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テレビの音は、もっと良くなる。

テレビ用サラウンドスピーカー「サウンドボード」

MXSP-SB3000 NEW / MXSP-SB2000 / MXSP-SB1000

リビングに感動。ワイヤレスで快適に。
迫力の音を広げるMXSP-SB3000。

「載せる」。だから見た目スッキリ。
「載せる」。だからお手入れラクラク。
テレビの音をもっと楽しくするのは、
マクセルの「SoundBoard」。
テレビを載せて使う、まったく新しいタイプのサラウンドスピーカー「SoundBoard」。サブ
ウーファーを内蔵した一体型ボディは見た目もスッキリ。配線も目立たず、お手入れも楽々
行えます。もちろん、迫力あるサウンドはそれぞれのライフスタイルにフィットする音を提供
するマクセルならでは。60型薄型テレビまで対応するMXSP-SB3000も加わって、ホーム
ユースからビジネスユースまで、テレビに迫力の重低音。マクセルの「SoundBoard」です。

いい音を、楽々使いこなす、聴きこなす。マクセルならではの充実機能。
つなぐのが

楽

お手入れが

楽

聴くのが

楽

無線でも

楽

操作も

楽

※画像はMXSP-SB3000です。

つなぐのが楽
リビングに感動。ワイヤレスで快適に。
迫力の音を広げるMXSP-SB3000。

お手入れが楽

配線はカンタン。
お手入れも楽々です。

配線はケーブル1本。
だから、楽々お手入れ。
「テレビ用スピーカーの配線は面倒。
お手入れも大変そう」。ARC対応のHDMI
テレビがARC対応の場合、配線
端子※を搭載したMXSP-SB3000/SB2000なら、
は付属のHDMIケーブル１本でOK。配線がスッキリ隠れてお手入れも楽々です。
※MXSP-SB1000は非搭載。

面倒な配線が不要。省スペースなサブウーファー一体型。
低音再生に欠かせないサブウーファーを
本体底面に内蔵した
「SoundBoard」は、
サブウーファー用の配 線や置き場 所の
心配も不要。
テレビを載せてつなぐだけで、
迫力の音場をおとどけします。

聴くのが楽

歪みのない130Wのゆとりある大迫力サウンド。
サブウーファーを内蔵するMXSP-SB3000は、130Wの実用最大
ゆとりのサウンドが広がります。
出力※を実現。
※MXSP-SB2000は70W。MXSP-SB1000は50W。

音声信号をデジタル処理するフルデジタルアンプ を採用。音の
歪みや劣化を抑え、原音を忠実に再現します。
※

※MXSP-SB1000は非搭載。
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録音時や伝送路で失われ
た空間情報を補い、臨場
感あるサラウンド音場を
再生します。

SRS TruBass

Bluetooth®入力
テレビ

臨場感あふれる音場を再生する
立体音響技術SRS※採用。
SRS 3D

忠実に音声信号を伝えるフルデジタルアンプ。

画面の首フリも、リモコンの操作も、もう邪魔しない。
テレビを
「載せる」
タイプの
「SoundBoard」
は画面の首フリを妨げないので、いつ
でも自由な角度でテレビ鑑賞が可能。
テレビ用リモコンの赤外線をさえぎる
こともありません。

聴くのが楽しくなる130Wの実用最大出力。
立体音響技術SRSも採用しました。

A/D
変換

お気に入りの音質を提供する4モードイコライザ。
MXSP-SB3000は、スピーチ/スポーツ/シネマ/ミュージック/
スタンダードの4モードイコライザ※を搭載しました。
※MXSP-SB2000/SB1000は非搭載。

原音に含まれる低音の高
調 波 成 分を再 生した音
を、脳がオリジナルの低音
と認識します。

SRS Focus
仮 想 音 源 位 置を上 方に
移 動させることで、より
シャープな輪郭の音を提
供します。
※MXSP-SB1000は非搭載。

無線でも楽

お手元のスマートフォンに保存されたサウンドも、
Bluetooth ®で迫力再生できます。

Bluetooth®で手の中のサウンドと「SoundBoard」を無線接続。
MXSP-SB3000は、スマートフォンと接続できるBluetooth ® ※を搭載。高音質な圧縮
コーデックaptXへの対応で、迫力ある音楽再生をワイヤレスでお楽しみいただけます。
※MXSP-SB2000/SB1000は非搭載。

操作も楽

簡単・便利。音にこだわる
マクセルならではの気配り機能。

スタイリッシュなタッチパネルスイッチ。
本 体 上 部には凹凸がない
タッチパネル方式のスイッチ
を搭載。
シャープなデザイン
をさらに際立たせます。

スマートフォンなどに充電できる
USBポートを搭載。
本体正面には、電源出力用のUSBポート※を搭載。
スマートフォンなど、お手持ちの対応機器を充電する
ことができます。 ※MXSP-SB2000/SB1000は非搭載。

テレビの操作もできる
学習機能付リモコン。

テレビの振動も軽減する
すべり止めシート。

振動を吸収するゴム足付き
インシュレーター採用。

リモコンはテレビのチャンネル
や音量も操作できる学習機能
付き。一つのリモコンでスマー
トなAVライフをお楽しみいた
だけます。

付属のすべり止めシートを使え
ば、テレビ脚部のすべりを防ぎ
ながら、テレビに伝わる振動も
軽減します。

スピーカー底面に設けた6個のインシュレーター
下部には、適度な柔らかさ
を持つゴム足を装着。振動
吸 収 能 力を高 め 、スピー
カーへの干渉を抑えました。

■ SoundBoard外観

NEW

M XS P - S B 3 000

MXSP- SB 2 0 0 0

■ 背面端子レイアウト

HDMI入力
HDMI出力

3.5mmステレオミニプラグ入力
ステレオピン入力
（RCA）

MXSP- SB 1 0 0 0

光デジタル音声入力

ACアダプタ入力
光デジタル音声入力
同軸デジタル音声入力

ACアダプタ入力
3.5mmステレオミニプラグ入力
ステレオピン入力
（RCA）

HDMI入力
HDMI出力

ACアダプタ入力
3.5mmステレオミニプラグ入力
ステレオピン入力
（RCA）

［テレビがHDMIのARC機能対応の場合］

［テレビがアナログ音声出力対応のみの場合］

テレビのHDMI
（ARC）
端子と
「SoundBoard」のHDMI出力端子を接続します。

テレビの 音 声 出 力 端 子（ R C Aまたはイヤホン）と
「SoundBoard」音声入力端子（RCAまたは3.5mm
ステレオミニプラグ）
を付属のケーブルで接続します。

※ARCに対応していないHDMI端子では、音声は出力されません。テレビの取扱説明書でご確認ください。

［テレビがデジタル音声出力対応の場合］

※RCAとは映像・音響機器などに広く用いられる電気信号をやりとりする
端子の一種です。

テレビの光デジタル音声出力端子と
「SoundBoard」の光デジタル音声入力端子を接続します。または、テレビの音声出力端子（RCAまたは
イヤホン）
と
「SoundBoard」音声入力端子（RCAまたは3.5mmステレオミニプラグ）
を接続します。※ARCとはAudio Return Channelの略称です。

■ 主な仕様
MXSP-SB3000

型番

MXSP-SB2000

MXSP-SB1000

ブラック

カラー

ガンメタル

幅930 ×奥行390 × 高さ78mm

本体サイズ
（突起部を除く）

幅720 ×奥行340 × 高さ54mm

8.4kg

本体質量（本体のみ）
設置可能なテレビのサイズ

3.1kg

2.9kg

テレビサイズ ： 60型以下推奨
テレビ脚サイズ ： 幅640×奥行380mm以下
テレビ質量
： 60kg以下

テレビサイズ ： 46型以下推奨
テレビ脚サイズ ： 幅530×奥行320mm以下
テレビ質量
： 50kg以下

バス・ブースト

低音2段階調整
SRS wow HD

音響効果

SRS wow

フロントスピーカー
（高音）

ー

40mm×4

サブウーファー
（低音）

40mm×2

70mm×2

実用最大出力

90mm×1
70W（フロント20W×2+サブウーファー30W）

130W（フロント30W×2+サブウーファー70W）

再生周波数特性

50W（フロント10W×2+サブウーファー30W）

40Hz〜20kHz
HDMI入力×3、HDMI出力
（ARC）
×1、
光デジタル音声入力×1、同軸デジタル音声入力×1

入出力端子（デジタル）

ステレオRCAピンジャック、3.5mmステレオミニジャック
Ver.4.0、
プロファイルA2DP/AVRCP、
コーデックSBC/aptX、
コンテンツ保護SCMS-T、通信距離 約10m

Bluetooth®

ー

HDMI入力×3、HDMI出力
（ARC）
×1、光デジタル音声入力×1

入出力端子（アナログ）

ー

DC5V/1A（1個）

USB電源出力端子

ー

電源

DC27V/2.4A

付属品

リモコン
（電池CR2025×1個付）、ACアダプタ
（電源ケーブル付）、
ステレオRCAピンケーブル、3.5mmステレオミニプラグケーブル、
すべり止めシート

DC24V/2A

DC19V/2A

HDMIケーブル

JANコード

4902580751494

■ サイズ対応表

ー
4902580738471

4902580738488

※テレビサイズと質量をご確認のうえご使用ください。
（イラストはイメージです）

●MXSP-SB3000 ［設置可能なテレビ脚サイズ］幅640×奥行380mm以下、質量60kg以下

60v

50v

47v

42v

37v

26v

●MXSP-SB2000/SB1000 ［設置可能なテレビ脚サイズ］幅530×奥行320mm以下、質量50kg以下

46v

37v

安全に関するご注意

26v

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。●再生する際には周囲の環境を考慮し、音量に気をつけてください。●接続する
テレビ等の取扱説明書をご確認の上、接続してください。 ●付属のACアダプタ以外は使用しないでください。 ●HDMI、HDMIロゴおよび
High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。●Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth
ロゴ、サービスマークは、
マクセル
SIG, INC.の商標です。●aptX™およびaptX™ロゴはCSR社の登録商標です。●その他記載されている名称、

●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

または各社の登録商標または商標です。●記載の内容は2013年8月現在のものです。●本製品はオープン価格となっています。●本製品の
仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品と掲載写真は、印刷の関係で若干異なる場合があります。

お問い合わせは

マクセルお問 い 合わせ

検索

日立マクセル株式会社 〒102-8521 東京都千代田区飯田橋2-18-2
お客様ご相談センター ＴＥＬ
（03）5213-3525（受付時間9:30〜12:00/13:00〜17:00土・日・祝日および当社休業日を除く）ＦＡＸ
（03）3515-8261
■マクセル製品取扱店

本カタログは、環境に配慮した植物油インキを使用しています。

マクセルSoundBoardカタログ HU011-1308 2013年8月作成

