
USBパワードスピーカー

このたびはOlasonic 製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

2. 付属品
付属品を確認してください。付属品が足りないときや破損しているときは、お買い
上げ店またはOlasonic サポートセンターへご連絡ください。

□USBケーブル □ステレオミニケーブル □取扱説明書 (保証書付 )

4.USB再生 (パソコン設定 )

取扱説明書

4.USB再生 (接続および手順 )
パソコンと本機をUSB接続して、パソコンで再生した音楽を本機で聴くことができます。

【前から見た状態】

【後ろから見た状態】

左スピーカー 右スピーカー

左スピーカー 右スピーカーTW-S9

1. 特長
①96kHz/24bit までのハイレゾ音源の入力に対応
②2wayスピーカー (スーパーツィーターを装備 )により45kHz 以上の高域
　再生が可能
③12.5W+12.5W( ダイナミックパワー )のハイパワー出力 (SCDS方式 )
④パッシブラジエータをリア部に搭載しサイズを超えた重低音を再生
⑤卵形で理想的な高剛性ボディによりクリアで迫力あるサウンドを実現
⑥卵型スピーカーキャビネットの形状により音像の定位感と音の広がりを実現

4.USB再生 ( パソコン設定 )へ→

4.USB再生 ( 音量調整 )へ→ 4.USB再生 ( 音量調整 )へ→

再生前に以下の手順に従って、パソコン上の音声出力機器がOlasonic TW-S9
になっていること、および音量設定が正しく設定されていることを確認してくだ
さい。Olasonic TW-S9が選択されていなかったり、音量が最小になってい
ると本機から音声が出力されません。

【Windows 8.1/Windows8の場合】
①ホーム画面から [デスクトップ ]を選択します。
②『Windows』キーと『X』キーを同時に押し、メニューから [コントロールパネル ]を選択します。
③[ハードウェアとサウンド ]－[ サウンド ]を選択します。
④サウンド画面の [再生 ] タブを選択し、Olasonic TW-S9 -[ 規定値に設定 (S)] を選択します。
⑤Olasonic TW-S9を右クリックし、[プロパティ (P)] を選択します。
⑥プロパティ画面の [レベル ] タブを選択し、スピーカーの音量を最大値 (100) に設定します。 ⑥[ 適用 ]-[OK] を選択し、画面を閉じます。 

⑦[ ハードウェアとサウンド ]-[ サウンド ]下にある [システム音量の調整 ]を選択し、音量
　ミキサー画面を表示します。
⑧音量ミキサー上の再生アプリケーション (Windows Media Player 等 ) の音量を最大に
　します。消音(ミュート)になっている場合は、再生アプリケーションの消音(ミュート)
　を解除してください。
⑨「×」をクリックし、音量ミキサー画面を閉じます。

⑦[適用 ]-[OK] を選択し、画面を閉じます。 
⑧[ ハードウェアとサウンド ]-[ サウンド ]下にある [システム音量の調整 ]を選択し、音量
　ミキサー画面を表示します。
⑨音量ミキサー上の再生アプリケーション (Windows Media Player 等 ) の音量を最大に
　します。消音(ミュート)になっている場合は、再生アプリケーションの消音(ミュート)
　を解除してください。
⑩「×」をクリックし、音量ミキサー画面を閉じます。

4.USB再生 (パソコン設定 )

① Olasonic TW-S9 のプロパ
　ティ画面を表示し、　[詳細 ] タ
　ブを選択します。
②[規定の形式 ]の▼をクリックし、
　ドロップダウンメニューから再
　生する音楽ファイルと同じサン
　プリングレート、ビットレート
　を選択します。
③[適用 ]-[OK] で画面を閉じます。

出力サンプリングレートとビットレートの設定

「ASIO」ドライバーや「WASAPI」( 排他モード )による再生時は、Windows内の
音声データの集約処理を行うオーディオエンジン (カーネルミキサー )をバイパスす
るため、ここでの設定は反映されません。

メモ

電源の入ったパソコンに本機と接続しているUSBケーブルを差すと、本機の
電源が自動的にオンします。

メモ

スピーカー表示が　　　(ミュート )に

なっていると音がでません。その場合は、

　　　を1回クリックし、        ( ミュー

ト解除 )にしてください。

注意

再生する音楽ファイルと同一のサンプリングレート、ビットレートに設定することで、
システムによる変換を回避し、音楽ファイルの同一性を保ったまま再生することがで
きます。サンプリングレートが96kHz までの音楽ファイルにおいて、同一のサンプ
リングレート、ビットレートに設定することができます。

スピーカー表示が　　　(ミュート )に

なっていると音がでません。その場合は、

　　　を1回クリックし、        ( ミュー

ト解除 )にしてください。

【Windows7/Vista の場合】
①スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル ]を選択します。
②[ハードウェアとサウンド ]－[ サウンド ]を選択します。
③サウンド画面の [再生 ] タブを選択し、Olasonic TW-S9 -[ 規定値に設定 (S)] を選択します。
④Olasonic TW-S9を右クリックし、[プロパティ (P)] を選択します。
⑤プロパティ画面の [レベル ] タブを選択し、スピーカーの音量を最大値 (100) に設定します。

注意

警告及び注意3.
  １. 異常、故障時は直ちに使用を中止し、お買い上げ店またはOlasonic サポートセンター
    へご連絡ください。
  ２. 本機を分解しないでください。故障の原因になります。内部の点検や修理のときは
    お買い上げ店またはOlasonic サポートセンターへお問い合わせください。
  ３. 本機を下記の場所に置かないでください。
    ( ア ) 浴室 ( イ ) 海岸 ( ウ ) 水辺 ( エ ) 雨や霧がかかる所 ( オ ) 不安定な所
    ( カ ) 日光が当たる所 (キ ) 車内など温度が急激に変化する所
  ４. ケーブルのプラグとジャックは最後まで確実に差し込んでください。
  ５. ケーブルのプラグとジャックを抜く時にはケーブルを引っ張らないでください。
  ６. ベンジン、シンナーなどで外装を拭かないでください。 
  ７. スピーカーユニットを指などで触らないでください。
  ８. USBハブを経由して接続しないでください。正常に動作しない場合があります。
  ９. 環境温度が急激に変化したときに、本機に結露が発生することがあります。
    正常に動作しないときは、USBプラグを抜いて、しばらく放置した後にお使いください。

《手順》
① 右スピーカーにある音量調節ダイヤルを手前に回し、音量を最小にする。
② 右スピーカー背面にある“SPEAKER”にステレオミニケーブル (付属 ) の
　 片側のプラグをつなぐ。
③ ステレオミニケーブル (付属 ) のもう片側のプラグを左スピーカー背面にある
　 “SPEAKER”につなぐ。
④ USBケーブル (付属 ) の B端子を右スピーカー背面にある“USB”につなぐ。
⑤ USBケーブル (付属 ) の A端子をパソコンのUSB端子につなぐ。

USBケーブル (付属 )

A端子

B端子

パソコン

パソコン

ステレオミニケーブル (付属 )

USB
AUDIO IN SPEAKERSPEAKER

手前 (音量を下げる )

①

②④
⑤

③

初めて本機をパソコンにUSB接続するとドライバーソフトウェアのインストールが始まります。
パソコンによってはインストールが完了するまで時間がかかる場合があります。



9. 故障かなと思ったら
『音が出ない』などお客様から寄せられるご質問をOlasonicホームページ内の「よくある質問（FAQ）」に
まとめておりますので、ご参照ください。

メモ

4.USB再生 (音量調整 )

7. 商標
・Mac OSは米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
・Microsoft およびWindows、Windows Vista、Windows7、Windows8、
  Windows8.1 は、米国Microsoft Corporation の米国およびその国における商標です。
・Microsoft とそのロゴ、Windows、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporation
  の米国およびその他の国における商標です。

※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。

・アナログ接続による音声をお楽しみいただくには、USB接続による本機への電力
　供給が必要です。パソコンとUSB接続して電力供給する以外に、モバイルバッテ
　リーやUSB充電対応ACアダプター (推奨1.9A以上 ) による電力供給を行うこ
　とができます。

出力サンプリングレートとビットレートの設定

注意

再生する音楽ファイルと同一のサンプリングレート、ビットレートに設定することで、
システムによる変換を回避し、音楽ファイルの同一性を保ったまま再生することが
できます。サンプリングレートが96kHz までの音楽ファイルにおいて、同一のサ
ンプリングレート、ビットレートに設定することができます。

『消音』のチェックボックスにチェックが入っていると音が出ません。
チェックが入っている場合はチェックを外してください。

注意

①本機の音量調整ダイヤルを手前に回して、音量を最小
　にします。音量を最小にしておくことで再生時に突然
　大きな音が出ることを防ぐことができます。

音楽再生アプリケーションの音量
が小さかったり、消音 (ミュート )
になっていると、本機の音量調整
ダイヤルで音量を上げても大きく
なりません。

奥 (音量を
　 上げる )

手前 ( 音量を下げる )
②パソコン上の音楽再生アプリケーション (Windows 
　Media Player や iTunes など ) を起動します。
③音楽再生アプリケーション上の音量を最大値に設定します。

④音楽再生アプリケーションの再生を開始します。

⑤本機の音量調整ダイヤルを奥に回し、音量を上げます。適度な音量で再生を
　お楽しみください。

注意

5. アナログ再生 (音量調整 )
①本機の音量調整ダイヤルを手前に回して、音量を最小にします。

音楽再生アプリケーションの
音量が小さかったり、消音 (
ミュート )になっていると、
本機の音量調整ダイヤルで
音量を上げても大きくなり
ません。

②音声出力機器側の音量が最大になるまで音量を上げます。 注意

再生時に本機の電源
がオンしていないと
スピーカーから音が
出ません

注意

③音声出力機器の音楽再生を開始します。
④本機の音量調整ダイヤルを奥に回し、音量を上げます。
　適度な音量で再生をお楽しみください。

6. 本機の電源オン /オフ

5. アナログ再生 (接続および手順 )
ポータブル機器など外部音声出力端子がある機器の音声を本機で聴くことができます。

本機の電源ボタンを押すことで、パソコンにUSB接続したまま本機の電源をオンまたはオフ
することができます。

5. アナログ再生 (音量調整 )へ→

《手順》
① 右スピーカーにある音量調節ダイヤルを手前に回し、音量を最小にする。
② 右スピーカー背面にある“SPEAKER”にステレオミニケーブル (付属 ) の
　 片側のプラグをつなぐ。
③ ステレオミニケーブル (付属 ) のもう片側のプラグを左スピーカー背面にある
　 “SPEAKER”につなぐ。
④ 右スピーカー背面にある“AUDIO IN”にステレオミニケーブル (市販 ) の片方
 のプラグをつなぐ。
⑤ ポータブル機器のライン出力端子にステレオミニケーブル (市販 ) の片方
 のプラグをつなぐ。
⑥ USBケーブル (付属 ) の B端子を右スピーカー背面にある“USB”につなぐ。
⑦ USBケーブル (付属 ) の A端子を電源の入ったパソコンのUSB端子につなぐ。

①

②④
⑤

③

4.USB再生 (パソコン設定 )

4.USB再生 ( 音量調整 )へ→

型番
カラー
形式
スピーカ・ユニット /マグネット
スーパーツィーター /マグネット
パッシブラジエータ
オーディオ入力
入力音声フォーマット
USB接続環境
アンプ方式
最大出力
周波数特性
電源
消費電力

外形寸法
重量
付属品

TW-S9(W)
パールホワイト
アクティブスピーカー
Φ60mm コーン型フルレンジ /Φ55mm フェライトマグネット
Φ25mm ソフトドームツィーター /Φ20mm超強力マグネット
Φ70mm 平面振動板
USB(Type B)、AUDIO IN(Φ3.5 ㎜ステレオミニプラグ )
USB：～96kHz/24bit( リニアPCM)
Mac　OS X　10.1 以降 、Windows Vista/7/8/8.1
スーパーチャージド・ドライブシステム (SCDS)
12.5W+12.5W( ダイナミックパワー )
45Hz～50,000Hz( アナログ再生時 )、45Hz～45,000Hz(USB再生時 )
USBバスパワー　　推奨USB2.0 規格以上　
電源OFF時：0.001W以下
電源ON時：1.2W　最大出力時　5W
113mm(W)x162mm(H)x117mm(D) 
1100g
USB ケーブル (１ｍ)x1、ステレオミニケーブル (1.5ｍ)x1

TW-S9(T)
チタニウムグレー

8. 仕様

https://www.olasonic.jp/support

ポータブル機器

ポータブル機器

A端子

B端子

【前から見た状態】

【後ろから見た状態】

【前から見た状態】

左スピーカー 右スピーカー

左スピーカー 右スピーカー

左スピーカー 右スピーカー

USBケーブル (付属 )
※電源供給用

パソコン

パソコン

ステレオミニケーブル (付属 )

ステレオミニケーブル
(市販 )

・本機を接続しているパソコンの電源をオフにすると本機の電源も
　オフします。パソコンの電源をオンすると本機の電源もオンします。

・パソコンによっては電源をオフしても電源供給されている場合が
　あります。その場合は本機の電源ボタンで電源オフしてください。

電源オン (点灯 )

電源オフ (消灯 )

USB
AUDIO IN SPEAKERSPEAKER

①デスクトップ画面をクリックし、Finder をアクティブにします。
②メニューバーから [移動 ]-[ ユーティリティ ]を選択し、ユーティリティ項目から
　[Audio MIDI 設定 .app] を選択します。
③オーディオ装置画面の [出力 ] タブを開き、出力機器としてOlasonic TW-S9を選択します。
④[出力 ]タブの『フォーマット』でサンプリングレートとビットレートを選択し、画面を閉じます。

手前 (音量を下げる )

【Mac OSの場合】
①メニューバーのアップルマークから [システム環境設定 ]-[ サウンド ]を選択します。
②サウンド画面の [出力 ] タブを選択し、『サウンドを出力する装置の選択』から
　 Olasonic TW-S9 を選択します。
③『主音量』のスライダーを右にスライドして最大音量に設定し、画面を閉じます。
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