
テレビ用スピーカシステム
TW-D77OPT　取扱説明書

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。

光音声入力選択ボタン
(光音声入力に切り替える )

電源ボタン
(本機の電源をオン /オフする )

オートパワーボタン
(テレビの電源に連動する
　機能をオン /オフする )

アナログ音声入力選択ボタン
(アナログ音声入力に切り替える )

音量－ボタン
(音量を下げる )

ミュートボタン
(一時的に消音させる )

音量＋ボタン
(音量を上げる )

バスブーストボタン
(低音を増強させる )

グルーヴボタン
(一時的に音量を大きくする )

警告及び注意

付属品の確認
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。

□ステレオミニケーブル (L 型 / ストレートプラグ )2m×1　
□リモコン用リチウムボタン電池 (CR２０２５)×1
□スピーカー接続用ステレオミニケーブル1.5m×2 

□光デジタルケーブル 2m×１
□リモコン (TW-RM7OPT)×１
□電源アダプター (TW-AC5)×１
□取扱説明書 (保証書付き )×１

  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.　付属の電源アダプター以外は使用しないでください。
　　　電源アダプターの電源電圧はAC100V－240Vです。
  3．濡れた手で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
　　　(オ )　ほこりの多い所
　　　(カ )　不安定な場所
　　　(キ )　日光の当たる所
　　　(ク )　温度が急激に変化する所
  7.　ケーブルは根本までしっかりと挿してください。
  8.　ケーブルを抜くときはケーブルを引っ張らないでください。
  9.　光デジタルケーブルを折り曲げたり結んだりしないでください。
10.　電池の取扱にご注意ください。
　　　(ア )　電池内部から液もれした場合は、素手で液を触らないでください。
　　　(イ )　指定以外の電池を使わないでください。
　　　(ウ )　電池を分解しないでください。
　　　(エ )　電池を加熱したり火や水の中へ入れないでください。
　　　(オ )　電池の＋と－を間違えて入れないでください。
　　　(カ )　電池の＋と－をショートさせないでください。
　　　(キ )　電池と金属片を一緒に携帯、保管しないでください。
　　　(ク )　乳幼児が飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かないでく
                   ださい。
　　　(ケ )　万が一飲み込んだ場合は窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医
                   師に相談をしてください。
１1．ベンジン、シンナーなどで外装を拭かないでください。

準備する
１. リモコンに電池を入れる。（+ 表示に従い入れる）

①
②

②

+ 表示に従い電池を
入れてください。

①方向に押しながら②方向に
トレイを引き出してください

注　意

2. 接続する前に光デジタルケーブルの先端の保護キャップを必ずはずしてください。

カチッと音がするまで確実に接続してください。

光デジタルケーブルは折り曲げたり結んだりしないでください。
ノイズが出たり、音声が出ない原因となります。

音量表示ランプ
(音量の大きさを示す )

スタンバイランプ
(本機が電源オフ状態のとき点灯 )

電源ボタン
(電源をオン /オフする )

アナログ入力端子
(アナログ音声信号を入力する )

ヘッドホン出力端子
(ヘッドホンに音声を出力する )

入力切替ボタン
(音声入力を切り替える )

グル―ヴランプ
(点灯時：グルーヴが有効 )

オートパワーランプ
(点灯時：テレビの電源に連動 )

リモコン受光部
(リモコン信号を受信する )

アナログ音声入力ランプ
(点灯時：アナログ音声入力を選択 )

光音声入力ランプ
(点灯時：光音声入力を選択 )

音量－ボタン
(音量を下げる )

音量＋ボタン
(音量を上げる )

消音ランプ
(消音が有効時に点灯)

バスブーストランプ
(低音増強時に点灯 )

光音声入力端子
(光デジタル音声信号を入力する )

電源入力端子

左スピーカー端子
(左側スピーカーへ音声を出力する )

右スピーカー端子
(右側スピーカーへ音声を出力する )

各部の名称と働き

スピーカーケーブルを接続する 電源ケーブルを接続する

スピーカー 電源 光音声入力右 左

スピーカー 電源 光音声入力右 左

右スピーカー
（背面）

左スピーカー
（背面）

本機背面
本機背面

ステレオ
ミニケーブル
（付属） ステレオミニケーブル（付属）
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① 本機の右端子と右側に設置するスピーカーのスピーカー端子をステレオミニケーブル(付属 )で接続する。
② 本機の左端子と左側に設置するスピーカーのスピーカー端子をステレオミニケーブル(付属 )で接続する。

DCプラグ
ACプラグ

家庭用コンセント

① 電源アダプターのDCプラグを本機の電源入力端子につなぎます。
② 電源アダプターのACプラグを家庭用コンセントにつなぎます。

家庭用コンセントへの接続については、
他の機器との接続も含め、すべての接
続が終わってからコンセントにつないで
ください

メモ

スピーカー スピーカー

① ①②

②



スピーカー 電源 光音声入力右 左

トラブルシューティング

オートパワーがオン時、
本機の電源が連動オフ
しない(光音声入力）

オートパワーが
オン時、本機の
電源が勝手に落
ちる
（オーディオ入力）

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。

,保証書.

品番 TW-D77OPT
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

便利な機能

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

症状 原因 対応
電源が入らない 電源アダプターが正しく接続されて

いない。

テレビによって光デジタル信号が出続
けるものがある。

電源アダプターを正しく接続して
ください。

本機の音量が最小になっている。

オートパワーをオフにして、手動で
本機の電源をオフしてください。

リモコンのMUTEボタンで消音ラ
ンプを消灯させてください。

本機の音量を調整してください。

スピーカーケーブルの接続を確認
してください。

テレビ側の音声出力設定がオフ
になっている。

リモコンの電池が消耗している。リモコンで本機
が操作できない

音がひずむ

音が出ない

音量を上げすぎている。

仕　様

※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。

角型光デジタル（PCM: ～96kHz/24bit）
アナログ（φ3.5ステレオミニジャック）
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）
45Hz～２００００Hz
φ60mmコーン型フルレンジ　
φ55mm高能率フェライトマグネット
φ70㎜平面振動板
ステレオミニジャック
電源アダプタ：入力 100V-240V(50Hz/60Hz）
　　　　　　：出力 DC5.9V　2A
3.5W
スピーカ：113mm（W） x 162mm（H） x 117mm（D）
本体      ：106mm(W) x 180mm(D) x 39mm(H)
１．２5kg（本体、スピーカ×2）

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
ヘッドホン端子
電源

定格消費電力
外形寸法

重量

光デジタルケーブルを正しく接続
してください。

テレビ側のデジタル音声出力設定
を「PCM」に変更してください。

テレビ側の音声出力設定をオンに
してください。

適度な音量にしてください。

バスブーストを解除(オフ)してください。
電池を交換してください。

リモコンに電池が入っていない。 電池を入れてください。
リモコンが本機のリモコン受光部に向い
ていない。

リモコンを本機のリモコン受光部
に向けて操作してください。

本体から離れすぎている。
リモコンを本機のリモコン受光部
に近づけて操作してください。

本機のリモコン受光部に強い光（直射日
光や高周波蛍光灯）が当たっている。

本機のリモコン受光部に光が当た
らないようにしてください。

消音がオンになっている。
（消音ランプが点灯している。）

スピーカーケーブルがしっかり
ささっていない。

正しい入力を選択してください。別の入力を選択している。
光デジタルケーブルが接続され
ていない。

テレビ側のデジタル音声出力設
定が「PCM」以外になっている。

無音状態が続いている。 オートパワーをオフにしてください。

入力レベルが低い。 接続しているテレビの音量を上げ
て、本機の音量を下げる。
テレビの最大音量に対して
30～40％が目安です。

共通

光音声
入力

アナログ
入力

　≪テレビの電源オン /オフに連動して本機の電源をオン /オフさせるには≫
　　・リモコンのAUTO-POWER( オートパワー )ボタンを押す。
　　　本機のオートパワーランプが点灯し、電源連動が有効になります。テレビ電源をオフ
　　　にした時は、本機に入力される音声信号が一定時間なくなると本機の電源がオフとな
　　　ります (※)。
　　・もう一度ボタンを押すと、電源連動が解除されます。
　　　※本機の電源がオフとなるまでの目安時間
　　　光デジタル音声信号入力時：約5秒～3分 ( 接続する機器により異なります )
　　　アナログ音声信号入力時：約3分
　　　(接続するテレビによってはオートパワーが機能しない場合があります )

　≪一時的に音量を大きくしたいときは≫
　　・リモコンの     ( グルーヴ) ボタンを押す。
　　　本機の      ランプが点灯し、音量が大きくなります。
　　　一時的に音量を上げたいとき ( 例：音楽番組の視聴で音量が足らないと感じたとき )
　　  にお使いください。

　≪スピーカーの低音をもっと強くしたいときは≫
　　・リモコンのBASS BOOST( バスブースト )ボタンを押す。
　　　本機のバスブーストランプが赤く点灯し、低音が増強されます。
　　・もう一度ボタンを押すとバスブーストランプが消え、通常音に戻ります。

　≪一時的に音を消したいときは≫
　　・リモコンのMUTE( ミュート )ボタンを押す。
　　　本機の消音ランプが赤く点灯し、音が消えます。
　　・もう一度ボタンを押すと、消音ランプが消え、元の音量に戻ります。

1．光デジタルケーブルでテレビの光音声出力端子と本機の光音声入力端子を接続する。
2．本機またはリモコンの電源ボタンを押し、電源を入れる (①)。
3．本機の入力切替ボタンまたはリモコンのOPTボタンを押す (②）。
　　本機の光音声ランプが点灯します (③)
4．本機または付属リモコンの音量+/－ボタンで音量を調節してください。

光デジタルケーブルでテレビの音を聴く場合、テレビ側のデジタル音声出力設定を
「PCM」にする必要があります。また、テレビの音量を最小にしてください。
「PCM」の設定についてはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
「PCM」以外の信号に設定すると音が出ないことがあります。

音量の増減に従って本機の音量表示ランプが点滅します。音量が最大になるとすべて
のランプが点灯し、最小のときはすべて消灯します。

テレビ

音声出力
(光デジタル )

光デジタルケーブル (付属 )
　ステレオミニケーブル (付属 )

光デジタルケーブルでテレビの音を聴く

メモ

注意

    ステレオミニケーブル (付属 ) を使って、テレビとつないだ場合、テレビのリモコン
    で音量調整ができます。
　 1．ステレオミニケーブル（付属）でテレビのヘッドホン /イヤホン出力端子と本機
　　　 のアナログ入力端子を接続する。
     2．本機またはリモコンの電源ボタンを押し、電源を入れる。
     3．本機の入力切替ボタンまたはリモコンのAUボタンを押す。
     4．本機側の音量+ボタンで音量を最大にして、テレビ側の音量ボタンでお好みの音量
　　　 に調節してください。

ヘッドホン端子に接続して音が出ない場合は、テレビのヘッドホン設定を確認してく
ださい。お使いのテレビの取扱説明書に従って設定を行ってください。

アナログ入力 ヘッドホン出力

テレビ

イヤホン

アナログケーブルでテレビの音を聴く
アナログ入力端子 ヘッドホン /イヤホン入力端子

(メーカーにより表記が異なります )

注意

お好きなヘッドホンを接続して聴くことができます。
１. ヘッドホン出力端子にヘッドホンのステレオミニプラグをしっかり差し込んでください。
　  ヘッドホンを接続するとスピーカーからは音が出なくなります。周りを気にせずに音楽
    をお楽しみください。
２. リモコンのVOL+/－ボタンまたは本機の音量+/－ボタンで音量を調整してください。

ヘッドホンで聴く

大きな音で長時間続けて聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。

アナログ入力 ヘッドホン出力

ヘッドホン接続端子

ヘッドホン

注意
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電源 入力切替 音量
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① ② ③
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