
薄型テレビ用スピーカー

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。

お問い合わせ窓口のご案内
・お客様から寄せられるよくあるご質問を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、ご参考にしてください。
　http://www.olasonic.jp/faq.html
・Olasonic サポートセンター
　メール： support@twa.co.jp
　電話： 03-6303-9814　受付日 : 月～金曜日 (祝日及び弊社の休業日を除く ) 
　　　　　　　　　　　　 　受付時間 :10:00～17:00

故障かな？と思ったら
下記の表にて、問題が解決できなかった場合は、 サポートセンターにご連絡ください。

症状 原因 対応

取扱説明書

仕様
TW-D6TV
オーディオイン (φ3.5 ステレオミニプラグ )
１０W＋１０W（ダイナミックパワー）
スーパーチャージド・ドライブ・システム（SCDS）方式
80Hz ～ 20,000Hz
Φ50mmコーン型フルレンジ
Φ55mm高能率フェライトマグネット
Φ53mm
AC電源アダプター ：入力　AC100V（50Hz/60Hz）
               ：出力　DC5.9V 2A
待機時 /0.3W以下、　最大出力時 /2.5W以下
87mm(W) ｘ 119mm(H) ｘ 87mm(D)
760g(AC電源アダプターを含まず )
AC電源アダプター、取扱説明書（保証書付き）

型番
オーディオ入力
アンプ出力
アンプ方式
周波数特性
スピーカーユニット
スピーカーマグネット
パッシブラジエーター

電源

消費電力
外形寸法
重量
付属品、同梱品

電源アダプターが正しく接続されてい
ない。

電源アダプターを正しく接続してください。

テレビの音量がMUTE（消音）になっ
ている。

テレビの音量のMUTE（消音）を解除して
ください。

テレビのイヤホン /ヘッドホン端子に
差してある左側スピーカーのオーディ
オケーブルのプラグが抜けかかっている。

オーディオケーブルのプラグをテレビのイヤ
ホン /ヘッドホン端子にしっかり差し込んで
ください。

左側スピーカーのオーディオケーブル
のプラグがテレビのイヤホン /ヘッド
ホン端子に差さっていない。

左側スピーカーのオーディオケーブルのプラ
グをテレビのイヤホン /ヘッドホン端子に差
してください。

テレビの音量が最小になっている。 テレビの音量を調整してください。

音が出ない。

テレビの音量を上げすぎている。 適度な音量にしてください。

音量を調整できない

テレビの［音声出力設定］を「オン」にし
てください。

片方のスピーカーから
音が出ない

音がひずむ

テレビのイヤホン /ヘッドホン端子
に差してある左側スピーカーのオー
ディオケーブルのプラグが最後まで
差さっていない。

右側スピーカーケーブルのプラグが
左側スピーカーケーブルのジャック
に最後まで差さっていない。 ,保証書.

品番 TW-D6TV
シリアルナンバー

お名前

ご住所 〒

販売店名・住所・TEL

保証期間　１年
お買い上げ年月日　　　　　年　　　月　　　日

保証規定
１）保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り
　　品質を保証しております。
　　万一保証期間内で故障がありました場合は無償修理
　　いたしますので、保証書を製品に添えて弊社までお
　　送りください。
２）次のような場合は保証いたしかねます。
　　また保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
　　①保証書をご提示いただけない場合。
　　②保証書にご購入日が確認できる証明書（レシート
　　　・納品書など）、または販売店発行の日付の印刷
　　　された保証シールが貼っていない場合。
　　③所定の項目をご記入いただけない場合、
　　　あるいは字句を書きかえられた場合。
　　④お客様ご自身による改造または修理があると判断
　　　される場合。
　　⑤故障の原因が取扱い上の不注意によると判断され
　　　る場合。
　　⑥天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部
　　　要因による故障及び損傷
　　⑦輸送途中の事故による故障及び損傷
３）保証書は再発行いたしませんので大切に保管してく
　　ださい。
４）修理依頼品を郵送、または持参される場合の料金及
　　び諸掛かりはお客様のご負担となります。
５）保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は
　　弊社までお問合せください
６）保証書は日本国おいてのみ有効です。

TEL

東京都品川区西五反田7-18-2 ワッティービル 4Ｆ
TEL: 03-6303-9814
受 付 日 ：月～金曜日(祝日および弊社の休業日を除く)
受付時間：10:00～17:00　
mail    support@twa.co.jp
URL   http://www.olasonic.jp/

株式会社 東和電子
TowaElectronics

販
売
店

お
客
様

070-0018-00

テレビの［音声出力設定］が「オフ」
になっている。

※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。

特長
TW-D6TV は Olasonic の高音質技術を活かし、「小型」「高音質」「省電力」を実現した
薄型テレビ用スピーカーです。
これまでテレビの音質に満足できなかったお客様にも高音質でお楽しみいただけ、またテレ
ビのイヤホン /ヘッドフォン端子に差すだけで誰でも簡単に高音質なテレビ音声をお楽しみ
いただけます。

付属品の確認
AC電源アダプターなどの付属品があります。箱から出したら付属品が全てそろっている
か確認してください。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。

□AC電源アダプター                　　　□取扱説明書 (保証書付き )  ( 本書 )

  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. 付属のAC電源アダプター以外は使用しないでください。
　　　AC電源アダプターの電源電圧はAC100V です。
  ３. 濡れた手でAC電源アダプターに触れないでください。感電する危険があります。
  ４. 長時間ご使用にならないときはAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。
  ５. 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。
  ６. 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
  ７. 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。
  ８. 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。
  ９. 不安定な場所には置かないでください。
１0. ベンジン、シンナーなどで外装を拭かないでください。
１１. スピーカーユニットを指などで触らないでください。

警告及び注意

① テレビの音量を下げる。

② 右側スピーカーケーブルのプラグを左側スピーカーケーブルのジャックに
　   しっかりと差し込む。ケーブルが３本ある方が左側スピーカーです。

③ 左側スピーカーのオーディオケーブルのプラグをテレビのイヤホン /ヘッド
　   ホン端子にしっかりと差し込む。
　
　   イヤホン /ヘッドホン端子は、メーカーによって音声出力 /イヤホン /ヘッド
　　ホーン端子 /　　など記載方法が違っています。
　   詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。

④ 左側スピーカーのAC電源アダプター用ケーブルのジャック部をAC電源アダ
　   プターのプラグ部にしっかりと差し込む。

⑤ AC電源アダプターをコンセントにしっかりと差し込む。

オーディオケーブルのプラグをテレビのイ
ヤホン /ヘッドホン端子にしっかり差し込
んでください。

右側スピーカーケーブルのプラグを左側スピ
ーカーケーブルのジャックにしっかりと差し
込む。

接続および手順

全ての接続をした後にAC電源アダプター
をコンセントに繋いでください。

①

②

③

⑤ ④

《テレビの側面
    または背面》

ヘッドホン /
イヤホン端子

イヤホン

右

左

音声

ビデオ
入力3

TW-D6TV

左側スピーカーのスピーカーケーブルのジャックにオーディオケーブルの
プラグを差さないでください。ノイズが出る場合があります。　　

使い方
１. テレビの電源を入れ、お好きな番組を選択する。
　  本機のスピーカーからテレビの音声が出力されます。
２. ご使用のテレビのリモコンのVOLボタンを使って、お好みの音量でお楽しみください。 
3. テレビの電源をオン /オフすると、本機は自動的に電源をオン /オフします。
　 本機には電源スイッチはありません。

●  テレビによっては、テレビの電源オンまたは電源オフ時にノイズが発生する場合があります。

テレビの［音声外部出力設定］が
「固定」になっている。

テレビの［音声外部出力設定］を「可変」
にしてください。


