
SL-D502
取扱説明書

アンプ内蔵サブウーファー

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書
とともに大切に保管してください。
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付属品の確認
• RCA ピンコード 3m (1)
• 電源コード (1)
• コルクスペーサー (4)
• グリルネット (1)
 取扱説明書 ( 本書 )
 保証書 (1)

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用の前に必
ずお読みください。

●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよ
くお読みのうえ、正しくご使用ください。

●お読みになった後は、本書をいつでも見ら
れる所に保管してください。

この安全上のご注意、取扱説明書および製品
への表示は、製品を安全に正しくお使いいた
だき、あなたや他の人々への危害や財産への
損害を未然に防止するため、絵表示をしてい
ます。その表示と意味は次のようになってい
ます。

誤った使い方をする
と、火災・感電などに
より死亡または重傷を
負う可能性が想定され
る内容です。

誤った使い方をする
と、けがをしたり周辺
の家財に損害を与える
可能性が想定される内
容です。

• 感電の危険を避けるために、カバーなどを
取り外さないでください。修理を行う場合
は、資格のあるサービス技術者に修理を依
頼してください。また、通風孔やダクトな
どから金属や燃えやすいもの、その他異物
を挿入しないでください。火災・感電の原
因となります。

• 本機は防水仕様ではありません。火災や感
電の危険を避けるために、本機の内部に水
が入ったり、濡れないようにご注意くださ
い。本機の近くに液体が入った容器 ( 花瓶
など ) を置いたり、雨や湿気にさらさない
でください。また、風呂場や屋外の水辺な
どでは使用しないでください。

• 本機の上に火がついたロウソクなどの裸火
を置かないで下さい。火災の原因になりま
す。

• 本機の使用環境温度範囲は 5 ℃ ～ 35 ℃ 、
使用環境湿度は 85 ％以下 ( 通風孔が妨げ
られていないこと ) です。風通しの悪いと
ころや湿度が高すぎる場所、直射日光の当
たる場所に設置しないでください。
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• 小さな部品はお子様や幼児の手の届かない場
所に保管してください。誤って飲み込んだ場
合は、ただちに医師にご連絡ください。

• 電源ケーブルはプラグを持ってコンセント
に抜き差ししてください。ケーブルを持っ
て抜き差しすると断線などの危険性が生じ
ます。また、濡れた状態で電源ケーブルに
触れないでください。感電の原因になりま
す。本機や家具などを電源ケーブルの上に
置いたり挟んだりしないでください。電源
ケーブルが傷ついた場合、火災や感電の原
因となります。損傷した場合は修理を依頼
してください。電源プラグの差し込みが不
完全のまま使用すると、感電、発熱による
火災の原因となります。プラグが簡単に抜
けてしまうようなコンセントは使用しない
でください。

• 電源プラグにほこりなどがたまっている
と、火災の原因となります。定期的に電源
プラグを抜いて、乾いた布でほこりを取り
除いてください。

• 次のような異常状態のまま使用すると、火
災・感電の原因となります。すぐに電源プ
ラグをコンセントから抜いて販売店に修
理・点検を依頼してください。

煙が出ている、変なにおいや音がする。/
本機を落としてしまった。/ 本機内部に水

や金属が入ってしまった。
また、万一内部に水や異物が入ったとき
や、本機を落としたりカバーが破損した場
合は、電源スイッチを切り、電源プラグを
コンセントから抜いて販売店に修理・点検
を依頼してください。

• 長期間音がひずんだ状態で使用しないでく
ださい。アンプなどの電気回路が発熱し、
火災の原因となることがあります。また、
長期間大きな音で使用しないでください。
聴力が大きく損なわれる恐れがあります。
音量は少しずつ上げてご使用ください。は
じめから音量を上げすぎると、突然大きな
音が出て耳を傷めることがあります。

• 本機は家庭用として設計されています。業
務用途でのご使用は故障の原因となります
ので絶対にお止めください。

• 強度の足りないぐらついた台や振動する場
所に置いたり、本機に乗ったりぶら下がっ
たりしないでください。本機が落下したり
倒れたりして、けがの原因となることがあ
ります。また、本機を調理台や加湿器のそ
ばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場
所に置かないでください。火災・感電の原
因となることがあります。

• 本機を設置する際は、放熱をよくするため
に、他の機器との間は少し離して設置して
ください。ラックなどに入れるときは、換
気が十分であることを確認のうえ、本機の
天面と側面には 20 cm、背面から 10 cm
以上のすきまを空けてください。また、本
機の上の棚や背面のボードからは 10 cm
以上離して設置し、暖かい空気が逃げるた
めの煙突のようなすきまをつくってくださ
い。すきまがないと、内部に熱がこもり、
火災の原因となることがあります。また、
通風孔が設けられている場合は、布などを
かけたり、横倒しなどしないでください。
通風孔がふさがれて、火災の原因となるこ
とがあります。

• 本機の上に重いものや外側にはみ出るよう
な大きいものを置かないでください。落下
したり放熱や通風が妨げられて火災や故障
の原因となることがあります。

• 配線ケーブルに気をつけてください。配線
された位置によっては、つまずいたり引っ
かけたりして、落下や転倒など事故の原因
となることがあります。

• 製品の仕様によっては、電源スイッチなど
を操作することで表示部がすべて消えた状
態となり、電源プラグをコンセントから抜
いた状態と変わらなく見える場合がありま
すが、電源の供給は停止していません。製
品を電源から完全に遮断するためには、電
源プラグをコンセントから抜く必要があり
ます。製品はコンセントの近くで、電源プ
ラグに容易に手が届くように設置してくだ
さい。電源プラグを長期間差したままにす
ると、火災の原因となることがあります。
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• 本機の電源ケーブルはこの機器のみで使用
することを目的とした専用部品です。他の
電気製品ではご使用になれません。他の電
気製品で使用した場合、発熱により火災・
感電の原因となることがあります。また電
源ケーブルは本製品に付属のもの以外は使
用しないで下さい。他の電源ケーブルを使
用した場合、この機器の本来の性能が出な
いことや、電流容量不足による発熱から火
災・感電の原因となることがあります。

• 本機を使用できるのは日本国内のみです。
表示された電源電圧以外で使用すると、火
災・感電の原因となります。

• 雷が鳴り出したら本機、接続機器、電源プ
ラグ、アンテナ、接続ケーブルなどに触れ
ないでください。感電の原因となります。

• 本機通風孔付近は放熱のため高温になるこ
とがあります。電源が入っているときや、
電源を切ったあとしばらくは通風孔付近に
ご注意ください。

• 移動時は電源プラグや接続ケーブルをはず
してください。また、本機の上に他の機器
を乗せたまま移動しないでください。落下
や転倒してけがの原因になります。

• グリルネットやスピーカーユニット部に手
をかけたまま移動させないでください。

使用上のご注意

• 本機は通常の音楽再生では問題ありません
が、次のような特殊な信号が加えられます
と、過大電流による焼損断線事故の恐れが
ありますのでご注意ください。
1. FM チューナーが正しく受信していない

ときのノイズ
2. カセットテープデッキを早送りしたと

きの音
3. 発振器や電子楽器等の高い周波数成分

の音
4. アンプが発振しているとき
5. オーディオチェック用 CD などの特殊な

信号音
6. ピンコードなど、接続端子の抜き差し

時のショック音
7. マイク使用時のハウリング

• スピーカーには強力な磁石を採用していま
すのでドライバー等の金属を近づけないで
ください。振動板が破損する原因となりま
す。

• 濡れた手でスピーカーに触れないでくださ
い。

• ダクトの中に手や異物を入れないでくださ
い。特に小さなお子様のいるご家庭ではご
注意ください。

• グリルネットにほこりがついたときは、掃
除機で吸い取るかブラシをかけてほこりを
取り除いてください。

• アンプのトーンコントロールやグラフィッ
クイコライザー等で低域を極端にブースト
（増強）したり、低域が異常に強調された
特殊なソースを再生した場合、本来の信号
以外に異常な音が発生する場合がありま
す。これはスピーカーユニットの限界を超
え、忠実な再生ができなくなったときに発
生する異常音で、故障ではありません。し
かし、このような状態でご使用になると、
スピーカーユニット破損の原因となります
ので音量を下げてご使用ください。

• 音のエチケット : 楽しい映画や音楽も、時
間と場所によっては気になるものです。隣
近所への配慮を充分にしましょう。お互い
に心を配り、快い生活環境を守りましょ
う。

• 機器内部の点検について： お客様のご使用
状況によって、定期的に機器内部の掃除を
お勧めします。本機の内部にほこりがた
まったまま使用していると火災や故障の原
因となることがあります。特に湿気の多く
なる梅雨期の前に行うと、より効果的で
す。内部清掃については、販売店にご相談
ください。
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設置について
サブウーファーは設置場所と視聴位置によって効
果が大きく異なります。設置場所は実際に音を聴
いて決めていただくことをお勧めします。一般的
には部屋の隅、または部屋の 1/3 の場所に設置す

るのが最も効果的です。また、壁から離して設置
するよりも、壁や隅に近づけた方が、音圧が高く
なります。下図は一般的な設置例です。

試聴によるサブウーファーの設置方法 ：
一旦設置したい場所に本機を配置し、映画や音楽の質
の良い低音がよく聞こえる部分をリピート再生しなが
ら、本機を設置する壁伝いに歩いて試聴してみてくだ
さい。低音のよく響く所とそうでない所がわかった
ら、低音の響くところに本機を設置してください。視
聴位置も同じ方法で決めることができます。視聴した
い位置の周辺で低音のよく響く所を探してください。

サブウーファーの増設について ：
サブウーファーが 1 台のときは、低音のよく響く所と

そうでない所の差が極端に表れます。サブウーファー
を 2 台設置すると、部屋の空気を駆動するポイントが

2 点になるので、その差を少なくすることができま

す。また、得られる最大音圧も 2 倍になりますので、

サブウーファーを増設することは大変効果的です。

サブウーファーの特長と定在波について：
サブウーファーの超低域音は波長が長いので、
人間の耳で音のする方向を判別することは難し
いと言われています。従ってサブウーファーは
視聴位置の正面に配置する必要はありません。

音は一定の速度で空気を伝わりますが、壁で囲ま
れた部屋の中では反射波が生まれ、入力波と干渉
しあうことで、音のよく響く所とそうでない所が
はっきり表れる現象が起きます。これを“定在波”
といいます。一般的に視聴に最も影響を及ぼす定
在波となるのは、部屋の縦横の長さを半波長とす
る周波数とその倍の周波数と言われています。半
波長の周波数の場合、壁では音圧が最大 ( 腹：音

のよく響く所 ) となり、部屋の中央では音圧がゼ

ロ（節：音のほとんど聴こえない所）となります。

部屋の縦横をそれぞれに 4 分割する線をイメージ

してください。この碁盤の目の線にあたるところ
がそれらの周波数の定在波による“音のほとんど
聴こえない所”となりますので、視聴位置はこの
線上を避けるのが効果的です。また、さまざまな
試聴実験により、サブウーファーの位置も定在波
の節にあたる位置を避けたほうが良いことがわ
かっています。このため、部屋の隅または 1/3 の

場所に設置することをお勧めします。
• 部屋の大きさとそれを半波長とする周波数

　六畳の長辺 ： 約 45Hz 
　十畳の長辺 ： 約 35Hz 
二十畳の長辺 ： 約 20Hz

設置上のご注意

• 本機を、天井に吊り下げたり壁に掛けたりしないで
ください。落ちてけがの原因となることがあります。

• 直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くには
設置しないでください。キャビネットや内部部
品が変形、変色したり、本機が故障する原因と
なります。 また、湿気やほこりの多い場所には
設置しないでください。内部に熱がこもり、性
能不良または故障の原因になります。 ( 本機を
調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいは
ほこりの多い場所に置かないでください。)

• 設置場所は床面のしっかりした場所を選んで
設置してください。毛足の長いじゅうたんの
上などに設置すると、じゅうたんが振動板に
触れて、異音を発生することがあります。

• チューナーのアンテナケーブルから離して設置し
てください。近くに置いた場合に雑音が出ること
があります。このようなときはアンテナやアンテ
ナケーブルから本機を離してご使用になるか、や
むを得ない場合は本機の電源を切ってください。

お手入れについて :
• 通常は、柔らかい布で乾拭きしてください。
• 汚れがひどい場合は水で 5 ～ 6 倍に薄めた中性洗剤

に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取
り、その後乾いた布で拭いてください。 家具用ワッ
クスやクリーナーなどは使用しないでください。

• アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫
剤などが付着すると印刷、塗装などがは
げることがありますのでご注意ください。
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各部の名称と使いかた

前面パネル

後面パネル

1. パワーインジケーター : 電源を ON にすると

青色に点灯します。
2. AUTO STANDBY スイッチ : 入力信号がない

状態で約 30 分間が経過すると、電源が自動

的にスタンバイ状態になるオートスタンバ
イ機能を ON または OFF にします ( 初期値

は ON)。ON に設定している場合は、スタン

バイ後に入力信号が入ると自動的に電源が
ON になります。

• オートスタンバイ機能が働くとパワーイ
ンジケーターが赤色に点灯します。

• 使用する環境によって、周辺機器からの
ノイズなどの影響を受けてオートスタン
バイ機能が働き、電源が ON になってし

まうことがあります。そのようなときは
AUTO STANDBY スイッチを OFF にし

て、^ STANDBY/ON ボタンで電源を

ON/OFF してください。

3. BYPASS スイッチ：本機に内蔵している高

域をカットする フィルターの ON/OFF を切

り換えるスイッチです。
OFF（初期値）：ハイカットフィルターが働

きます。
ON ：ハイカットフィルターは働

きません。
AV アンプなどのサブウー

ファー信号をそのまま忠実
に再生します。

• BYPASS スイッチの ON/OFF 切り換え

は、電源 OFF 時またはスタンバイ状態の

ときに行ってください。

4. PHASE スイッチ : スイッチを 180 にする

と入力信号に対し出力の位相を逆にします。

スイッチを 0 にすると同位相になります。

• 通常は 0 で使用しますが、サブウー

ファーと左右スピーカーの音のつながり
が不自然に聞こえる場合は切り換えてみ
て、自然に聞こえる方に設定してくださ
い。

• 2 台以上のパワードサブウーファーを接

続する場合、すべてのサブウーファーの
PHASE スイッチを同じ位置にそろえて

使用してください。
5. CROSSOVER つまみ : サブウーファーが再

生する上限周波数を設定するつまみです。
組み合わせるスピーカーに応じて上限周波
数を設定してください。(50Hz ～ 200Hz)
• BYPASS スイッチを ON に設定している

場合は、CROSSOVER は調節できません。

1

AUTO
STANDBY

BYPASS

PHASE

CROSSOVER

VOLUME

ON

OFF

ON

OFF

180°

200Hz

50Hz

MAX

MIN

STANDBY/ON

0°

SPEAKER INPUT

SPEAKER OUTPUT

LINE IN

LINE OUT

R+ +- - L

R+ +- - L

°

2

3

4

5

6

7

8

9

blbm

bk



7
Ja

6.  VOLUME つまみ : 本機の音量を設定します。

• 最小 (MIN) 位置からゆっくりと回してく

ださい。
7. ^ STANDBY/ON ボタン

8. LINE IN 端子 : SUBWOOFER PREOUT 端子

付のアンプと、付属の RCA ピンコードで接

続します。
9.  LINE OUT 端子：サブウーファーを増設す

るときに使用する端子です。増設するサブ
ウーファーの LINE IN 端子と接続します。

10. SPEAKER INPUT 端子：接続する AV アンプ

などに SUBWOOFER PREOUT 端子がない

場合、AV アンプなどのスピーカー出力端子

と接続します。
11. SPEAKER OUTPUT 端子：お手持ちの左右

スピーカーと接続する端子です。SPEAKER 
INPUT 端子に入力された信号が出力されま

す。
12. AC インレット 端子 : 付属の電源コードを接

続します。

付属のコルクスペーサーの貼りかた

より良い音でお楽しみいただくために、付属の
コルクスペーサーのご使用をお勧めします。
コルクスペーサーを使用することですべりにく
く安定して設置することができます。
本機底面の四隅にコルクスペーサーを貼り付け
て使用してください。

付属のグリルネットの取り付けかた

付属のグリルネットを取り付けることができま
す。グリルネットの付け外しは、次のように
行ってください。

1. グリルネット裏面の切り欠き部分を下にし
て、上側にある取り付けピンを本体のグリ
ルネット取り付けホルダーに合わせて押し
込んでください。同じように下側の取り付
けピンもホルダーに合わせて押し込んでく
ださい。

2. 取り外すときはグリルネットを両手で持ち
下側から手前に引っ張り外します。

取り付け 取り外し
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接続のしかた
機器の接続や変更を行う場合は、必ず本機とア
ンプ両方の電源を切り、電源コードをコンセン
トから抜いてください。

一般的な接続

SUBWOOFER PREOUT 端子のあるアンプな

どと組み合わせる場合は、必ず SUBWOOFER 
PREOUT 端子から、付属の RCA ピンコードで

本機の LINE IN 端子に接続してください。

• 詳しい接続方法はお手持ちの機器の取扱説
明書もあわせてご覧ください。

• この方法で接続する場合は、AV アンプなど
の信号を忠実に再生するため、本機の
BYPASS スイッチを「ON」でご使用になる
ことをお勧めします。

ご注意：
• LINE IN 端子と SPEAKER INPUT 端子は同

時に接続しないでください。本機が故障す
るおそれがあります。

ER INPUT

R OUTPUT

LINE IN

LINE OUT

+- L

+- L

アンプ

RCA ピンコード

本機をもう一台増設する場合

本機をもう一台増設する場合は、本機の
LINE OUT 端子と増設する本機の LINE IN
端子を、RCA ピンコード（別売）で接続

してください。
• 次ページの「スピーカー端子からの接

続」をしたときは、この接続では増設
できません。詳しくは、次ページをご
覧ください。

• 本機をもう一台増設した場合は、すべ
ての PHASE スイッチを同じ位置にそろ
えて使用してください。

R OUTPUT

LINE IN

LINE OUT

+- L

+- L

R OUTPUT

LINE IN

LINE OUT

+- L

+- L

RCA ピンコード

（別売）

アンプ

（増設）
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スピーカー端子からの接続

SUBWOOFER PREOUT 端子のないアンプな

どとは次のように接続してください。

①スピーカーコードの被覆を 10mm カットし、

しん線の先端をしっかりよじります。

②スピーカーコードを使用して、本機の
SPEAKER INPUT 端子とアンプの

SPEAKER OUTPUT 端子を接続します。

③お手持ちの左右のスピーカーは、本機の
SPEAKER OUTPUT 端子に接続します。

• また、SPEAKER OUTPUT 端子には必ずお
手持ちの左右スピーカーを接続してくださ
い。SPEAKER INPUT 端子から信号が入力
されている状態で SPEAKER OUTPUT 端子
に何も接続されていない場合、本機から大
音量のノイズが出力されます。
サブウーファーを増設する際は、増設した
サブウーファーの SPEAKER OUTPUT 端子
にお手持ちの左右スピーカーを接続してく
ださい。

• この方法で接続する場合は、AV アンプなど
からの信号は高域がカットされておらず故
障の原因となるため、必ず本機の BYPASS 
スイッチを「OFF」にしてご使用ください。

ご注意：
• LINE IN 端子と SPEAKER INPUT 端子は同

時に接続しないでください。本機が故障す
るおそれがあります。

• 本機の SPEAKER INPUT 端子に接続する場
合は、30Vrms を超える信号を入力すると故
障するおそれがあります。

• スピーカーコードの＋ / －、L（左）R（右）
を間違えないように確実に接続してください。
＋ / －を間違えると低音感が損なわれます。

• 本機の SPEAKER OUTPUT 端子にスピー
カーを接続する場合は、本機の SPEAKER 
INPUT 端子に接続するアンプの表示より低
いインピーダンスのスピーカーをつなぐと
故障の原因となります。

• スピーカーコードの
接続は、しん線部が
隣の端子や金属部に
触れていないかよく
確認してください。
接触したまま動作さ
せるとアンプの故障
の原因となります。

10mm

SPEAKER INPUT

SPEAKER OUTPUT

R+ +- - L

R+ +- - L

R+ - L- +

アンプ

スピーカー端子

本機をもう一台増設する場合

この接続で本機をもう一台増設する場合
は、本機の SPEAKER OUTPUT 端子と増

設するサブウーファーの SPEAKER 
INPUT 端子を接続してください。お手持

ちの左右スピーカーは、増設したサブウー
ファーの SPEAKER OUTPUT 端子に接続

してください。
• 本機をもう一台増設した場合は、すべ

ての PHASE スイッチを同じ位置にそろ
えて使用してください。
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使いかた
「各部の名称と使いかた」もあわせてご覧くだ
さい。
1. ^ STANDBY/ON ボタンを押します。

• アンプの電源を ON にしてから本機を

ON にしてください。電源を切るときは、

本機の電源を OFF にしてから、アンプの

電源を OFF にしてください。

2. アンプの音量を調整します。
3. VOLUME つまみで本機の音量を調整しま

す。
• 必要に応じて CROSSOVER つまみ、

PHASE スイッチを操作し、さらに

VOLUME つまみで調整してください。

4. 使用後は ^ STANDBY/ON ボタンを押して

OFF にします。

• パワーインジケーターが消灯します。

仕様
形式 アンプ内蔵 バスレフ型

再生周波数範囲 BYPASS ON：30Hz ～
1.7kHz
BYPASS OFF：30Hz ～
360Hz

ハイカットフィルター 50Hz ～ 200Hz（可変）

実用最大出力 130W（4Ω・JEITA）
入カインピーダンス スピー力ー入力：47kΩ

ライン入カ：18kΩ
入力感度 スピー力ー（L/R）入

力：1.7V
ライン入カ：100mV

使用スピー力一 20cmA-OMF モノコック

コーン型
入力端子 ライン入力端子、

プッシュ式スピーカー
レベル入力端子

出力端子 ライン出力端子、
プッシュ式スピーカー
レベル出力端子

電源 AC100V（50/60Hz）
消費電力 50W
外形寸法（W × H × D） 255 × 423 × 465mm

（グリルネット、ターミ
ナル突起部含む）

質量 13.7kg
その他 防磁対応（JEITA）

BYPASS 切換スイッチ

（ON/OFF）

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変
更することがあります。
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故障かな？と思ったら
意外な操作ミスが故障と思われています。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の
機器および同時に使用している電気器具もあわせてお調べください。 それでも正常に動作しないと

きは販売店にお問い合わせください。

症状 原因 処置

1 電源が入らない。 • 電源コードが正しく接続さ
れていない。

• プラグを正しく接続してく
ださい。

2 音が出ない。
( インジケーターは青色に

点灯する。) 

• RCA ピンコードの接続が
正しくない、または外れて
いる。

• VOLUME つまみが MIN 位
置になっている。

• 接続を確認し、正しく接続
してください。

• VOLUME つまみをゆっくり
右に回してください。

3 音が歪む。 • 音量が大きすぎる。

• 入力レベルが大きすぎる。

• VOLUME つまみを左に回
し、音量を下げてください。

• アンプの出力レベルを下げ
てください。

4 発振 ( 大きな音が連続的に

出る ) する。

• アンプに電源が供給されて
いない。

• 本機の音量が大きすぎる。

• アンプを接続して電源を供
給してください。

• 本機をスピーカーから十分
に離して置いてください。 
VOLUME つまみを左に回
し、音量を下げてください。

5 チューナーを聞いたときに
雑音が多い。

• AM ループアンテナや FM 
の室内アンテナが本機の近
くにある。

• アンテナと本機の距離を離
してください。

6 音が途切れる。 • オートスタンバイ機能が
ON になっている。

• オートスタンバイ機能を
OFF にしてください。



■ 販売店の「長期保証」制度にご加入の場合は
保証の手続き上、お買い上げになった販売店様での受付けが必要となります。長期保証期間内の製品
は、店頭への修理品持込みをお願いいたします。

■ お電話による故障判定と、修理受付け
• 意外な操作ミスが故障と思われています。お問い合わせの前に取扱説明書をもう一度お調べくださ

い。また弊社ホームページサポート情報にもトラブル解決の FAQ を掲載していますので、ご参照く
ださい。

•  製品操作のご案内、付属パーツのご要望、その他ご不明な点についても受付けております。
• スムーズな対応のため、お問い合わせの前に次の情報をお調べください。

製品の型番 / 接続している他機器 / できるだけ詳しい不具合状況 / ご購入店名 / ご購入年月日

■ メールによる修理お申込み
https://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm からお申込みいただけます。

■ お近くの修理拠点へ持込みをご希望の場合は
次の URL に全国の修理拠点の案内がございます。
https://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm

■ 保証書について
保証書の記載事項をご確認ください。また、所定事項をご記入いただき大切に保管してください。保証
期間内に万一、故障や異常が生じたときは、保証書をご用意のうえ、相談窓口にご相談ください。

■ 保証期間終了後の修理について
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後、最大 8 年間保有しています。保有期間経過後でも故障箇所

によっては修理可能な場合がありますので、ご相談ください。
電話番号、受付時間などは変更になることがございます。

■ オンラインユーザー登録
ユーザーの皆様により快適な製品サービスを提供するために、オンラインユーザー登録を行っています。
https://www.jp.onkyo.com/support/
• Ｅ メールによる製品サポート情報や製品関連情報のお届け、ONKYO DIRECT オンラインショップ

からの情報メールのご案内などのサービスをご利用いただくことができます。( ご登録いただいたお
客様情報は、弊社のサービス以外の目的で使用されることはありません )

ご相談窓口 ・修理窓口のご案内

オンキヨーオーディオコールセンター
050-3161-9555
( 受付時間：10:00 ～ 18:00 土・日・祝日および弊社で定める休業日を除きます )

H1906-0SN 29403733

* 2 9 4 0 3 7 3 3 *

〒130-0015　東京都墨田区横網一丁目10番5号
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