スピーカーシステム

取扱説明書

S-ST7-LR, S-ST9
このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきまし
て、まことにありがとうございます。本機の機能を十分に
発揮させて効果的にご利用いただくためにご使用の前にこ
の取扱説明書を最後までお読みください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになった後は保証書と一緒に保管してください。使
用中にわからないことや不具合が生じたとき、きっとお役
にたちます。

ご使用の前に
オーム

このスピーカーシステムの公称インピーダンスは、8Ω
です。負荷インピーダンスが4〜16Ωのステレオアンプ
(スピーカー出力端子に4〜16Ωの表示があるもの)へ接
続してお使いください。
スピーカーを過大入力による破損から守るため下記の
注意事項をお守りください。

安全に正しくお使いいただくために

÷ 許容入力以上の入力を入れない。
÷ ピンプラグの抜き差し時はアンプの電源をOFFにする。
÷ グラフィックイコライザーで高音を大幅に増強する場合、音
量を上げ過ぎない。
÷ 小出力アンプで無理に大きな音を出さない(アンプの高調波歪
が増え、トゥイーターを破損することがあります)。

絵表示について
この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
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。

設置上の注意
直射日光の当る場所や、暖房器具の近くには設置しな
いでください。キャビネットが変形したり、変色した
り、スピーカーが故障する原因となります。
スピーカーシステムは重いため、不安定な場所に設置
するのは大変危険ですのでおやめください

注意

絵表示の例

注意 本品をテレビの上に乗せる時は、安定に設置でき
ることを確認してください。もし安定でない場合
はテレビの上に乗せないでください。

記号は注意（警告を含む）しなければ
ならない内容であることを示していま
す。
記号は禁止（やってはいけないこと）
を示しています。

●記号は行動を強制したり指示する内容
を示しています。

ステレオアンプとの接続
1. ステレオアンプの電源スイッチを切ってください。
(POWER OFF)
2. スピーカーシステムの入力端子とステレオアンプのス
ピーカー出力端子を付属スピーカーコードでつなぎま
す。ª 端子は色付被覆コードで、· 端子は透明被覆
コードでつなぎます。

このスピーカーシステムは防磁設計(EIAJ)*ですのでパイオ
ニアコンポーネントディスプレイと組み合わせても色むら
を起こすことはありません。
他のテレビなどでは設置の仕方によっては色ムラを生じる
場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、
15~30分後再びスイッチを入れてください。その後も色
ムラが残るようならスピーカーシステムをテレビから離し
てご使用ください。

1 コードの被覆を
はがして先端を
まとめる

*「防磁設計(EIAJ)」とは(社)日本電子機械工業会(EIAJ)の
技術基準に適合したスピーカーシステムです。

透明被覆のコード
ステレオアンプのス
ピーカー出力端子の
·へ

注意
÷ 本機はスピーカー部に潤滑剤を使用しています。性能を
劣化させますので手や布で触れないようにお願いしま
す。もし潤滑剤が手についた場合は、すぐに中性洗剤で
洗ってください。
÷ 本品は音質向上のため、キャビネットに人造大理石を使
用しています。このため床に落としたり、硬い物をぶつ
けたりするとキャビネットが破損することがあります。
取り扱いには十分注意するようお願いします。

音のエチケット

2 ネジをゆるめ、コードを穴に差
し込んでからネジをしめる。

÷
÷
÷

色付被覆のコード
ステレオアンプの
スピーカー出力端
子のªへ

端子に接続した後コードを軽く引いて、コードの先端が端子へ
確実に接続されていることを確かめてください。不完全な接続
は、音がとぎれたり、雑音のでる原因となります。
コードの芯線がはみ出して、芯線どうしがふれたりするとステ
レオアンプに過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障す
ることがあります。
ステレオアンプへ接続したときに、片方(右または左)のスピー
カーシステムの極性(+、-)を間違ってつないだ場合、正常なステ
レオ効果が得られなくなります。

ステレオ再生のエチケット：ステレオの音量はあなたの心掛け次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間に
は小さな音でも隣近所へ通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞などには特に気を配りましょう。
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壁に掛けて使う場合
÷ このスピーカーシステムには壁掛用の金具がついていま
す。壁掛用としてご使用になる場合は落下などによる事
故のないよう十分注意してください。
÷ 取付け前に壁などを調べ、スピーカーシステムの重量に
十分耐える取付強度があることを確認してください。
÷ 強度等が不明の場合は、専門業者にご相談ください。
÷ 壁掛用金具を壁に取付けるためのネジは付属していませ
ん。柱や壁の強度や材質に合わせたものを使用してくだ
さい。
÷ 垂直な面に取付けてください。傾いているとゆるんだ
り、事故の危険があります。
組立、取付けの不備、取付け強度不足、誤使用、天災な
どによる事故損傷については、当社は一切責任を負いま
せん。
1. 壁掛用金具を壁に取付ける。
2. 付属のネジ（2本）をスピーカーの後面のネジ穴に取付
ける。

グリルネットの着脱
このスピーカーシステムは前面のグリルネットを取りはず
すことができます。グリルネットを着脱するときは、次の
ように行ってください。
1. はずすときはグリルネットの下側を両方の手で持ち、手
前に軽く引っぱってグリルネットの下側を外します。
2. 同じように、グリルネットの上側を手前に引っぱるとグ
リルネットは本体から外れます。
3. 取付けるときは、グリルネットの四隅にある突起部を本
体の穴に合せて、押し込みます。

バッジの回転
スピーカーの置き方に応じてバッジを回転させることがで
きます。
グリル面に対して、まっすぐにバッジを引き抜き、バッジ
を回転させてから差し込みます。

壁へのBRACKETの取り付け方で、スピーカーを水平
方向か下方向に10度振ることができます。
(水平方向)
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(下方向)

キャビネットのお手入れ

2
バナナプラグを使用する場合、バナナプラグは全長が
50mm以下のものを使用してください。

2

÷ ポリシングクロスまたは乾いた布でホコリやゴミなどを
軽く拭き取るようにしてください。
÷ 汚れがひどい場合は、約5〜6倍に薄めた中性洗剤を柔
らかい布に含ませて汚れを落とし、さらに乾いた布で湿
り気を拭き取ってください。家具用ワックスやクリー
ナーなどは表面を溶かしたり、変色させることがありま
すので使用しないでください。
÷ シンナーやベンジン、スプレー式の殺虫剤などが付着す
ると表面が溶けたり変色する場合がありますのでご注意
ください。
÷ 化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきんに添付
の注意事項をよくお読みください。

仕様
S-ST7-LR
形式 ... 位相反転式、ブックシェルフ型、防磁設計(EIAJ)*
スピーカー構成 ................................................. 2ウェイ方式
ウーファー ............................................ 8cmコーン型×1
トゥイーター .................................... 2.5cmドーム型×1
公称インピーダンス ......................................................... 8Ω
再生周波数帯域 ......................................... 85〜60,000Hz
出力音圧レベル ............................................. 84dB/W(1m)
許容入力
最大入力(EIAJ) ...................................................... 120W
クロスオーバー周波数 ................................................. 8kHz
外形寸法 ................ 106(幅)×152(高)×165(奥行)mm
重量 ..................................................................... 1.8kg(1個)
S-ST9
形式 ... 位相反転式、ブックシェルフ型、防磁設計(EIAJ)*
スピーカー構成 ................................................. 2ウェイ方式
ウーファー ............................................ 8cmコーン型×2
トゥイーター .................................... 2.5cmドーム型×1
公称インピーダンス ......................................................... 8Ω
再生周波数帯域 ......................................... 70〜60,000Hz
出力音圧レベル ............................................. 86dB/W(1m)
許容入力
最大入力(EIAJ) ...................................................... 150W
クロスオーバー周波数 ................................................. 8kHz
外形寸法 ................ 244(幅)×106(高)×165(奥行)mm
重量 ..................................................................... 3.1kg(1個)

この製品の修理については、最寄りのパイオニアサービスス
テーション、またはお買い上げの販売店にご相談ください。な
お、本機の補修用性能部品の※最低保有期間は、製造打切後8年
間です。
※
この期間とは通商産業省の指導によるもので、性能部品
とは本機の性能を維持するために必要な部品です。

付属品
名 称
スピーカーコード
壁掛金具
すべり止め**
取付ネジ
取扱説明書
安全上のご注意
保証書
ご相談窓口 ・
修理窓口のご案内

S-ST7-LR
2
2
2
4
1
1
1
1

S-ST9
1
1
1
2
1
1
1
1

÷ 上記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。
*「防磁設計(EIAJ)」とは(社)日本電子機械工業会(EIAJ)の
技術基準に適合したスピーカーシステムです。
** すべり止めは設置面の4隅に貼り付けてご使用くださ
い。ただし、設置面の状況によっては、すべり止め
の効果が不十分になる場合がありますので、すべり
やすい場所には設置しないでください。

お客様ご相談窓口( 修理に関しては別添「ご相談窓口･修理
窓口のご案内」参照 )
お客様相談センター
TEL03–3491–8181
技術相談窓口
◎札幌 TEL011–644–4779
◎大阪 TEL06–353–3705
◎仙台 TEL022–375–4417
◎広島 TEL082–228–2239
◎名古屋TEL052–532–1141
◎福岡 TEL092–441–8076
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この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

C 1997パイオニア株式会社 禁無断転載
<97F00ZF0L00>
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