2011 年 7 月 28 日
日立マクセル株式会社

白い光が暖かい コンパクト UFO!?
“ウォークマン” やｉPod/ｉPhone の本体電源だけで音楽が聴ける
直径 88mm の円盤形コンパクトスピーカー
「MXSP-U40（ユーフォー）シリーズ*1」を新発売

“ウォークマン”対応「MXSP-U40WM」

iPod/iPhone 対応「MXSP-U40」
本製品に、“ウォークマン”/iPod/iPhone 本体は付属していません。

日立マクセル株式会社（取締役社長：千歳 喜弘、以下マクセル）は、3 つの電源に対応し様々な場所で使用で
きる、“ウォークマン”/iPod/iPhone 対応コンパクトスピーカー「MXSP-U40 シリーズ*1」を 7 月 29 日より発売します。

●“ウォークマン” や iPod/iPhone の内蔵電源を利用して音楽を聴くことができるスピーカー。
●狭いスペースでも音楽が楽しめる、小型で置く場所を選ばないデザイン。
●なめらかな曲線で、円盤形にデザインされたスピーカー本体。
●音楽を聴きながら充電ができる、長時間リスニングに便利。
外部からの電源を使うことができない場所で、もっと良い音質で音楽を聴きたいと思われたことはないでしょ
うか。このたび発売するコンパクトスピーカー「MXSP-U40 シリーズ」は通常の AC アダプタ・USB 電源に加えて、
対応する“ウォークマン” や iPod/iPhone の 内蔵電源を利用して聴くことができるようになりました。外部から
の電源がない場所でも、対応する携帯機器をスピーカーにのせるだけでスピーカーからより良い音質で聴くこ
とができます。
キッチンで調理をしているときに、好きな音楽からリズムが欲しい。ベッドサイドや、部屋の出窓の狭いスペー
スにおいて音楽を楽しみたい。そんなスタイルを生活に持ち込むことができるのも、小型で置く場所を選ばない
便利なデザインだからこそです。
スピーカー本体は、なめらかな曲線でデザインされ、円盤形になっています。このスタイルから、この製品は
ネーミングを U40「ユーフォーシリーズ」としました。そのユニークな形状は、生活の場でのワンポイントとなりま
す。スピーカーの下部には、好みに合わせて明るさを 3 段階に選ぶことができる白色 LED がついていますので、
夜にはよりその存在感を高めることができます。
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さらに、この U40 シリーズでは、AC アダプタ・USB 電源を使用する時に、音楽を聞きながら充電することが
できますので、残量を気にせず長時間音楽を聴きたいときにも便利なスピーカーです。
「MXSP-U40WM」はソニー株式会社の公式ライセンスプログラム“Designed for Walkman”に準拠し、また
「MXSP-U40」は「Made for iPod」および「Made for iPhone」に認定されており、“ウォークマン”/ iPod/ iPhone の
音楽再生・充電に対応したスピーカーです。
今後ともマクセルは音にこだわりをもつメーカーとして、ヘッドホンやスピーカー製品をはじめとする音響機器
の開発を通じ、お客様が手軽に高音質を楽しむことができる環境を提案していきます。
*1 “ウォークマン”対応「MXSP-U40WM」は iPod/iPhone に対応していません。また、iPod/iPhone 対応「MXSP-U40」は“ウォーク
..マン“に対応していません。
※ “ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
※ iPod /iPhone は米国およびその他で登録されている Apple Inc.の商標です。

■製品情報
型番
MXSP-U40WM
MXSP-U40

タイプ

アクティブ
スピーカー

カラーバリエーション
MXSP-U40WM.BK（ブラック）、
.WH（ホワイト）、.PK（ピンク）
MXSP-U40.BK（ブラック）、
.WH（ホワイト）、.RE（レッド）

発売日

価格

7 月 29 日

オープン
プライス

■主な特長
1. 3 つの電源に対応したスピーカー
AC アダプタと USB の 2 つの電源に加え、“ウォークマン”/iPod/iPhone 内蔵の電源に対応しており、
多様な電源手段を使えることで、様々な場面での使用が可能です。
給電方法
再生
充電
LED
AC アダプタ
○
○
○
USB 電源
○
○
○
“ウォークマン”本体電源
○
×
×
iPod/ iPhone 本体電源
○
×
×
“ウォークマン”/iPod/iPhone 本体電源を使用した場合、音量が小さくなり、LED は使用できません。
“ウォークマン”対応の「MXSP-U40WM」の USB 端子は電源専用のため PC 通信には対応していません。

2. 置き場所を選ばないコンパクト設計スピーカー
小型で持ち運びにも便利なため、デスク周りやベッドサイドなど置き場所を選ばず様々な場所で音楽を
楽しむことができます。

3. 音楽を聴きながら充電可能
AC アダプタや USB 電源は、スピーカーを使用しながら機器への充電が可能なため、充電残量を気にせず
音楽を楽しむことができます。

背面：AC アダプタ、USB 挿入口
2

4. 「MSXP-U40WM」の接続部には WM-PORT*2 を装備し、専用アタッチメントの装着*3 が可能

専用アタッチメント

5. 3 段階に明るさを選べる LED を搭載
白色 LED の明るさを好みに合わせて 3 段階に選ぶことができます。
..（“ウォークマン”/iPod/iPhone 内蔵電源を使ってスピーカーを使用する場合を除きます。）
6. ホコリが入りにくいコネクタカバーを採用
コネクタ部分には、ホコリが溜るのを防ぐコネクタカバーを採用しました。
7. 60 分のスリープタイマー機能を搭載
おやすみ前の使用にも便利なスリープタイマー機能がついています。
8. “Designed for Walkman”と「Made for iPod」「Made for iPhone」*4 の認定取得
「MXSP-U40WM」は、ソニー株式会社の公式ライセンスプログラム“Designed for Walkman”に準拠しており、
“ウォークマン”を WM-PORT に接続することで安心して使用できます。
「MXSP-U40」は、「Made for iPod」および「Made for iPhone」の認定を取得しています。
*2 “ウォークマン”とアクセサリーを接続する専用マルチ端子の名称です。本製品は WM-PORT を使ってパソコンとの接続
および通信はできません。
*3 “ウォークマン”本体に付属のアタッチメントを使用してください。アタッチメントが付属されていない機種の場合は、本製品に
付属のアタッチメントを使用してください。
*4 「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、iPod/iPｈone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たして
いるとデベロッパによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、本製品の機能、安全、および規格
への適合について一切の責任を負いません。
※ “ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
※ iPod/iPone は米国およびその他で登録されている Apple Inc.の商標です。
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■対応機種
［MXSP-U40WM］
WM-PORT 搭載“ウォークマン”各種。
NM-S703F/S705F/S706F/S603/S605 を除く。
［MXSP-U40］

表示のないモデルは iPod/ iPhone 専用機能には対応していません。（2011 年 7 月現在）

■主な仕様
型番
実用最大出力
スピーカーユニット
電源
外形寸法
質量
付属品

MXSP-U40WM
MXSP-U40
0.8W + 0.8W
0.8W + 0.8W
（“ウォークマン”本体より給電時 0.2W + 0.2W）
（iPod/iPhone から給電時 0.2W＋0.2W）
直径 18mm×2
AC アダプタ DC5V/
AC アダプタ DC5V/
1.5A・USB・“ウォークマン”（本体より給電）
1.5A・USB・iPod/iPhone（本体より給電）
幅 88mm×高さ 33mm×奥行き 88mm （突起部除く）
約 100ｇ
専用 AC アダプタ×1、USB ケーブル（1m）×1、 専用 AC アダプタ×1、USB ケーブル（1m）×1、
アタッチメント A/B、取扱説明書×1、保証書×1 取扱説明書×1、保証書×1
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