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MASK2 取扱説明書

※　日本語の取扱説明書 と 英語の Instruction Manual の記載に
　　齟齬がある場合、英語の Instruction Manual を優先とします。
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安全上のご注意

ご使用前に本書をよくお読みください。無駄のない設置手順と
優れた音質を得るために必要な製品情報を記載しています。 

• ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いいただく
とともに、今後のために大切に保管してください。

• スピーカーの配線は、ケーブルに傷が付かないよう十分ご注意
ください。ケーブルが傷付くと、音質の劣化やアンプの故障だ
けでなく、ケガや感電などの危険があります。

• スピーカーに電源ラインを接続しないでください。スピーカー
が破損し、火災に至る恐れがあります。

• 長期安定使用のため、適切な線径のケーブルをご使用ください。
• 極性が分かりやすい色表示のあるケーブルを使用し、システム

全体の極性を維持してください。
• マイクからのフィードバック（ハウリング）による大音量は、

スピーカーを故障させる可能性があります。
• お手入れは、乾いた布で拭き取るようにしてください。
• 暖房器具や熱を多く発生する機器の近くには設置しないでくだ

さい。
• メーカー指定のアクセサリー以外は、使用しないでください。
• スピーカーと取付金具の重量に十分耐えられる場所に設置し、

必要に応じて取付面への補強を行ってください。

• スピーカーの分解・改造・ご自身による修理はしないでくださ
い。痕跡が認められた場合、保証は無効となります。

• 業界で認められた取付工具や手法にて施工してください。
• 音量ムラを回避するため、適切な数量のスピーカーを、空間に

均一に配置してください。
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•   長時間に渡る大音量は、難聴などの深刻な症状を引き起こす
可能性があります。 

•   公共の場所で音を出す場合は、その場所や地域の条例を必ず
確認してください。

•   開梱後は直ちに本機の状態を確認し、本体に問題がある場合
は、すぐに配送業者までご連絡ください。

製品の保証については、各国代理店の条件に従います。

※ 日本国内の保証については、裏表紙をご参照ください。

• 本機は屋内使用専用です。
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製品の特長

• 普遍的でシンプルなデザイン

• 小さくて、かわいくて、設置しやすい

• 50 W RMS 入力
(150 Hz / 12 dB / オクターブ ハイパスフィルター使用)

• 2.5インチ ペーパーコーンウーファー

• 独創的な 縦 / 横 首振り可能な取り付けブラケット

はじめに

この度はMASK2をお買い上げいただき、ありがとうございます。
より小さく、よりかわいく、より簡単に…を追及した MASK2…
しかし、小さな外見からは想像できない能力を秘めています。
MASK2スピーカーは、MASKシリーズの音質を損なうことなく、
MASKらしいルックスと小型サイズをうまく実現しています。
MASK2は、どんなインテリアにも合うように設計されており、
さまざまなシチュエーションでご使用いただけます。
特に、マルチルームオーディオシステム、会議室、ショップなど
あらゆる空間で人気を得ています。
すべてのMASKシリーズと同様に、インストーラーに優しく、
真の音楽好きのために設計されています。
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スピーカーの取り付け

1. スピーカーの中心をリスニングエリア
の中心に向けることをお勧めします。
ブラケットを壁または天井に取り付け
る前に、スピーカーとブラケットを仮
組みして取付予定場所に当て、スピー
カーが所望の角度になるかを確認して
ください。次に仮組みのスピーカーを
外し、ブラケットをテンプレートの代
用にして取付穴の位置を決定し、穴を
開けます。

2. ブラケットを表面に取り付けます。
レンガ壁用のウォールプラグが同梱さ
れています。壁の材質によっては、他
のウォールプラグが必要になる場合が
あります。

3. すべてのネジをしっかりと締めたら、
付属のネジカバーを所定の位置に嵌め
込みます。
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4. スピーカーの角度は、ブラケットの土
台の位置と半球上にあるHフックの位
置によって決まります。Hフックの中
央のネジは、工場出荷時には、スピー
カーを取り付けているかどうかに関わ
らず、Hフックを動かせられるように
調整されています。中央のネジを調整
してHフックを回転させ、所望の角度
でしっかりと締めて固定します。

5. スピーカーの背面にあるゴム製の保護
ピースをスライドさせて外し、スピー
カーをHフックにスライドさせて嵌め
込みます。ゴム製の保護ピースを戻し、
スピーカーをロックして固定します。
ユーロブロック端子をスピーカーに挿
入します。 

6. スピーカーケーブルは、ブラケットの
土台の各側面にある4つのプリカット孔
の１つに通すことで、配線を隠すこと
も可能です。
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Note: MASK2CMT（別売の天井取付用アクセサリー、白／黒あり）を
使用すると、MASK2ブラケットを拡張して、MASK2スピーカーを
簡単に天井に取り付けることができます。
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スピーカーの接続

• スピーカーからユーロブロック端子を外し、スピーカーケーブ
ルをユーロブロック端子に接続します。スピーカーの背面に記
載されている極性にご注意ください。一般的なスピーカーケー
ブルには＋/－識別用の色表示があります。アンプからスピー
カーまでの色表示に注意し、極性を保ってください。 

• 20 m 以内の配線では、太さ 0.75 mm² のスピーカーケーブルで
も性能を損なうことはありません。それ以上の距離には、より
太いワイヤーを使用してください。
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Note: MASK2には過大入力保護装置は内蔵していません。
MASK2は小型スピーカーのため、重低音や大音量を再生する
ことはできませんので、アンプにて低域カットをしたうえで、
再生音量には十分ご注意ください。過大入力による故障は保証
の対象外となります。

8Ω 8Ω 8Ω 8Ω

4Ω4Ω

8Ω テクノロジー

• ダイナミックハイパワー

• Hi-Fi クオリティの高音質

• すべてのエリアで同一音量

• ４Ω保証のステレオ Hi-Fi アンプに、最大 4 台まで接続可能

CONCEPT1

11



12 Cabinet loudspeakers

寸法図
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水平指向特性
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製品仕様

ウーファーサイズ フルレンジ 2.5インチ スピーカー

スピーカー構成 フルレンジ

公称インピーダンス 8 Ω

周波数帯域 120 ‒ 20 kHz 

プログラムパワー 50 W

音圧 at 1 W / 1 m 87 dB

最大音圧 at 1 m 98 dB

壁面からの距離 約 30 mm
(同梱品の取付用ブラケット使用時)

IP 規格 60

主な筐体素材 ABS 樹脂

主なグリル素材 ジャージ布 

梱包時質量 1.3 kg 
(2台1組、同梱品を含む)

製品質量 0.44 kg (スピーカー1台)

製品サイズ (h x w x d) 94 x 82 x 108 mm 
(取付用ブラケットを含まず)

梱包時寸法 (h x w x d) 130 x 146 x 310 mm

カラー ブラック / ホワイト

付属品 (同梱品) 取付用ブラケット,ネジ, ネジカバー  
樹脂製ウォールプラグ, 
白手袋 (ホワイトモデルのみ)
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Notes



developed 
by

Apart Audio nv
Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1

2900 Schoten - Belgium

会社名、製品名、および商標は、それぞれの所有者に帰属します。
Apart Audioの仕様は予告なく変更される場合があります。

保証とアフターサービス
保証期間：ご購入日から 2 年間 (本体のみ保証対象)

ご購入日が記載されている購入証明書（納品書、受注メー
ルなど）が必要になりますので大切に保管してください。
適切な設置・用途での使用にて、保証期間内に発生した不
具合は、無料修理をさせていただきます。
保証期間経過後も、有償修理を承ります。
いずれの場合も、まずは下記までお問い合わせください。
保証期間内でも以下の場合は、原則有料となります。
・購入証明書がない、または改ざんされている
・不当な修理や分解/改造の痕跡がある
・磨耗品/可動部品の交換、ご購入後の不適切な輸送/
　設置による事故や故障、不適切な使用/保管による
　故障、推奨事項の無視による不具合
・天災地変 (火災、地震、水害、落雷等) や環境公害、
　電源異常 (雷サージなど) による故障や損害
・日本国外、建造物以外（車両や船舶等）での使用
・出張サービス費用 (作業費、交通費、その他の実費)
・弊社経由ではない並行輸入品
■ 修理お問い合わせフォーム
https://www2.jp.onkyo.com/customer/inquiry.asp?id=4

販売元（日本代理店）：オーディーエス株式会社


