
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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■ パソコンとUSBで簡単接続

■ さまざまなオーディオ機器と接続

■ ハイクォリティ15W+15Wアンプ

■ 飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成する「VLSC
（Vector Linear Shaping Circuitry）」搭載

■ デジタル入出力サンプリング周波数は、32、44.1、48、96kHzに対応

■ リモコンで快適操作

■ アルミフロントパネル

■ アコースティックプレゼンス回路搭載

下記の注意事項をお読みいただき、正しくお使いください。
• 本書は、マウスやキーボードの使用方法など、Windowsの基本的な操作についてすでにご存知であることを前
提に書かれています。

• 本製品を運用した結果の影響については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
• 本書の一部または全部を無断で貸し出し、転載することは固くお断りします。
• WAVIO®の名称、ロゴはオンキヨー（株）の登録商標です。
• VLSCの名称、ロゴはオンキヨー（株）の商標です。
• CarryOn MusicTMの名称およびロゴはオンキヨー株式会社の登録商標です。
• Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operation Systemです。
• Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
• Intel®、Pentium®は、Intel Corporationの登録商標です。
• Mac、Macintosh、MacOSの名称、ロゴは米国Apple社の商標または登録商標です。

主な特長

ご使用の前に次の付属品がそろっていることをお確かめください。（　）内の数字は数量を表してい
ます。

• 取扱説明書（本書1）
• 保証書（1）
• CD-ROM
（CarryOn Music ver2.70
体験版 for Windows）（1）

付属品を確認する

• リモコン（RC-489S）（1）
• 乾電池（単3形）（2）

• USBケーブル（1）

• MA-500Uは、MS-500との組み合わせで最良の状態になるように設計されております。本体と
他のスピーカーとの組み合わせでご使用になった場合の故障については、保証できない場合があ
りますのでご了承ください。

• カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは、製品の色を表す記
号です。色は異なっても操作方法や仕様は同じです。
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絵表示の例

オーディオ機器を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

オーディオ機器の正しい使いかた

この「取扱説明書」および製品への表示では、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に、いろいろな絵表示を
しています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みくだ
さい。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う
可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定され
る内容を示しています。

記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれてい
ます。

記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な指示内容（左上図の場合は電源プラグをコンセン
トから抜いてください）が描かれています。

絵表示の例

絵表示について
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■故障したままの使用はしない 　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のま
ま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにUSBケーブ
ルをはずし、本機の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコン
セントから抜いてください。
煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■絶対にカバーは外さない、改造しない 　　　　　　　　　　　　　

● 本機のカバーは絶対に外さないでください。
内部には電圧の高い部分があり、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。

● 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 100V以外の電圧で使用しない 　　　　　　　　　　　  　　   　

● 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（交流100ボルト）以外の電圧や船舶などの
直流（DC）電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の
原因となります。

■放熱を妨げない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に
熱がこもり、火災の原因になることがあります。本機には内部の
温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部、後部などに通風孔が
あけてあります。次の点に気を付けてご使用ください。

• 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。

• 本機を押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使
用しないでください。

• テーブルクロスをかけたり、布団の上に置いて使用しないでく
ださい。

• 本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてくださ
い。また、放熱をよくするために、他の機器との間は、少し離し
て置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から
2cm以上、背面から5cm以上のすきまをあけてください。

■水のかかるところに置かない 　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 風呂場では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。

● 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意く
ださい。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

電源プラグをコンセント
から抜いてください

分解禁止

水場での
使用禁止

水ぬれ禁止

オーディオ機器の正しい使いかた
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オーディオ機器の正しい使いかた

■水の入った容器を置かない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの
入った容器や小さな金属物を置かないでください。中に入った場
合、火災・感電の原因となります。

■中に物を入れない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 本機の通風孔に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落
とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■中に水や異物が入ったら 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐにUSBケーブ
ルをはずし、本機の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ご連絡ください。

■電源コードを傷つけたり、加工しない 　　　　　　　　　　　　　

● 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。

● 電源コードの上に重いものを載せたり、コードが本機の下敷にな
らないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の
原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それ
に気付かず、重い物を載せてしまうことがあります。

● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじっ
たり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破
損して火災・感電の原因となります。

■落としたり、破損した状態で使用しない 　　　　　　　　　　　　

● 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場
合には、そのまま使用しないでください。火災・感電の原因とな
ります。USBケーブルをはずし、電源コードをコンセントから抜
き、必ず販売店にご相談ください。

■雷が鳴りだしたら機器に触れない 　　　　　　　　　　　　　　　

● 雷が鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の
原因となります。

■乾電池を充電しない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより
火災・けがの原因となります。

電源プラグをコンセント
から抜いてください

電源プラグをコンセント
から抜いてください

接触禁止
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■設置上の注意 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定
な場所に置かないでください。また、本機を机やラックの端に置
かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となるこ
とがあります。

● 本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでくださ
い。倒れたり落下して、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でください。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。

■次のような場所に置かない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置か
ないでください。火災・感電の原因となることがあります。

● 湿気や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。

■使用上の注意 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 電源を入れる前には音量（ボリューム）を最少にしてください。
過大入力でスピーカーを破損したり、突然大きな音が出て聴力障
害などの原因となることがあります。

● 長時間音がひずんだ状態で使わないでください。アンプ、スピー
カー等が発熱し、火災の原因となることがあります。

● ヘッドホン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きな音量で長時間続けて聴く
と、聴力に悪い影響を与えることがあります。

● 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様
にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因と
なることがあります。

● 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
品を近づけないでください。
磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することが
あります。

オーディオ機器の正しい使いかた
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■接続について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 本機を他のオーディオ機器やテレビ等の機器に接続する場合は、
それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、
説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用
してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長した
りすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

■電源コード、電源プラグの注意 　　　　　　　　　　　　　　　　

● 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶
けて、火災・感電の原因となることがあります。

● ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因
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でくださ
い。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
必ず、プラグを持って抜いてください。

● 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災
の原因となることがあります。

● 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため
必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因と
なることがあります。

● 移動させる場合は、USBケーブルをはずし、電源スイッチを切
り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コード
など外部の接続コードやスピーカーコードをはずしてから行って
ください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあり
ます。

■電池について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

● 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示（プラス＋とマイナス
－の向き）に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電
池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因とな
ることがあります。

● 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古
い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれによ
り火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。

● 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでくだ
さい。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となること
があります。

■スピーカーコードについて 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

● スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、
加熱したりしないでください。火災・感電の原因となることが
あります。

電源プラグをコンセント
から抜いてください

オーディオ機器の正しい使いかた
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■点検・工事について 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 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
行ってください。感電の原因となることがあります。

● 使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧
めします。もよりの販売店にご相談ください。

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災
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。なお、掃除、点検費用等につい
ても販売店にご相談ください。

● 電源プラグにほこりがたまると自然発火（トラッキング現象）を
起こすことが知られています。年に数回、定期的にプラグのほこ
りを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。

● 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。塗装がはげたり変形することがあります。

● 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をお読みください。

電源プラグをコンセント
から抜いてください

 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。
隣近所への配慮を十分しましょう。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。

オーディオ機器の正しい使いかた
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リモコンの使い方
本機のリモコン受光部に向けて操作してくだ
さい。

MA-500U

• リモコン受光部に日光やインバーター蛍光灯などの強い光を直接当てると正しく動作しないこと
があります。

• 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。

• リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池
が消耗してしまうことがあります。

• リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できません。

リモコン受光部

乾電池の入れ方と交換のしかた

• 電池の極性（ 、 ）は表示どおり正しく入れてください。

• 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください。

• 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出しておいてくださ
い。

• 寿命がなくなった電池を入れたままにしておくと腐食によりリモコンをいためることがありま
す。リモコン操作の反応が悪くなったときは、ただちに古い電池を取り出して2本とも新しい電池
と交換してください。

• 使用頻度にもよりますが、付属のマンガン電池の寿命は約6ヶ月です。電池の交換時には、単3型
をご使用ください。

30゜

約5m

1 2 3

リモコンを準備する

30゜
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[  ]内の数字は、参照ページを示しています。

MA-500U前面パネル

1 STANDBY/ON（スタンバイ／電源オン）
ボタン[16]
電源のスタンバイ／オンを切り換えます。

2 STANDBY（スタンバイ）インジケーター
[16]
スタンバイ状態のとき点灯します。

3リモコン受光部[9]

4入力インジケーター[17]
選択されている入力ソースに応じてインジ
ケーターが点灯します。

5 ACOUSTIC PRESENCE（アコースティッ
クプレゼンス）ボタン[19]
アコースティックプレゼンス（オン／オフ）
を切り換えます。

6 INPUT / （入力切り換え）ボタン[17]
入力ソースを選びます。

7MUTE/ACOUSTIC PRESENCE（ミュー
ト／アコースティックプレゼンス）インジ
ケーター[18、19]
ミューティング（消音）時は点滅します。ま
た、アコースティックプレゼンスがオンの時
は緑色に変わります。

8 VOLUME（音量調整）ツマミ[17]
音量を調整します。

9 TREBLE（高音調整）ツマミ[19]
高音の強弱を調整します。

0 PHONES（ヘッドホン）端子[15、18]
ミニプラグのステレオヘッドホンを接続しま
す。

A ANALOG IN 2（アナログ入力2）端子[15]
ポータブルMDプレーヤーなどのヘッドホン
出力（ステレオ）を接続します。

B DIGITAL IN 3（デジタル入力3）端子[14]
CDプレーヤーやMDプレーヤーなどの光デジ
タル出力を接続します。

各部の名称と働き

-

0

5

1
2

3

6

8

7

4

9

=
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[  ]内の数字は、参照ページを示しています。

MA-500U後面パネル

1 USB UP（アップポート）端子[21]
USBケーブルでパソコンのUSB端子と接続
します。

2 DIGITAL OUT OPT（光デジタル出力）端子
[14]
光デジタルケーブルでCDレコーダーやMD
デッキのデジタル入力端子と接続します。

3 DIGITAL IN 1 OPT、2 OPT（光デジタル
入力）端子[14]
DVDプレーヤーやCS/BSチューナー、CD
プレーヤーなどの光デジタル出力端子と接続
します。

4 ANALOG IN 1（アナログ入力）端子[15]
オーディオ用のピンコードでMDデッキやビ
デオデッキなどのライン出力端子（アナロ
グ）と接続します。

5 ANALOG OUT（アナログ出力）端子[15]
MDデッキなどの入力端子（アナログ）に接
続します。

6 SUBWOOFER PRE OUT（サブウーファー
出力）端子[15]
アンプ内蔵のサブウーファー（アクティブサ
ブウーファー）の入力端子に接続します。

7 SPEAKER（スピーカー)端子[13]
スピーカー（左／右）を接続します。

8 POWER（主電源）スイッチ[16]
電源オン／オフを切り換えます。

9電源コード[16]
壁コンセントに差し込みます。

POWER
OFF               ON

OPT

OPT

OPT

1

2

UP

R L

USB

SPEAKER

DIGITAL
OUT

DIGITAL
IN    

ANALOG
 IN     1

ANALOG
OUT   

SUBWOOFER
  PRE OUT          

USB AUDIO
AMPLIFIER

MA-500U

R L

R L

9

8

1

2

3

4

5

6

7

各部の名称と働き
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[  ]内の数字は、参照ページを示しています。

リモコンRC-489S

1 STANDBY/ON（スタンバイ／電源オン）
ボタン[16]
電源のスタンバイ／オン状態を切り換えま
す。

2 INPUT / （入力切り換え）ボタン[17]
入力ソースを選びます。

3 VOLUME / （音量調整）ボタン[17]
を押すと音量が上がり、 を押すと下がり
ます。

4 ACOUSTIC PRESENCE（アコースティッ
クプレゼンス）ボタン[19]
アコースティックプレゼンス（オン／オフ）
を切り換えます。

5 MUTING（ミューティング）ボタン[18]
音量を一時的に下げます。

各部の名称と働き

VOLUME

STANDBY/
ON

INPUT

MUTING
ACOUSTIC
PRESENCE

RC-489S

1

4

2

3

5
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• プラス（＋）とマイナス（－）を間違って接
続したり、左右のスピーカーを間違えて接続
しないでください。音声が不自然になりま
す。

• 付属のスピーカーコードの白線の入っている
方をプラス（＋）側に接続してください。

危険
回路の故障を防ぐため、ス
ピーカーコードのしん線の
プラスとマイナスあるいは
L/Rを絶対にショートさせ
ないでください。

1 スピーカーコードの先のビニール（絶縁体）
部分を、しん線を残して10mmはがしま
す。

3 レバーを押します。

スピーカーの接続図

スピーカーを接続する

2 しん線をよじります。

5 レバーをはなします。

4 しん線を穴の中に入れます。

10mm

右スピーカー 左スピーカー

POWER
OFF               ON

OPT

OPT

OPT

1

2

UP

R L

USB

SPEAKER

DIGITAL
OUT

DIGITAL
IN    

ANALOG
 IN     1

ANALOG
OUT   

SUBWOOFER
  PRE OUT          

USB AUDIO
AMPLIFIER

MA-500U

R L

R L

R L

SPEAKER

接続する前に
スピーカーインピーダンスが4Ω～16Ωのものをご使用ください。4Ω未満のものは使用できません。
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:

POWER
OFF               ON

OPT

OPT

OPT

1

2

UP

R L

USB

SPEAKER

DIGITAL
OUT

DIGITAL
IN    

ANALOG
 IN     1

ANALOG
OUT   

SUBWOOFER
  PRE OUT          

USB AUDIO
AMPLIFIER

MA-500U

R L

R L

オーディオ機器を接続する

• DIGITAL IN 1、2 OPT端子およびDIGITAL
OUT OPT端子には、保護用キャップが取り
付けられています。接続時は、このキャップ
を取り外してください。端子を使用しないと
きは、キャップを必ず元どおりに取り付けて
ください。

CDレコーダー、
MDデッキなど

DVDプレーヤー、MDプレーヤー、
CS/BSチューナー、CDプレーヤー、
ゲーム機など

デジタル
入力（光）

デジタル出力（光）

信号の流れ

• DIGITAL IN 1および2 OPT端子へ接続する
のと同様に、前面のDIGITAL IN 3端子にも
DVDプレーヤーやゲーム機、CDプレーヤー
などの光デジタル出力を接続することができ
ます。

ポータブルCD
プレーヤーなど

デジタル出力（光）

• 前面パネルのDIGITAL IN 3端子にはキャッ
プは付いていません。シャッタータイプです
ので、フタをそのまま奥へ倒すような感じで
光デジタルケーブルを差し込んでください。
また、端子の向きにご注意ください。

＜デジタル機器との接続＞

後面パネル 前面パネル
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:

POWER
OFF               ON

OPT

OPT

OPT

1

2

UP

R L

USB

SPEAKER

DIGITAL
OUT

DIGITAL
IN    

ANALOG
 IN     1

ANALOG
OUT   

SUBWOOFER
  PRE OUT          

USB AUDIO
AMPLIFIER

MA-500U

R L

R L

オーディオ機器を接続する

• 音声用ピンコードは、次のように接続してく
ださい。

• コードのプラグはしっかりと奥まで差し込ん
でください。接続が不完全ですと、雑音や動
作不良の原因になります。

（赤）
MA-500U ANALOG IN 1

R端子へ

MA-500U ANALOG IN 1
L端子へ
（白）

他機音声L端子へ
（白）

（赤）
他機音声R端子へ

差し込み不完全

奥まで差し込んでください

アンプ内蔵
サブウーファー

ポータブルカセットデッキや
MDプレーヤーなど

ポータブル
MDなど

ヘッドホン

信号の流れ

出力

入力

入力

＜アナログ機器との接続＞

ANALOG OUTに接続している録音
機器の入力をANALOG IN 1もしくは
2に接続した場合、その入力から録音
しようとすると、発振します。
入力は、録音機器と異なる機器を選ん
でください。

後面パネル 前面パネル

出力
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後面のPOWER（主電源）スイッチがONの状態
で工場出荷されていますので、電源コードのプラ
グを壁のコンセントに差し込むと下記の「電源を
入れる」の手順2と同じ状態になります。

1本機の電源コードを壁のコンセントにつ
なぐ

2後面パネルのPOWER（主電源）スイッ
チをONにする

スタンバイ

STANDBYインジケーターが赤く点灯しま
す。

3パソコンを接続しているときは、パソコ
ンを起動する

4前面パネルまたはリモコンの
STANDBY/ON（スタンバイ／電源オ
ン）ボタンを押す

スタンバイ

STANDBYインジケーターが消灯し、表示部
が点灯します。

誤動作するときは

本機はマイクロコンピューターにより高度な機能
を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音
や妨害ノイズ、静電気などの影響を受けて誤動作
するときがあります。このようなときは、電源
コードを壁コンセントから一度抜き、5秒以上
たってからつなぎなおしてください。

接続する前に

電源コード以外の、すべての接続が完了していることを確認してください。

電源を入れる

よりよい音で聞いていただくために
本機の電源コードは極性の管理が
されています。
電源コードの白線マークの方を家
庭用電源コンセントの溝の長い方
に合わせて差し込んでください。
家庭用電源コンセントの溝の長さ
が同じ場合は、どちらを接続して
もかまいません。

STANDBY/
ON

INPUT

4
スタンバイ
インジケーター

リモコン

本体

溝の長い方

白線マーク

4
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機器を選んで演奏する

1INPUT / ボタンまたはリモコンの
INPUT / ボタンを押して、入力ソー
スを選ぶ

DIGITAL 1：DIGITAL IN 1 OPT端子に接
続された機器

DIGITAL 2：DIGITAL IN 2 OPT端子に接
続された機器

DIGITAL 3：前面パネルのDIGITAL IN 3端
子に接続された機器

ANALOG 1：ANALOG IN 1端子に接続さ
れた機器

ANALOG 2：前面パネルのANALOG IN 2
端子に接続された機器

USB：USB UP端子に接続されたパソコン

選んだ入力ソースに応じて本機の入力インジ
ケーターが点灯します。

2選んだ機器の演奏を始める

3VOLUMEツマミまたはリモコンの
VOLUME / ボタンで音量を調整する

VOLUMEツマミは、右に回すと音量が上が
り、左に回すと下がります。

リモコンのVOLUMEボタンは、 を押すと
音量が上がり、 を押すと下がります。

入力
インジケーター

• USB UP端子にケーブルが接続されていない
場合や接続されていてもパソコンの電源が
OFFの場合、“USB”インジケーターが
ゆっくり点滅します。

• DIGITAL 1～3についても、それぞれの対応
する端子にケーブルが接続されていない場合
や、接続した機器の電源がオフの場合、イン
ジケーターがゆっくり点灯します。

• DIGITAL 1～3に再生不可能なデジタル信号
（例えば、ドルビーデジタル信号やDTS信
号）が入力された場合、インジケーターがす
ばやく点滅します。この場合、再生されず、
音は出ません。

1
3

VOLUME

STANDBY/
ON

INPUT 1

3

リモコン
本体
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ヘッドホンのステレオミニプラグを
PHONES端子に接続する

ヘッドホンを接続すると、スピーカーからは音声
は出力されません。

ヘッドホンで聞く

ステレオ
ミニプラグ

機器を選んで演奏する

音楽を聞いているときに電話がかかってくるなど
して、すぐに音を小さくしたいときに役立ちま
す。

MUTINGボタンを押す
VOLUMEの上のインジケーターが点滅し、一時
的に音量を下げます。

もう一度押すと、元の音量に戻ります。

スタンバイ状態にすると、次に電源を入れたと
き、ミューティング機能は解除されています。

音を一時的に消す（ミューティング機能）

VOLUME

STANDBY/
ON

INPUT

MUTING
ACOUSTIC
PRESENCE

RC-489S

ミューティング
ボタン
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VOLUME

STANDBY/
ON

INPUT

MUTING
ACOUSTIC
PRESENCE

RC-489S

アコース
ティックプレ
ゼンスボタン

ACOUSTIC PRESENCE（アコースティックプレゼンス）について

アコースティックプレゼンスとは、音楽のリアル
な存在感“プレゼンス”を高める効果を持つ、オ
ンキヨー独自の回路です。特にコンパクトサイズ
のスピーカーでは、オンでご使用されることを推
奨いたします。

オンにするとVOLUMEの上のインジケーターが
オレンジ色から緑色に変わります。

アコースティック
プレゼンスボタン

高音を調整する

右に回すと高音が強められ、左に回すと弱められ
ます。通常は中央に合わせておきます。

高音調整
ツマミ

機器を選んで演奏する

リモコン

本体
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パソコンを使うには　

動作環境について ※最新OSに関する対応情報は、オンキヨーホームページをご覧ください。

Windows
• USB規格1.1に準拠したUSBダウンポート標準装備の PC/AT互換機

※ Intel製USBホストコントローラ推奨

• Windows 98/98SE/Me/2000/XP

• 64MB以上のRAM

Macintosh
• USBダウンポート標準装備のMacintosh

• Mac OS9.1.0～9.2.2/10.1.1～10.1.3以降

※MacOS Xへの対応状況はhttp://www.wavio.net/にてご確認願います。

• 64MB以上のRAM

必要動作環境を満たすパソコンであっても、パソコン固有の設計仕様やお客様の使用環境の違いによ
り、本製品の動作が正常に行われない場合があります。本製品の制限事項や動作確認情報についての
詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。

お使いのパソコンにあわせて設定してください。
設定が済んだら、音楽CDなどを再生してみて、正しく設定できたか試してみましょう。

パソコン設定の手順

1 パソコンを接続する（�21ページ）

2 パソコンの設定と操作

Windowsをご使用の場合（�22～27ページ）

Macintoshをご使用の場合（�28～30ページ）

ドライバとは?
パソコンで周辺機器を利用するために組み込まれるソフトウェアのこと。デバイスドラ
イバともいいます。

デバイスとは?
パソコンの周辺機器全般を意味します。
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1

2

パソコンとUSB接続する

1パソコンの電源を入れる

起動していることを確認してください。

2本機の電源コードを壁コンセントに接続する

本機後面の主電源スイッチ（POWER）をONにしてください。

3USBケーブルをパソコンに接続し、もう一方を本機に接続する

初めてUSBケーブルを接続したときは、ドライバのインストールが始まります。22ページ、28
ページをご覧ください。

付属のUSBケーブルのAタイプのプラグ（ ）
を、パソコンに接続し、Bタイプのプラグ（ ）
を、本機のUSB端子に接続します。

USBケーブルを抜き差しするときは、スピー
カーの音量を下げてから行ってください。

パソコンに直接接続するようにしてください。
また、パソコン側にUSB端子が2つ以上あると
きはどの端子に接続しても構いませんが、USB
ケーブルをつなぎ直したときに、再度デバイス
ドライバを要求される場合があります。

パソコンを接続する

イラストは一例です。
USB端子の位置や個数はパソ
コンによって異なります。

USB UP端子へ
本機に付属のUSBケーブル

4STANDBY/ONボタンを押して本機の電源を入れる
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ドライバのインストール

パソコンの設定をする（Windows）

本機をはじめてパソコンに接続する際には、ドライバのインストールが始まります。

Windows XPでは、ほとんど何もする必要はありません。

• ドライバは通常自動的にインストールされますが、万一インストールが進まない場合は、スタンバ
イ状態にしたあとPOWERスイッチを「OFF」にして一度本機の電源を切り、15秒ほど待って再
度POWERスイッチを「ON」にしてからSTANDBY/ONボタンを押して電源を入れてください。
それでもインストールが始まらない場合は、次の操作をしてください。

1. 「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティー」をクリックする。

2. 「デバイスマネージャー」タブをクリックする。

3. 更新をクリックする。

以上の手順でインストールが始まりますので、画面の指示に従ってドライバをインストールして
ください。

• お客様のパソコンの環境によっては、USBケーブルを接続したパソコンの他のUSB端子に差し替
えると、ドライバの再インストールを要求されることがあります。この場合は、「キャンセル」
をクリックして、ドライバをインストール時のUSB端子につなぎなおすか、手順に従ってもう一
度ドライバをインストールしてください。

1本機とパソコンのUSB端子をUSBケー
ブルで接続する

本機を初めてパソコンに接続すると、
Windowsが自動的に新しいハードウェアを認
識し、必要なドライバソフトウェアをインス
トールする手順に入ります。画面の指示に
従ってください。インストールにはWindows
のディスクが必要な場合もありますので、手
元に用意してください。

Windows 98SEの例：
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ドライバのインストールを確認する

必要なドライバをインストールしたら、下記の手順でそれが正しくインストールされたことを確認し
てください。

1システムのプロパティからデバイスマ
ネージャを開く

Windows XP：

「スタート」→「コントロールパネル」→
「パフォーマンスとメンテナンス」を開き、
コントロールパネルの「システム」をクリッ
クします。「システムのプロパティ」の
「ハードウェア」タブを選んで「デバイスマ
ネージャ」をクリックします。

Windows 2000：
「スタート」→「設定」→「コントロールパ
ネル」→「システム」を開き、「ハードウェ
ア」タブを選んで「デバイスマネージャ」を
クリックします。

Windows Me：
「スタート」→「設定」→「コントロールパ
ネル」→「システム」を開き、「デバイスマ
ネージャ」タブを選択します。

Windows 98/98SE：
「スタート」→「設定」→「コントロールパ
ネル」→「システム」を開き、「デバイスマ
ネージャ」タブを選択します。

2ダイアログボックスにデバイス名があることを確認する

サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラの下の階層

• Windows XP：USBスピーカー

• Windows 98/98SE/Me/2000：USBオーディオデバイス（USB Audio Devices）

USB（ユニバーサルシリアルバス）コントローラの下の階層

• USBルートハブ（USB Root Hub）

• USB複合デバイス（USB Composite Device）

お使いのパソコンの仕様やオペレーティングシステムによっては、実際に表示されるデバイスリスト
が上記の画面と多少異なります。
「USBコントローラ」の下に「不明なデバイス」と表示されている場合は、本機からUSBケーブルを
外し、もう一度接続し直してチェックしてください。それでも認識されない場合は、USBケーブルを
取り外し、リストから「不明なデバイス」を削除し、USBケーブルをもう一度接続します。それでも
認識されない場合は、パソコンが不安定になっている場合があるので、パソコンを再起動し、「不明
なデバイス」をリストから削除してからUSBケーブルを接続し直します。それでもまだ動作しない場
合はパソコン側に問題がある可能性があるので、パソコンの販売店にご相談ください。

パソコンの設定をする（Windows）

Windows XPの場合：
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パソコンの設定をする（Windows）

オーディオデバイスを確認する

1オーディオデバイスを確認するパネルを
開く

Windows XP：
「スタート」→「コントロールパネル」→
「サウンド、音声、およびオーディオデバイ
ス」→「サウンドとオーディオデバイス」を
クリックします。「サウンドとオーディオデ
バイスのプロパティ」が開きます。

Windows 2000：
「スタート」→「設定」→「コントロールパ
ネル」→「サウンドとマルチメディア」をク
リックします。

Windows Me：
「スタート」→「設定」→「コントロールパ
ネル」→「サウンドとマルチメディア」をク
リックします。

Windows 98/98SE：
「スタート」→「設定」→「コントロールパネ
ル」→「マルチメディア」をクリックします。

2「オーディオ」タブをクリックする

3Windows XP：
「音の再生」が「USBスピーカー」に
なっていることを確認する
Windows 98/98SE/Me/2000：
「再生」（もしくは「音の再生」）が
「USBオーディオデバイス」になって
いることを確認する

4「OK」をクリックする

USBケーブルを接続してすぐに「オーディオ」
ウィンドウを開くと、優先するデバイスがUSB
オーディオデバイスにならないことがあります。
接続後はしばらく時間をおいてからウィンドウを
開き、確認してください。USBケーブルを接続
しなおすときは、「オーディオ」ウィンドウを閉
じてから行ってください。

確認したらクリックして閉じる

確認したらクリックして閉じる

Windows 98SEの場合：

Windows XPの場合：
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音楽CDを再生するための設定をする

本機を接続した状態で、

1「マルチメディアのプロパティ」画面
（もしくは「DVD/CD-ROMドライブ
のプロパティ画面」）を開く

Windows XP：
「スタート」→「コントロールパネル」から
「システム」アイコンをクリックし、システ
ムのプロパティの「ハードウェア」タブ→
「デバイスマネージャ」ボタンをクリックし
ます。DVD/CD-ROMドライブのリストから
使用するDVD/CD-ROMドライブを選択（ダ
ブルクリック）して開き、「プロパティ」タ
ブをクリックします。

Windows 2000：
「スタート」→「設定」→「コントロールパネ
ル」→「システム」を開き、「ハードウェア」
タブを選んで「デバイスマネージャ」ボタンを
クリックします。DVD/CD-ROMドライブの
リストから使用するDVD/CD-ROMドライブ
を選択（ダブルクリック）して開き、「プロ
パティ」タブをクリックします。

Windows Me：
「スタート」→「設定」→「コントロールパ
ネル」→「システム」を開き、「デバイスマ
ネージャ」タブを選択します。DVD/CD-
ROMドライブのリストから使用するDVD/
CD-ROMドライブを選択（ダブルクリッ
ク）して開き、「プロパティ」タブをクリッ
クします。

Windows 98/98SE：
「スタート」→「設定」→「コントロールパネ
ル」を選んで、「マルチメディア」を開き、
「マルチメディアのプロパティ」ウインドウで
「音楽CD」タブを選択します。

2「このCD-ROMデバイスで......」に
チェックマークを入れる

3「OK」をクリックする

2

お使いのCD-ROMドライブがデジタル出力に対
応していないときは、「このCD-ROMデバイス
で......」にチェックマークを入れられません。ま
た、「このCD-ROMデバイスで......」にチェック
マークを入れられないときは、USBケーブルの
接続をもう一度確認してください。

パソコンの設定をする（Windows）

Windows XPの場合：
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Windowsに付属のプレーヤーについて

�
ウィンドウズ メディア プレーヤー

Windows Media Player
CD、MP3、WAV、WMAなどを再生（ま
たは録音）することができます。

詳しくは、Windows付属のドキュメントま
たはヘルプを参照ください。

� CDプレーヤー
CDを再生することができます。

詳しくは、Windows付属のドキュメントま
たはヘルプを参照ください。

Windows XP：

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「エンターテイメント」→
「Windows Media Player」

Windows 2000：

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「エンターテイメント」→「CDプレーヤー」
もしくは「Windows Media Player」

Windows Me：

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「エンターテイメント」→「Windows Media
Player」

Windows 98/98SE：

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「エンターテイメント」→「CDプレーヤー」
もしくは「Windows Media Player」

パソコンの設定をする（Windows）

Windows 2000の場合：

Windows XPの場合：
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ボリュームコントロール（再生ミキサー）の使い方

ボリュームコントロールパネルを表示します。
お使いのPC環境によっては、「ミキサーコントロール」、「スピーカー」等の名前の場合もあります。

Windows XP：

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「エンターテイメント」→「ボリュー
ムコントロール」

Windows 98/98SE/Me/2000：

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「エンターテイメント」→「ボリュームコン
トロール」

1 バランス

左右の出力バランスを変更します。

2 音量スライダー

音量を調整します。

3 ミュート

再生中の音声を消します。

1

2

3

パソコンの設定をする（Windows）

Windows XPの場合：
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インストールの確認

本機を接続した後、マッキントッシュが本機を正しく認識するかどうかを下記の手順で確認します。

1アップルメニューから「Apple システム・プロフィール」を選ぶ

2「デバイスとボリューム」タブをクリックする

3右記のようにUSBデバイスとして
「Burr- Brown Japan PCM2702 」
がリストにあることを確認する

• 表示がない場合は、スタンバイ状態にしたあ
とPOWERスイッチを「OFF」にして一度本
機の電源を切り、15秒ほど待って再度
POWERスイッチを「ON」にしてから
STANDBY/ONボタンを押して電源を入れて
ください。

• 設定やシステムのバージョンが異なると、お
使いのマッキントッシュに表示されるデバイ
スリストが上記のリストとは異なる場合があ
ります。

パソコンの設定をする（Macintosh）

Mac OS 9.0.4
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「サウンド」コントロールパネルの確認

USB経由でマッキントッシュからオーディオを出力するには、下記の手順でオーディオ出力を設定し
ます。

1「サウンド」コントロールパネルを開く

2「出力」を選択し、右記のように「サウ
ンド出力装置の選択」が「内蔵」に設定
されていることを確認する

3AIFFファイルなどを再生して、本機か
らサウンドが正しく出力されているかを
確認する

• 設定やシステムが異なると、お使いのマッキ
ントッシュに表示されるデバイスリストが上
記のリストとは異なる場合があります。

• サウンドが聞こえない場合は、本機からUSB
ケーブルを外し、もう一度接続し直してから
チェックしてみてください。

Mac OS 9.0.4

Mac OS 9.1

パソコンの設定をする（Macintosh）

再生中の音声を消したいときは、この
チェックボックスにチェックを入れます。

再生中の音声を消したいときは、この
チェックボックスにチェックを入れます。
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プラチナサウンドの使用

USB経由でプラチナサウンドを聞くには、下記の手順に従ってください。手順に正しく従わないと、
プラチナサウンドが正常に動作しないことがあります。

パソコンの設定をする（Macintosh）

1本機をマッキントッシュのUSB端子から
外す

2「アピアランス」コントロールパネルを
開ける

3「サウンド」タブをクリックし、右記の
ように「サウンドトラック」を設定する

4本機をもう一度マッキントッシュの
USB端子に接続する

5「サウンドトラック」を「プラチナサウ
ンド」に設定する

6「アピアランス」コントロールパネルを
閉じる

Mac OS 9.0.4
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付属のCD-ROMを使ってみる

本製品に含まれているソフトウェアを開封される前に必ずお読みください。
本製品に含まれているソフトウェアを開封されると、本契約の内容を承諾したことになります。本契約の内容に同意でき
ない場合は、ソフトウェアのセットアップ（インストール）を行わないでください。

使用許諾契約書

本使用許諾契約書（以下、本契約書）は、オンキヨー株式会社（以下、弊社）が提供するソフトウェアと、それに付属す

るマニュアルなどの印刷された資料に関する使用条件を定めるものです。

第1条（定義）

1. 「本ソフトウェア」とは、本契約書とともに提供されるソフトウェア（製品名「CarryOn Music」ライセンス数1）、
フォント、チュートリアルファイル、ヘルプファイルなどの使用方法を説明したデータなどデジタル情報の一部または
全部を指します。なお、本ソフトウェアに含まれる第三者の著作権に関しても、本契約書が適用されます。

2. 「関連資料」とは、本契約書とともに提供されるマニュアルなどの印刷された資料を指します。

3. 「お客様」とは、本契約とともに提供された本ソフトウェアを含む製品を購入し本契約書に同意いただいた個人また
は法人を指します。

第2条（使用条件）

1. お客様は、本ソフトウェアを1台のコンピュータにセットアップ（インストール）してご利用いただけます。

2. お客様のうち特定のただ一人が使用するコンピュータが複数ある場合には、本ソフトウェアを同時に使用しないとい
う条件の下、特定の個人ただ一人が使用するコンピュータに限り複数セットアップすることができます。

3. 本契約書は、本ソフトウェアの不具合修正などの目的で改訂したソフトウェアに対しても適用されるものとします。
ただし、改訂されたソフトウェアと改訂前のソフトウェアは同一のコンピュータにセットアップされている場合に限
ります。

第3条（制限）

お客様は、下記の項目を行うことはできません。

1. 本契約書に定めのない、複数コンピュータのセットアップ（インストール）または複製（コピー）。

2. 関連資料の複製（コピー）。

3. 本ソフトウェアに含まれるプログラムの改変またはカスタマイズ、リバースエンジニアリング。

4. 本ソフトウェアの第三者への再配布、再使用許諾。

5. 本ソフトウェア（複製物を含む）の貸与（レンタル）、疑似レンタル、中古品としての販売、譲渡。

6. 本ソフトウェアをネットワークコンピュータやサーバーから第三者が複製またはダウンロードできる状態にしておく
こと。

前項までの規定は、本ソフトウェアを改訂した製品をご購入した場合にも継続して適用されます。

第4条（保証範囲）

1. 弊社は、本ソフトウェアまたは関連製品に物理的な瑕疵がある場合、お客様がご購入後30日間に限り、弊社の判断に
基づき交換いたします。ただし、地震、火災などの天災もしくは戦争による破損、または、お客様のご購入後の故
意、過失、誤った使用によって生じた破損についてはこの限りではありません。

2. 弊社は、本ソフトウェアの機能がお客様の使用目的と適合することを保証するものではありません。弊社は、本製品
の物理的瑕疵について保証するものであり、本ソフトウェアまたは関連資料の使用または使用不能から生ずる直接的
または間接的被害については一切責任を負いません。

3. 弊社は、本ソフトウェアを使ってお客様がおこなったいかなる行為についても、その責任を負いません。

第5条（期間）

1. 本契約は、本契約が成立した時点、すなわち本ソフトウェアをセットアップ（インストール）した時点に始まり、お
客様が本ソフトウェアの使用を停止するまで有効とします。お客様は、本ソフトウェアの使用を停止した時点で、本
ソフトウェアおよび関連資料の一切を破棄するものとします。

2. お客様が本契約書に違反した場合は、本契約を解除してお客様の本ソフトウェアの使用を停止させることができま
す。弊社が、本ソフトウェアの停止を通知した場合には、お客様は速やかに本ソフトウェアおよび関連製品の一切を
お客様の費用負担で弊社に返却するものとします。

第6条（一般条項）

本契約書に関して生じた紛争については、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

付属のインストールCD-ROMを開封される前に
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付属のCD-ROMを使ってみる

デジタルオーディオソフト「CarryOn Music（キャリオン・ミュージック）
体験版 for Windows」

MA-500UをWindows環境でご利用の場合、この度当社から初めて発売するデジタルオーディオソフ
ト「CarryOn Music（キャリオン・ミュージック）for Windows」を試用体験することができます。
使い方はCarryOn Musicをインストールしてオンラインヘルプをご参照ください。

また、このソフトウエアの製品版の詳しい内容や購入方法については、http://www.wavio.net/をご
覧ください。

CarryOn Musicの画面■ 体験版の制限事項

1. MP3形式での録音（エンコード）20曲
まで。

2. 試用期間30日間。

3. CD-R/RWライティング機能はありませ
ん。

4. LINEパネルから取り込んだデータおよび
編集結果は保存（SAVE）されません。

• 音楽ファイルの理を手軽に行える統合デジタ
ルオーディオソフト

簡単操作で、音楽CDから、話題のMP3ファ
イルがダイレクトに作成できるだけでなく、
WAV・WMAへのエンコードにも対応。高
速・高音質のMP3圧縮エンジンの搭載によ
り、通常の録音時間より短い時間で変換でき
ます。

• 録音した曲は、ミュージックライブラリ機能
で一括管理。以前から持っていた音楽ファイ
ルも、これからはスマートに管理

プレイリスト機能を使えば、好みの曲順で聞
けるだけでなく、アーティスト別・アルバム
別などに登録して、その日の気分で聞き分け
ることも可能です。

• CDDB2（CD情報データベース）にも対応

インターネットにアクセスできる環境があれ
ば、音楽CDのタイトル情報を検索・取得で
きます。もちろん、入力は日本語でも英語で
も可能です。
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MP3（MPEG Audio Layer3）ファイルとは?

音楽ファイルの圧縮フォーマットのひとつ。
Windowsの代表的な音楽ファイル形式WAVEなどと比較すると、ファイル容量が1/10
程度に圧縮され、音質の劣化が少ないのが特長といわれています。

WAVファイルとは?

Windowsで標準的な音楽ファイルの形式。WAVEファイルと同じ。
音声データをサンプリングして、パソコン用のデータとして保存したファイルのことで
す。

WMA（Windows Media Audio）ファイルとは?

Microsoft社が開発した音楽ファイルの圧縮フォーマットのひとつ。
音楽CD並みの音質と、デジタル著作権を主張できることが特長になっています。

付属のCD-ROMを使ってみる
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USBマルチメディアアンプが正常に動作しないときは、この表を参考にしてお調べください。これら
の処理をしても直らないとき、これ以外の症状のときは、電源コードをコンセントから抜いて「お名
前」「おところ」「電話番号」「製品名（MA-500U）」「故障状況」をできるだけ詳しくお買い上
げいただいたお店、または当社サービスステーションまでご連絡ください。

故障かな？と思ったら

症状 原因 処置

電源が入らない。

電源は入るが、音が出
ない。

リモコン操作ができな
い。

• 電源コードがコンセントか
ら抜けている。

• 外部ノイズが本体内部のマ
イコンに影響した。

• 後面のPOWER（主電源）
スイッチがOFF（オフ）に
なっている。

• 音量が下がっている。

• ミューティング機能がはた
らいている。

• ピンコードやスピーカー
コードの接続が正しくな
い。

• マイコンが誤動作してい
る。

• 再生している機器が入力
ソースとして選ばれていな
い。

• ヘッドホンが接続されてい
る。

• リモコンに電池が入ってい
ない。

• 電池の寿命がなくなってい
る

• リモコン受光部が障害物で
ふさがれている。

• 電源コードをコンセントに差し込んでください。
（�16ページ）

• 電源プラグを一度コンセントから抜き、5秒以上たっ
てから再度コンセントに差し込んでください。

• ON（オン）にしてください。（�16ページ）

• VOLUMEつまみで音量を調整してください。
（�17ページ）

• リモコンのMUTINGボタンを押してミューティング
機能を解除してください。（�18ページ）

• もう一度接続してください。プラグやコード類はしっ
かりと接続してください。（�14、15ページ）

• 電源プラグを一度コンセントから抜き、5秒以上たっ
てから再度コンセントに差し込んでください。

• 入力ソースを再生している機器にしてください。
（�17ページ）

• ヘッドホンをはずしてください。（�18ページ）

• 乾電池を新しく入れてください。（�9ページ）

• 新しい乾電池と交換してください。（�9ページ）

• 障害物を取り除いてください。
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症状 原因 処置

デジタル出力が外部機
器に入力されない。

雑音が多い。

• 外部機器との接続に問題
がある。

• テレビなど強い磁気を帯び
たものの近くに置いてい
る。

• 各入出力端子の接続が不完
全。

• 外部機器と確実に接続されているかどうかお確かめく
ださい。外部機器に問題がない場合はケーブルをお確
かめください。（�14、15ページ）

• テレビなどから十分に離して置いてください。

• 確実に接続してください｡（�14、15ページ）

USB接続したとき

症状 原因 処置

パソコンが機器を認識
しない。

音声が出ない。

左右の音量バランスがか
たよっている。

• 接続が不完全。

• 接続しているハブに問題
がある。

• デバイスの一部を認識し
ない。

• ミュートされている

• 出力レベルが小さい

• 他の音声出力デバイスが
使用されている。

• バランスが中央に設定され
ていない。

• 「パソコンを接続する」を参照（21ページ）して、
USBケー ブ ルを通じて本機をパソコンに確実に接続
してください。

• パソコンのUSBポートに直接接続することをお勧め
しますが、ハブを経由して接続する場合は、ハブが動
作して いるかどうかをハブの取扱説明書にしたがって
確認してください。

• USBケーブルを抜き、15秒ほど待って再接続してみ
てください。システムが不安定になっている場合は再
起動を試してください。

• （Windows）ボリュームコントロールを開き、
ミュートのチェックをはずしてください。
（�27ページ）
（Macintosh）コントロールパネルの「サウンド」
を開いて、消音のチェックをはずしてください。
（�29ページ）

• （Windows）ボリュームコントロールを開き、ボ
リュームを調整してください。（�27ページ）
（Macintosh）コントロールパネルの「サウンド」
から「スピーカ」を開いてバランスを調整してくださ
い。

• （Windows）オーディオデバイスを確認してくだ
さい。（�24ページ）
（Macintosh）デバイスを確認してください。
（�28ページ）

• ボリュームコントロールを開き、バランスを調整し
てください。（�27、29ページ）

故障かな?と思ったら
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本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、ま
た静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、スタンバイ状態にしたあとPOWERスイッ
チを「OFF」にして一度本機の電源を切り、15秒ほど待って再度POWERスイッチを「ON」にしてから
STANDBY/ONボタンを押して電源を入れてください。

製品の故障により、正常に録音ができなかったことによって生じた損害（CDのレンタル料等）につい
ては保証対象になりませんので、大事な録音をされるときには、あらかじめ正しく録音できることを
確認の上、録音を行ってください。

※ マイコンのリセットについて
本機のPOWER（主電源）スイッチをOFFにして再度ONにすると、初期化されると同時にスタン
バイ状態になります。

症状 原因 処置

CD-ROMドライブから
の音声が出力されない。

ゲームのBGMが出力さ
れない。

音が途切れる。

• CD-ROMドライブがデジ
タル音声出力に対応して
いない。

• BGMにCD出力が使用され
ている。

• 音声出力、入力中に負荷の
かかる作業を行っている。

• 音声出力、入力中に他の
USB機器を抜き差しした。

• CPUの処理が再生に追い
ついていない｡

• DVD再生時、グラフィック
カードのハードウェア再生
支援機能を持っているPC
で、機能が動作していな
い。

• システムがCD-ROMドライブからのデジタル音声ス
トリームに対応していない場合、USB経由ではCD-
ROMドライブから出力された音声は出力されませ
ん。このような場合は、CD-ROMドライブの音声出
力（ヘッドホン出力等）をライン入力に接続し、音量
を適当な値に調節してください。

• 上記の「CD-ROMドライブからの音声が出力されな
い」の項目を参照してください。

• CPUに負担のかかる作業は控えてください。

• 音声の再生中に他のUSB機器を抜き差しすると、音
声が途切れることがあります。

• CPUが推奨スペックを満たしていない場合は、期待
した性能を発揮できない場合があります｡また､CPU
が推奨スペックを満たしている場合でも、CPUが非
常に高負荷の状態である場合には音が途切れることが
あります｡この場合は、他のアプリケーションをすべ
て終了させてください｡

• 「システムのプロパティ」から「デバイスマネー
ジャ」を開き、ディスクドライブの中から音楽ファイ
ルを保存しているハードディスクとCD-ROMドライ
ブをダブルクリックしてプロパティを表示し、設定タ
ブをクリックして、オプションのDMAチェックボッ
クスにチェックを入れてください。

• DVDプレーヤーソフト側でハードウェア再生支援機
能を有効にしてください。

故障かな?と思ったら
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定格出力 1kHz： 15W＋15W（ANALOG 1→SP OUT 4Ω（EIAJ））

全高調波ひずみ率： 0.2%（ANALOG 1→SP OUT 4Ω 1kHz 5W出力時）

入力感度／インピーダンス： 150mV/50kΩ（ANALOG IN 1）
75mV/50kΩ（ANALOG IN 2）

定格出力／インピーダンス： 200mV/2.5kΩ（ANALOG OUT）

周波数特性： 20～20kHz/±3dB（ANALOG IN 1→SP OUT 4Ω 1W出力時）

SN比

（IHF-A、入力ショート）： 100dB（ANALOG IN 1→SP OUT 4Ω）

トーンコントロール： +8/－6dB（TREBLE 10kHz）

アコースティックプレゼンス：＋7dB（82Hz）

ミューティング： －65dB

電源： AC100V、50/60Hz

消費電力： 25W（電気用品安全法技術基準）

待機電力： 6W

外形寸法（幅×高さ×奥行）： 110×245×256mm

質量： 3.3kg

性能および外観は、性能向上のため予告なしに変更することがあります。

主な仕様
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■ 保証書
この製品には保証書を別途添付していますので、
お買い上げの際にお受け取りください。
所定事項の記入および記載内容をご確認いただ
き、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■ 調子が悪いときは
意外な操作ミスが故障と思われています。
この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、
お調べください。本機以外の原因も考えられま
す。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調
べください。それでもなお異常のあるときは、た
だちに電源プラグを抜いてから、修理を依頼して
ください。

■ 保証期間中の修理は
万一、故障や異常が生じたときは商品と保証書をご
持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店または、当
社サービスステーションにご依頼ください。
詳細は保証書をご覧ください。

■ 修理を依頼されるときは
「おところ」「お名前」「電話番号」「製品名
(MA-500U)」「故障または異常の内容」をでき
るだけ詳しく、お買い上げ店または当社サービス
ステーションまでご連絡ください。

■ 保証期間経過後の修理は
お買い上げ店または当社サービスステーションに
ご相談ください。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致します。

■ 補修用性能部品の保有期間について
当社では本機の補修用性能部品を製造打ち切り後
最低8年間保有しています。この期間は経済産業
省の指導によるものです。性能部品とはその製品
の機能を維持するために必要な部品です。保有期
間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場
合がありますので、お買い上げ店または当社サー
ビスステーションにご相談ください。

修理について
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オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内

2003年4月現在　お客様相談窓口・修理窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがございますのでご了承ください。
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