーを BeoVision スタンド
に取り付けます。壁掛けブラケッ
トを使用する場合は、次ページの
説明をご覧ください。

–  「ケーブル接続」(6–7 ページ参照) 
の説明に従って、スピーカーを接
続します。

– スピーカーの POSITION スイッチ
を正しく設定します。この設定に
ついては、「スピーカーを室内に
適応させる」(8–9 ページ参照) に
説明があります。

– システムの電源プラグを電源コン
セントに差し込みます。

注意
– スピーカーの設置および接続は、
必ず本書の説明に従ってください。

– スピーカーには付属のブラケット
を使用して、Bang & Olufsen 製の
スタンドまたは壁掛けブラケット
に取り付けてください。

– スピーカーは分解しないでくださ
い。スピーカー内の点検や修理は、
サービス技術者にお問い合わせく
ださい！

– スピーカーは、必ず湿気を避け 
た室内環境で、室温 10 – 40ºC 
( 50 –105º F )  の範囲内で使用 
してください。

– 後部バスリフレックスポートおよ
び下部バスユニットからの音漏れ
を防ぐために、スピーカーの背 
後および床との間に 6  センチ 
(2½ インチ)以上のスペースを空 
けてください。

– スピーカーは、必ず水平に配置 
してください。

– スピーカーの上に物を置かないで 
ください。

スピーカーのフロントグリルを取り
付けるには
フロントグリルを上下さかさまに 
取り付けないでください (後部の 
マーク  で確認してください)。
> グリルは、スピーカーの正面に 
取り付けます。10 ミリ (½ インチ) 

ほど左にずらして取り付けてくだ
さい。
> グリルを押しながら右にずらしま
す (5 つの「取り付け点」をスピー
カーのそれぞれのブラケットにか
み合わせてください)。
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このページには、スピーカーを 
BeoVision 7* スタンドまたは壁掛
けブラケットに取り付ける方法 
を示しています。スピーカーを 
Bang & Olufsen 製の別システムに
使用する場合、システムに付属の 
ガイドを参照してください。

a スタンドのカバーを外します (壁
掛けブラケットにはカバーは付い
ていません)。カバーは、図のよう
に押して外します。

b ブラケットをスタンドまたは壁掛
けブラケットに取り付けます。 
付属の長いネジ 2 本を使用しま
す (M5 × 25 ミリ)。

c スピーカーをブラケットに取り付
けます。付属の短いネジ 2 本を使
用します (M5 × 8 ミリ)。なお、以
下の (d ) に示す調整を行うまで、
ネジは完全に締め付けないでくだ
さい。

調整：先ず、テレビの位置がスタン
ドまたは壁掛けブラケットと水平に
なっていることを確認します。次に、
2 本のネジ (d) を使用して、スピーカ
ーとテレビの底面が平行になるよう
に調整します。スピーカーの正面と
テレビを位置合わせして、2 本のネ
ジ (c) で締め付けます。

*ご注意！地域によっては、BeoVision 7 
および付属アクセサリーをご利用 
いただけない場合がございますので、
ご了承ください。 
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ケーブル接続

このスピーカーは、BeoVision 7* 
用にデザイン設計されています。一
方、Bang & Olufsen 製のその他
のシステムにも使用できます。

BeoVision 7 以外のシステムに 
使用する場合は、電源コードおよ
び Power Link ケーブルが必要で
す。必要なケーブル類は、オプショ
ンのアクセサリーですので、
Bang & Olufsen 販売店でご購入く
ださい。

電源コンセントへの接続
スピーカーには、電源コネクタが
2 個付いています。

　~ のマークが付いた電源コネクタ
には、電源コードを接続します 
(電源コンセント接続用)。もう片方
のコネクタには、テレビの電源プラ
グを接続します。

注意：電源コンセントに差し込む電
源コードは、次ページに示すように、
スピーカーのケーブルクランプに固
定してください。

POSITION スイッチ
このスイッチには、2 種類の設定が
あります：F (フリースタンディング) 
および W (壁掛け)。

この設定については、「スピーカーを
室内に適応させる」( 8 –9�ページ 
参照) に説明があります。

POWER LINK 端子
この端子は、スピーカーを  
Bang & Olufsen システムの
Power Link 端子に接続するのに
使用します。次ページを参照してく
ださい。

端子は、スピーカーの背面にあります。

*ご注意！地域によっては、BeoVision 7 
および付属アクセサリーをご利用 
いただけない場合がございますので、
ご了承ください。

電源コードを 
テレビに接続 

POSITION スイッチ ケーブルクランプ

 POWER LINK 端子
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Power Link
Mk 3

BeoVision 7 には、2 本の電源コード
と Power Link ケーブルが付属されて
います。

ケーブルクランプ：安全上の理由 
により、スピーカーの電源プラグはし
っかりと差し込んでください。必ず 
電源コードをケーブルクランプの 
裏側に引き込んで固定してください。

Power Link ケーブル：旧タイプの 
ケーブルは使用しないでください。 
ノイズの原因となり、最適な音質を
確保できません！新タイプのケーブ
ルは、プラグ部分に三角の印が付い
ています。

BeoVision 7 への接続...
スピーカーは、BeoVision 7 背面の
左側にある Power Link 端子のひと
つに接続します。

BeoVision 7 背面の端子の詳細につ
いては、製品に付属のガイドを参照
してください。

Bang & Olufsen 製の別システム
への接続…
スピーカーと Bang & Olufsen システ
ムの接続に Power Link 端子を使用
する際は、Power Link ケーブルのタ
イプが適切であることを確かめてく
ださい。

詳細については、システムに付属の
ガイドを参照してください。
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スピーカーを室内に適応させる

スピーカーを部屋のコーナーまた
は壁に近づけて置くと、スタンドに
取り付けたり壁に掛ける場合に比
べて、低音レベルが増幅されます。

POSITION スイッチを使用すると、
低音が過剰にならず、スピーカーの
置き場所に適したレベルに調節さ
れます。スイッチの設定は、スピー
カーと壁または部屋のコーナー間
との距離によって異なります。

POSITION スイッチ 
POSITION スイッチには、F および 
W の 2 種類の設定があります。

• F (フリースタンド)

スピーカーのフロントグリルが背後
の壁から 50  センチ (20 インチ) 以
上離れている場合、この設定を選び
ます。例えば、スピーカーをフロアス
タンド、電動式テーブルスタンド、テ
ーブルスタンドに取り付けている場
合、F に設定します。

• W (壁掛け)

スピーカーのフロントグリルと背後
の壁の距離が 50 センチ (20 インチ) 

以内の場合、W に設定します。

スピーカーに壁掛けブラケットを使
用している場合、またスタンドに取
り付けている場合でも、背後の壁に
接近している場合は、この設定を選
びます。

POSITION スイッチは、スピーカーの
背面にあります。

スピーカーとの距離の測り方… スピ
ーカーと壁の距離を測る際は、この
図を参考にしてください。スピーカ
ーを上から見た図です。
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設置例
左に示す3つの例は、いずれもス 
ピーカーが背後の壁から 50 センチ 
(20 インチ) 以上離れている場合を
示しています。この場合、POSITION 
スイッチは、F に設定します。

右に示す 4 つの例は、いずれもスピ
ーカーと背後の壁の距離が 50 センチ 
(20 インチ) 以内の場合を示してい
ます。この場合、POSITION スイッチ
は、W に設定します。

スピーカーを電動式テーブルスタン
ドまたはテーブルスタンドに取り付
け て 床 に 置 い て い る 場 合 、
POSITION スイッチは W に設定 
します。

ご注意！地域によっては、例示して
いる BeoVision 7 および付属アクセ
サリーをご利用いただけない場合が
ございますので、ご了承ください。 
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本装置は、EEU 規定 89/336 
および 73/23 に適合して

います。

承認ラベルを見るには、スピーカー
のフロントグリルを外します。
> フロントグリルの両端を親指で少
し内側に押します。
> フロントグリルを押しながら、左
側にずらします (~ 10 ミリ)。これ
でフロントグリルを取り外せます。

注意：フロントグリルを取り付けて
元に戻す際は、5 つの「取り付け点」
をスピーカーのそれぞれのブラケッ
トにかみ合わせてください。フロント
グリルを上下さかさまに取り付けな
いでください (後部のマーク  
で確認してください)。

技術仕様、機能、使用方法は、事前
の予告なく変更する場合がございま
すので、あらかじめご了承ください。
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