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1. はじめに 

1.1. パッケージ内容 

� アンプ付きサテライトスピーカー 2 個 

� ジャック (オス) x 1 / RCA (オス) x 2 ケーブル 1 本 

� サテライトスピーカー間接続ケーブル 1 本 

� 電源ケーブル 1 本 

� ユーザーズマニュアル 

1.2. 仕様 

出力パワー (有効出力) � サテライトスピーカー:15 W RMS x 2 

合計電力 30 W RMS 

周波数応答 � サテライトスピーカー:60 Hz – 20 kHz 

特長 � 右スピーカー: 

- 左スピーカー接続用オーディオ出力 1 個 

- スピーカー背面にステレオ RCA 入力 1 個 (メインオーディオ入力用) 

- ボリュームコントロールつまみ 1 個 

対応機器: コンピュータ、テレビ、DVD プレーヤー、CD オーディオ、MP3 プレーヤー 
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1.3. 推奨事項 

- 落下を防ぐため、サテライトスピーカーは平らな場所に置いてください。 

- 内部の部品の破損を防ぐため、スピーカーキットは絶対に開けないでください。 

- このスピーカーキットは、温暖な環境での使用を想定して設計されています。 

- 火災や放電の危険を防ぐため、スピーカーキットを次の場所に近づけないでください: 

- 雨または湿度、およびその他の液体 (水、化学薬品など)、ヒーター、ストーブ、およびその他

の熱を発する器具 (アンプを含む)、および直射日光。 

- スピーカーキットに水滴や水がかからないようにしてください。 

- 液体が入った容器 (コップ、花瓶など) をスピーカーキットの上に置かないでください。 

- スピーカーキットを長期間使用しないときは、電源ケーブルを抜いてください。電源ケーブルを抜く

ときは、必ずケーブルではなくプラグを持って引っ張ってください。 

- コンセントに接続されたスピーカーキットの電源プラグは、必ずアクセスしやすい状態に保って 

ください。 

- クリーニングを行う前に、スピーカーキットを取り外してください。湿らせた布を使用してください。

エアゾールクリーナーは使用しないでください。 

- スピーカーキットの電源プラグは電源のオンオフに使われるため、常にアクセスしやすい状態に 

してください。 

- マーキングは、スピーカーの背面に記載されています。 

 

 

2. DJMONITOR 32 スピーカーキットを設置する 

2.1. スピーカーを配置する 

1. サテライトスピーカーを机の上に、モニターのどちらかの隣に置きます。この際、スピーカーは両壁

から 50cm 以上離してください。 

2. スピーカーを聴くポジションのほうに向け、このポジションから等距離に置きます。 
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2.2. スピーカーキットを接続する 

1. スピーカーキットに接続するオーディオソース (コンピュータ、テレビ、DVD プレーヤーなど) の電源

をオフにします。 

- 全体接続図: 

 

 

1: 右スピーカー 

2: 左スピーカー 

3: ON/OFF スイッチ 

4: 電源コネクター 

5: メイン入力用コネクター 

6: 右サテライトスピーカー用コネクター 

7: 左サテライトスピーカー用コネクター 
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- 右スピーカー (コントロール付き) 

 
8 : マスターボリューム コントロールつまみ 

9 : 電源 LED 

2.2.1. コンピュータとの接続 
- 付属のジャック (オス)/ RCA (オス x 2) ケーブルを使って、スピーカーキットのメイン入力 (右 

サテライトスピーカーの背面にある RCA コネクター) を、サウンドカードまたはコンピュータの 

マザーボードに搭載されたサウンドカードの、緑のフロントスピーカー用コネクターまたはフロント

出力用コネクターに接続します。 

2.2.2. ヘッドフォン用ジャックを備えたテレビとの接続 
- スピーカーキットのメイン入力 (右サテライトスピーカーの背面にある RCA コネクター) をテレビの

ヘッドフォン用ジャックに接続します。 

2.2.3. 左右オーディオ出力を備えた DVD プレーヤー/テレビとの接
続 
ジャック (メス)/RCA (オス x 2) ケーブルが必要です (付属していません。下の図 A を参照してください)。 

1. ジャック (オス)/RCA (オス x 2) ケーブルを、ジャック (メス)/RCA (オス) ケーブルに接続します。 

2. ジャック (メス)/RCA (オス x 2) ケーブルの白の RCA コネクターを、DVD プレーヤー/テレビの対応

するオーディオ出力端子に接続します。 
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3. ジャック (メス)/RCA (オス x 2) ケーブルの赤の RCA コネクターを、DVD プレーヤー/テレビの対応

するオーディオ出力端子に接続します。 

 

 

3. DJMONITOR 32 スピーカーキットを使用する 

1. 使用するオーディオソース (コンピュータ、テレビ、DVD プレーヤーなど) の電源を入れます。 

2. スピーカーキットの電源ケーブル (4) をコンセントに接続します。 

3. ON/OFF スイッチ (3) を「ON」にします。 

4. マスターボリュームを調整します。 
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1. 简介 
1.1. 包装清单 
� 2 个卫星功放音箱 
� 1 个插孔（公插孔）/ 双 RCA（公接头）电缆 
� 1 根卫星音箱之间的连接线 
� 1 根电源线 
� 用户手册 

1.2. 规格 
输出功率（有效功率） � 卫星音箱：2 x 15 W RMS 

总功率 30 W RMS 

频率响应 � 卫星音箱：60 Hz – 20 kHz 
特性 � 右音箱： 

- 1 个音频输出，用于连接左音箱 
- 1 个立体声 RCA 输入（位于音箱背部），用于连接主音频输入 
- 1 个音量控制旋钮 

用于搭配 PC、电视机、DVD 播放机、CD 播放机、MP3 播放器 

1.3. 建议 
- 请将您的卫星音箱放在平坦的表面上，以免出现音箱掉落的风险。 
- 切勿拆开音箱套装，因为这样有可能会损坏其内部组件。 
- 此音箱套装设计用于温和环境。 
- 为了预防火灾或放电风险，请使此音箱套装远离： 

- 雨水或湿气，以及所有液体（水、化学品或任何其他液体）， 
- 热水器、火炉之类的热源或任何其他产生热量的设备（包括功放）， 
- 直射阳光。 

- 切勿让此音箱套装接触水滴或溅起的水花。 
- 切勿在此音箱套装上放置任何盛装液体的容器（玻璃杯、花瓶...）。 
- 如果打算长时间不使用音箱，请拔掉电源线。要拔掉电源线，请握住电源线插头往外拉，

切勿直接拉电源线。 
- 确保音箱套装的电源插头连接到方便接触的电气插座上。 
- 在清洁之前，请先断开音箱套装的连接。使用湿布清洁，切勿使用喷雾清洁剂。 
- 音箱套装的电源插头用于切断设备供电，因此，必须始终便于操作。 
- 注意：长时间在最大功率下用耳机收听可能会损害用户的耳朵和听力。 
- 产品标识位于音箱背部。 
 



2. 安装 DJMONITOR 32 音箱套装 

2.1. 音箱的放置 
1. 将卫星音箱放在桌面上，显示器的每侧各放一只卫星音箱，卫星音箱与墙壁之间至少保留 

50 cm 的距离。 
2. 将两只卫星音箱与监听者等距放置，使音箱朝向收听位置。 

2.2. 连接音箱套装 

1. 关闭您希望音箱套装连接的音频源（PC、电视机、DVD 播放机）。 
- 总接线图： 

 
1： 右音箱 
2： 左音箱 
3： ON/OFF（开/关）按钮 
4： 电源连接器 
5： 主音频输入连接器 
6： 右卫星音箱连接器 
7： 左卫星音箱连接器 
  



- 右音箱（带控件）： 

 
8： 主音量控制旋钮 
9： 电源 LED 

2.2.1. 连接到 PC 
- 使用随附的插孔（公插孔）/ 双 RCA（公接头）电缆将音箱套装的主输入（位于右卫星 
音箱背部的 RCA 连接器）连接到独立声卡或计算机主板集成声卡上的绿色 FRONT 
SPEAKERS（前音箱）或 FRONT OUT（前输出）连接器。 

2.2.2. 连接到配备耳机插孔的电视机 
- 将音箱套装的主输入（位于右卫星音箱背部的 RCA 连接器）连接到电视机上的耳机插孔。 

2.2.3. 连接到配备左/右音频输出的 DVD 播放机/电视机 
需要母插孔 / 双 RCA 公接头电缆（未含，请见下图 A）。 
1. 将公插孔 / 双 RCA 公接头电缆连接到母插孔 / 双 RCA 公接头电缆。 
2. 将母插孔 / 双 RCA 公接头电缆上的白色 RCA 连接器连接到 DVD 

播放机/电视机上相应的音频输出。 
3. 将母插孔 / 双 RCA 公接头电缆上的红色 RCA 连接器连接到 DVD 

播放机/电视机上相应的音频输出。 

 



3. 使用 DJMONITOR 32 音箱套装 
1. 打开您希望使用的音频源（PC、电视机、DVD 播放机）。 
2. 将音箱套装的电源线 (4) 插接到电气插座中。 
3. 将 On/Off（开/关）按钮 (3) 设置为 ON（开）。 
4. 调节主音量。 
 
 
 
 
 
环保建议 
请遵守当地电气电子设备的回收法律。 
 
版权声明 
© 2019 Guillemot Corporation S.A. 保留所有权利。Hercules®（嗨 酷 乐）是 Guillemot Corporation 
S.A.（基利摩股份有限公司）的注册商标。特此确认，所有其他商标和品牌名称均为其各

自所有者的资产。插图不具约束力。 

技术支持 
http://support.hercules.com 
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