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アバニアクト

アバニアクト ブルートゥースプレイヤー

 保証書 兼 施工マニュアル（増設専用スピーカー）
安全上のご注意

この施工マニュアル及び製品には、製品を安全に正しくお使いい
ただき、お客様やほかの方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
ケガを負う可能性または物的損害の発生の可能性
が想定される内容を示しています。

絵表示の例

絵表示について

設置時の注意
•取り付けなどに不具合があると落下などの事故につながり大変危険で
す。組み立て、取り付けは必ず電気工事士資格を有する工事専門業
者へ依頼してください。
•取り付け前に天井や壁などを調べ、スピーカーシステムの質量に十分
耐える取り付け強度があることを確認してください。

•ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所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。
•直射日光の当たる場所や暖房器具の近くには設置しないでください。
スピーカーが変形または変色したり、故障する原因になります。

•取り付けには十分注意し、二人以上で作業してください。
•設置方法については裏面をご覧ください。
•本製品の近くにCRTモニターを設置しているときは、モニ
ターに色ムラが生じる場合があります。色ムラが生じると
きは、本製品からCRTモニターを離してください。
•本製品は一般屋内用です。屋外や水気または湿気の多
い場所では使用できません。絶縁不良による故障の可能
性があります。

安全に正しくお使いいただくために

注意

ABP-増-12-0

ご使用の前にこのマニュアルをお読みいただき、本製品を正しく設置・施工してください。
施工後は必ずお客様にこのマニュアルをお渡しください。

AC100V

VVF φ1.6/φ2.0 mm

本　体
（制御ユニット内蔵 Bluetooth Player）

専用スピーカー 本体含め、最大４スピーカーまで増設可能

※本製品は左記
　増設専用スピーカーです。

注意

Lch Rch Lch Rch

禁止（してはいけないこと）を示しています。

強制（必ず実行すること）を示しています。

設置の前に 設置場所

工事専門業者の方へ

●設置する場所（天井や壁など）に支柱、配線、または配管がないか確認し
てください。

●ハリ、照明、ドア、または窓などが障害にならないか確認してください。
　（製品高さ：95mm、製品最大外径：185mm）
●取り付け前に天井や壁などを調べ、スピーカーシステムの質量に十分耐
える取り付け強度があることを確認してください。
●本製品は天井や壁などの板厚5㎜～40㎜に対応しています。天井や壁など
の板厚がこの範囲にあることを確認してください。

●スピーカーを取り付ける前に、あらかじめスピーカーコードを設置場所まで
敷設しておいてください。

●本製品は防水仕様ではありませんので、浴室等多湿・水のかかる場所へ
の設置は絶対にお止め下さい。

●キッチン、ダイニング等においては、直接油のかからない場所への設置を
お願いします。油の付着により故障の原因となる場合があります。

設置前に
スピーカーコードを
敷設する。

設置前にACコードを
設置場所まで敷設する。

スピーカー
Lch

スピーカー
Rch

壁からの最低距離
を50cm以上確保。

スピーカーの設置間隔の推奨
距離は、1.5m以上

オーディオ指向特性
約90度

天　井

室　内

壁

2.
4m

専用スピーカー側本体側

●本製品の通風孔などから、内部に金
属類や燃えやすいものなどを差し込
んだり、落とし込まないでください。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。

●本製品のカバーを外したり、改造した
りしないでください。内部には電圧の
高い部分があり、火災・感電の原因
となります。

警告
使用環境

●この機器に水が入ったり、ぬれたり
しないようにご注意ください。火災・
感電の原因となります。

使用方法

施工後は必ずお客様にこのマニュアルをお渡しください。
設置する前に下記のことを確認してください。



本体 － 増設専用スピーカー接続方法

スピーカーコードには
　推奨電線（VFF（SP）0.5sq）を
　使用してください。
剥きシロは制御側が8mm、
スピーカー側が11mmです。
ネジを外してカバーを取り外します。
制御側の端子台の（OUTPUT OP3+/OP4+）と、スピーカー側
の端子台の（＋）、制御側の端子台（OUTPUT OP3－/OP4－）
とスピーカー側の端子台の（－）を接続します。
矢印の部分をドライバーなどで押して、コードの先端を穴に差し込
んで固定します。

意
注

ドを軽く引いて、コード先端が端子へ確
実に接続されていることを確かめてください。接続が不完全です
と音が途切れたり、雑音の出る原因となります。

ドの芯線がはみ出して他の芯線と触れないようにし
て下さい。芯線どうしが触れているとアンプに過大な負荷が加
わって動作が停止したり、故障する恐れがあります。
ドと入力端子の極性（＋、－）を全チャンネルとも正しく接続し

てください。極性（＋、－）を間違って接続すると、正常なステレオ
効果やサラウンド効果が得られなくなります。

接続位置はカバー裏側の表示を参考にしてください。
コードを接続したら、カバーを再度取り付けます。

※推奨電線（VFF（SP）0.5sq）を
　使用してください。

増設専用スピーカー本体（別売）
制御側 ： 8mm
スピーカー側 ： 11mm

剥きシロ

※増設時はOP3＋/OP4＋
　を使用します。

寸法図

φ185（天井取り付けの為の最大寸法）

スピーカーコード
接続用端子台

90°

φ145

3
95

10

98

10

φ
16
5

φ
13
8.
5

最
大
距
離

50天
井
厚
さ
5.
5ま
で
対
応

71
.5

（単位：mm）

固定用ツメ

スピーカーコード
接続端子台

仕様

※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。

名称
品番
スピーカー
仕様

環境条件

外形

接続推奨
ケーブル
付属品

アバニアクト ブルートゥースプレイヤー
ABP-R-1S / 2S
密閉式、インシーリングタイプ
1ウェイ方式、φ70mmフルレンジHifiスピーカー内蔵
専用スピーカーボックス（低音バスレフ構造+音漏れ低減構造）
5W
6Ω
温度：5～35℃　相対湿度：20～80%（ただし結露なきこと）
温度：0～40℃　相対湿度：－20～80%（　　　〃　　　）
筐体：φ165mm×H98mm
グリル：φ138.5mm
0.6kg
スピーカーコード VFF（SP）0.5sq
　※最大線長25m以内　（25m使用時、出力減衰15%）
施工・取扱マニュアル×1部
グリル（メタルスピーカーネット）×個数分

型式
構成

定格入力
インピーダンス
動作時
梱包保管時
寸法

質量
スピーカー

第１条（保証内容）
　当社は、お客様が保証期間内に取扱説明書・本体刻印・その
他注意書きに従った正常な使用状態で本製品が故障した場
合には、本保証規定に基づき、お買い上げの販売店または当
社の指定する事業者が無償により代替品と交換致します。
第２条（保証依頼）
　お客様が本製品の保証を要求する場合、本製品を購入した
販売業者に本製品と本保証書をご提示下さい。お買い上げ
の販売店または当社の指定する事業者がこれらを確認の
上、代替品と交換致します。なお、回収致しました故障品の所
有権は当社に帰属致します。
第３条（免責）
１．以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は保証責任
を負いません。
①本保証書のご提示がない場合
②本保証書にご購入日・お客様名および販売店名の記入
のない場合
③本保証書の字句が改竄・追加された場合
④本製品の販売時点における科学または技術に関する知
見によっては、当社が瑕疵またはその原因を予測するこ
とができない場合
⑤当社の関与しない本製品の輸送・運搬中等に発生した衝
撃・落下等の外部的要因による場合

⑥取扱説明書に定められた使用方法に違反した場合

⑦お客様により本製品の分解・改造・補修・付属品取付等が
行われた場合

⑧火災・地震・台風・落雷等の天災地変、公害・塩害・静電気・
異常電圧などの外部的要因に起因する場合

⑨本製品の通常の自然消耗・変色等専ら材料の自然特性
または経年劣化による場合
⑩本製品に接続された別の機器・部材・ソフトウェアに起因
する場合

２．当社は、本製品の故障またはその使用によって生じた直接
損害、間接損害、データ損失のいずれに関しても、一切の
責任を負いません。

３．本規定に定める当社の責任は、本製品に対してのみ適用
されるものとし、当社は本製品以外の機器等に生じた不
良・損害等については一切の責任を負いません。

第４条（その他）
１．本製品に関する当社の責任は、本規定に記載された事項を
もって全てとし、当社はこれ以外に一切の責任を負いませ
ん。

２．本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
３．本保証書は、再発行しませんので、大切に保管して下さい。
４．保証期間内にご転居される場合は、事前にお買い上げの販
売店にご相談下さい。

５．本保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限
されるものではありません。

製 品 保 証 書
製品名/
型　式

フリガナ

お名前

ご住所　　　〒　　　－

店名・住所 　〒　　　－

電話番号（　　　　　　）　　　　　　－

電話番号（　　　　　　）　　　　　　－

様

保証
期間 ご購入日より 1年間ご購入日

年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

販売店/
工務店/
電気施工店

お 客 様

［保証規定］※必ずお読み下さい。

※お客様の個人情報は、本製品に関するご相談および修理等に関する対応に利用致します。

Abaniact BluetoothPlayer / 
ABP-R-1S / 2S

製造
番号

おことわり
本製品は日本国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。
日本国外で使用された場合、当社ではいかなる責任も負いかねます。
予告なく本書の一部または全体を修正・変更することがありますが、あらかじめ
ご了承ください。

L R L R

設置方法

設置方法については、本体セット（ABP-R-MS）同梱の施工マニュアルをご参照ください。

産機カンパニー ハウジング営業部

https://www.inaba.co.jp/abaniact/abp/

〒540 0012　大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル4F TEL.06-7669-1796
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