
SL-T300
アンプ内蔵サブウーファー

取扱説明書

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。

接続する............................................. 6

操作する............................................. 8

困ったときは ................................. 9
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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。
電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。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に、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

警告
接続、設置に関するご注意

「警告」と「注意」の見かた : 間違った使いかたをしたときに生じることが想定される危険度や
損害の程度によって、｢警告」と「注意」に区分して説明しています。

誤った使いかたをすると、
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。

誤った使いかたをすると、
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。

絵表示の見かた :

記号は「ご注意
ください」という
内容を表していま
す。

記号は「～して
はいけない」とい
う禁止の内容を表
しています。

記号は「必ずし
てください」とい
う強制内容を表し
ています。

警告 注意

故障したまま使用しない、異常が
起きたらすぐに電源プラグを抜く
0 煙が出ている、変なにおいや音

がする
0 本機を落としてしまった
0 本機内部に水や金属が入ってし

まった
こ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。

分解、改造しない
火災・感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は販売店
に依頼してください。

水蒸気や水のかかる所に置かない、
本機の上に液体の入った容器を置
かない
本機に水滴や液体が入った場合、
火災・感電の原因となります。
0 風呂場など湿度の高い場所では

使用しない
0 調理台や加湿器のそばには置か

ない
0 雨や雪などがかかるところで使

用しない
0 本機の上に花びん、コップ、化

粧品、ろうそくなどを置かない
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警告
電源コード・電源プラグに関するご注意 使用上のご注意

注意
接続、設置に関するご注意 電源コード・電源プラグに関するご注意

電源コードを傷つけない
0 電源コードの上に重い物をのせ

たり、電源コードが本機の下敷
にならないようにする
0 傷つけたり、加工したりしない
0 無理にねじったり、引っ張った

りしない
0 熱器具などに近づけない、加熱

しない
電源コードが傷んだら（芯線の露
出・断線など）販売店に交換をご
依頼ください。
そのまま使用すると火災・感電の
原因となります。

電源プラグは定期的に掃除する
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。
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。

本機内部に金属、燃えやすいもの
など異物を入れない
火災・感電の原因となります。特
に小さなお子様のいるご家庭では
ご注意ください。
0 本機のダクトから異物を入れな

い

長時間音がひずんだ状態で使わな
い
アンプ、スピーカーなどが発熱し、
火災の原因となることがあります。

雷が鳴りだしたら本機、接続機器、
接続コード、電源プラグに触れな
い
感電の原因となります。

長期間大きな音で使用しない
本機をご使用になる時は、音量を
上げすぎないようにご注意くださ
い。耳を刺激するような大音量で
長期間続けて使用すると、聴力が
大きく損なわれる恐れがあります。

不安定な場所や振動する場所には
設置しない
強度の足りないぐらついた台や振
動する場所に置かないでください。
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。

本機の上にものを置かない
バランスがくずれて倒れたり落下
して、けがの原因となることがあ
ります。また、本機に乗ったりし
ないでください。

配線コードに気をつける
配線された位置によっては、つま
ずいたり引っかかったりして、落
下や転倒など事故の原因となるこ
とがあります。

表示された電源電圧（交流 100
ボルト）で使用する
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。

電源コードを束ねた状態で使用し
ない
発熱し、火災の原因となることが
あります。

電源プラグを抜くときは、電源
コードを引っ張らない
コードが傷つき、火災や感電の原
因となることがあります。プラグ
を持って抜いてください。
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注意
使用上のご注意

移動時のご注意

電源を完全に遮断するには、電源
プラグをコンセントから抜く
電源プラグを抜き差ししやすい場
所に本機を設置してください。

長期間使用しないときは電源プラ
グをコンセントから抜く
絶縁劣化やろう電などにより、火
災の原因となることがあります。

電源プラグは、コンセントに根元
まで確実に差し込む
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。

ぬれた手で電源プラグを抜き差し
しない
感電の原因となることがあります。

お手入れの際は電源プラグを抜く
お手入れの際は、安全のため電源
プラグをコンセントから抜いてか
ら行ってください。

音量を上げすぎない
0 突然大きな音が出て破損した

り、聴力障害などの原因となる
ことがあります。
0 始めから音量を上げ過ぎると、

突然大きな音が出て耳を傷める
ことがあります。音量は少しず
つ上げてご使用ください。

キャッシュカード、フロッピー
ディスクなど、磁気を利用した製
品を近づけない
0 磁気の影響でキャッシュカード

やフロッピーディスクが使えな
くなったりデータが消失するこ
とがあります。

移動時は電源プラグや接続コード
をはずす
コードが傷つき火災や感電の原因
となります。

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。

本機のお手入れについて
0 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭

いてください。化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従っ
てください。
0 シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形

することがあります。

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。
隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも
一つの方法です。
お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。
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はじめに

特長

0 置き場所を選ばない薄型でコンパクトなスタ
イル
横置きでも縦置きでも使用でき、TV ラック
にも設置が可能です。
0 AERO ACOUSTIC DRIVE（エアロアコー

スティックドライブ）を採用
AERO ACOUSTIC DRIVE とは、「空気をい
かに駆動するか」という着想で、重心が低く
よりハイスピードな低音を実現させるオンキ
ヨー独自技術の総称です。
本機では、ダクトを細長いスリット形状にす
ることにより、空気の圧力を高めて、重心が
低くスピード感あふれる超低音を再生しま
す。また、この技術によりダクトからの風切
り音などの音質に悪影響を及ぼす不要なノイ
ズを極限まで低減させ、低域再生範囲の拡大
も実現させています。
0 調整式高域カットフィルター機能を搭載

カットする周波数を設定できるため、さまざ
まなスピーカーと組み合わせての使用に対応
できます。
0 オートパワーオン／スタンバイ機能を搭載

入力信号の有無を判別し、自動で電源をオン
／スタンバイに切り替えます。

付属品

∫ 接続用ピンコード（3 m） × 1

∫ 縦置き用クッション（厚い方） × 4

∫ 目隠しラベル × 4

∫ 保証書 × 1

* カタログおよび包装箱などに表示されている、型名
の 後にあるアルファベットは、製品の色を表す記
号です。色は異なっても操作方法は同じです。

使用上のご注意

0 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
0 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。
0 濡れた手でスピーカーに触れないでくださ

い。
0 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。
0 グリルネットは取り外すことができません。

無理に外さないでください。
0 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。
0 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。
0 本機は防磁設計ではありません。ブラウン管

テレビを本機の近くでご使用になると、色む
らやひずみが生じる場合があります。そのと
きは、本機をテレビから離してください。
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接続する

付属の接続用ピンコードを使用して、AV レシーバーなどのサブウーファー出力端子
（SUBWOOFER PRE OUT）と接続します。本機および接続している機器の電源コードの接続は、
すべての接続が終了してから行ってください。

家庭用電源コンセント

白い目印線側

AV レシーバーなど

音質向上のため、電源コードの白い目印線
側のプラグをコンセントの溝の長い方に差
し込んでください。溝の長さが同じ場合は、
どちらに接続しても構いません。
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設置について

振動や傾斜のないしっかりとしたところに設置
してください。設置位置は音の効果に大きく影
響しないため、お部屋のどの位置に設置いただ
いても構いません。

0 スピーカーキャビネットは木製ですので、極
端な温度、湿度の変化は本機の性能に影響を
与えることがあります。直射日光の当たる場
所や、エアコン、加湿器、風呂場、調理台な
どの湿度の高い場所に置かないでください。
0 スピーカーユニットが底面のグリルネットの

奥に付いています。設置の際に手で触れない
ように気を付けてください。また、じゅうた
んやふとんの上に置くなど、グリルネットを
ふさぐような設置の仕方はしないでください。

0 他の製品と本機を積み重ねて設置しないでく
ださい。本機の振動により他の製品に支障を
きたす場合があります。
0 音質に影響するため、本機前面のダクトをふ

さがないでください。
0 ラックの中や上に設置した場合は、本機の振

動でラックやそばに置いてある機器が共振し
たり異音が聞こえたりすることがあります。
その場合は、設置位置を変えるか、音量を下
げてご使用ください。

∫縦置きする場合
キャビネットの底面の四隅に付属の縦置き用
クッションを貼り付けます。
ダクトが上にくるように設置しても下にくるよ
うに設置しても、どちらでも構いません。

プラスドライバーを使って脚を外し、付属の目
隠しラベルを貼ってネジ穴を隠すこともできま
す。その場合は、グリルネットのある面を壁な
どにぴたりと付けてグリルネットをふさがない
ようにしてください。

0 不安定な場所やラックの端などに置かないで
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。
0 取り外した脚とネジは保管し、横置きで使用

する際は再度取り付けてください。

設置例

スピーカーユニット
（グリルネットの奥）

クッション
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操作する

オートパワーオン／スタンバイ機能

本機は、入力信号を検知すると自動的に電源が
入ります。入力信号のない状態がしばらく

（＊）続くと、自動的にスタンバイ状態になり
ます。

ステータスインジケーター
点灯： 本機の電源がオンの状態です。白く点灯

します。
消灯： 本機がスタンバイの状態です。

＊約 5 分から 30 分の間で、ご使用の状況によって変わり
ます。

調整式高域カットフィルター機能と音量
調整

調整式高域カットフィルター機能とは、本機が
出力する周波数の上限を設定し、それ以上の高
域をカットする機能です。カットする周波数と
音量を適切に調整することにより、効果的な低
音の再生が可能になります。

1. 音量調整ツマミ（OUTPUT 
LEVEL）を回して、音量を

小（MIN）にします。

2. 接続機器側で低音の入っているソースを、通
常お聴きになる音量で再生します。

3. 周波数調整ツマミ
（FREQUENCY）を回して、
カットする周波数にツマミ
を合わせます。
組み合わせて使用するス
ピーカーの再生周波数範囲
の 低値より少し高めに設
定してください。本機と接
続している機器にクロスオーバー周波数を設
定する機能がある場合は、200 Hz に設定し
てください。

4. 音量調整ツマミをゆっくり回して、お好みの
音量になるように本機の音量を調整します。
低音は刺激が少なく音量を上げすぎる可能性
があるため、少し控えめぐらいに調整するこ
とをおすすめします。

0 周波数と音量の調整は、一度完了すると何度
も行う必要はありません。組み合わせて使用
するスピーカーを変えた場合は、再度調整し
てください。

本機に電源ボタンはありません。電源コー
ドを接続すると、本機はスタンバイ状態に
なります。スタンバイ時の消費電力は、
0.5 W 以下です。

音量を上げすぎると、過大入力になり故障
の原因となりますのでご注意ください。
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困ったときは

電源が入っているかどうかが分からない
0 本機は低音の入力信号を検知すると自動的に

電源が入りステータスインジケーターが点灯
するため、電源コードをコンセントに接続し
ただけではスタンバイ状態となり、ステータ
スインジケーターは点灯しません。低音の
入っているソースを再生し、ステータスイン
ジケーターが点灯するかどうか確認してくだ
さい。

ステータスインジケーターが点灯しない
／低音が出力されない／低音が小さい
0 電源プラグがコンセントから抜けていないか

確認してください。
0 他機器との接続が正しいか確認してくださ

い。
0 接続用ピンコードのプラグは正しく奥まで差

し込んでください。
0 本機の音量を調整してください。
0 スピーカー設定が可能な AV レシーバーなど

と接続している場合、AV レシーバー側の設
定を「サブウーファーあり」にしてくださ
い。
0 低音の入っているソースを再生してくださ

い。本機は低音の入力信号を検知すると自動
的に電源が入り、ステータスインジケーター
が点灯します。通常の会話などのような低音
以外の入力信号を受信しても点灯しません。

ステータスインジケーターが消灯する
0 入力信号のない状態がしばらく続くと、自動

的にスタンバイ状態になり、ステータスイン
ジケーターが消灯します。
0 入力信号が非常に小さい場合は、オートスタ

ンバイ機能が働くことがあります。接続機器
側の出力レベルを調整してください。

雑音がする、音が良くない
0 接続用ピンコードのプラグは正しく奥まで差

し込んでください。
0 組み合わせて使用しているスピーカーに合わ

せて、本機でカットする周波数を調整してく
ださい。
0 テレビや電子レンジなど、電磁波を出すもの

からはできるだけ離して設置してください。
0 携帯電話の通話中など、本機の近くに強い電

波を発生させる機器があると、雑音が発生す
る場合があります。
0 レコードプレーヤーや CD プレーヤーのそば

で本機を使用すると、ハウリングや音飛び現
象が起こることがあります。その場合はプ
レーヤーと本機の距離を離すか、本機の音量
を下げてください。
0 接続用ピンコードや電源コードを束ねると、

音質が劣化する恐れがあります。コード類を
束ねないようにしてください。
0 電源コードを他の壁のコンセントに差し込ん

でみてください。

はじめにお読みください
トラブルは接続や設定、操作方法を見直す
以外にも、電源コードの抜き差しで改善す
ることがあります。本機や接続している機
器の両方でお試しください。
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主な仕様

形式： アンプ内蔵　バスレフ型
再生周波数範囲： 30 Hz ～ 300 Hz

（調整式高域カットフィルター：200 Hz 時）
調整式高域カットフィルター：

50 Hz ～ 200 Hz
実用 大出力： 95 W（4 Ω、JEITA）
入カインピーダンス： 20 kΩ
入力感度： 230 mV
使用スピー力一： 16 cm コーン型
入力端子： ライン入力端子
キャビネット内容積： 12.6 リットル
電源・電圧： AC100 V、50/60 Hz
消費電力： 35 W

0.5 W 以下（スタンバイ時）
大外形寸法（幅×高さ×奥行）：

435 × 144 × 377 mm
質量： 6.4 kg
その他： オートパワーオン／スタンバイ機能

防磁対応なし

仕様および外観は予告なく変更することがあり
ます。
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ご相談窓口・修理窓口のご案内

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

0 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。

0 製品操作のご案内、リモコン等付属パーツの
ご要望、その他ご不明な点についても受付け
ております。
0 スムーズな対応のため、お問い合わせの前に

以下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

http://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

下記の URL に全国の修理拠点の案内がござい
ます。
http://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、上記相談窓口に
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。

補修用性能部品の保有期間について
本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後、
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）
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製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：
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･弊社の定める休業日を除きます））

オンキヨー株式会社
〒541-0041　大阪市中央区北浜二丁目2番22号　北浜中央ビル

サポートのご案内、オンラインユーザー登録（＊）：http://www.jp.onkyo.com/support/
（＊）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。
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、オンキヨーのサービス以外の目的で使用されること
はありません）
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