
本スピーカーは、ハイインピーダンス100系専用品です。

ローインピーダンスでは、使用できません。

●工場出荷時の入力で使用するとき

工場出荷時の入力は、15 W（670 Ω）に内部配線されています。
※工場出荷時の入力を変更するときは、次項をお読みください。

付属のTOAラベル（2枚）を
カバー取付ねじが隠れるよう
に貼り付ける。

TOAラベルは、いたずら防止
用としてカバー取付ねじを隠し
ます。

●入力を切り換えて使用するとき

工場出荷時の入力は、15 W（670 Ω）に内部配線されています。

1 トップカバーを取り外す。
カバー取付ねじ（2カ所）を
外し、トップカバーを図の
矢印方向に持ち上げます。

2 入力切換端子台の黒色線を抜き、使用する入力端子に
接続する。
端子ねじを反時計方向に回すと線を抜くことができ、時計方
向に回すと線を締め付けることができます。
入力端子への接続は、ケース内部に貼付の入力端子ラベルを
参照してください。

端子ねじからの異常音を防ぐため、使用しない端子のねじも
締め付けてください。

ご注意

メ　モ

ご注意

● ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
● ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載して
いますので、必ず守ってください。

● お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してく
ださい。

工事は専門業者に依頼する
設置工事には、技術と経験が必要です。
技術や経験のない業者が工事を行うと、倒れて、
けがの原因となります。

強 制

異常が起きたら使用を中止する
次の場合、使用を中止して販売店にご連絡くだ
さい。そのまま使用すると、火災・感電の原因
となります。
● 煙が出ている、変なにおいがするとき
● 音が出ないとき

強 制

長時間、音が歪んだ状態で使わない
スピ－カーが発熱し、火災の原因となること
があります。

強 制

スピーカーをけったり、上に乗ったり
しない
スピーカーが破損して、けがの原因となるこ
とがあります。

禁 止

禁 止

水の直接かかるところに設置しない
スピーカーに直接、スプリンクラーなどの
水がかからないように設置してください。
火災・感電の原因となることがあります。

取扱説明書

ガーデンスピーカー GS-301

このたびは、TOAガーデンスピーカーをお買い上げいただき、まこと
にありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、
末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

注意
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う
可能性が想定される内容および物的損害の
みの発生が想定される内容を示しています。

警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示し
ています。

庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に
適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた
素材を使っています。庭の植え込みに目立たないよう設置できる
デザインになっています。

■安全上のご注意

■概　要

■入力の設定のしかた

カバー取付ねじ
（対面2カ所）

TOAラベル
（付属品）

トップカバーを
持ち上げる

カバー取付ねじ
（対面2カ所）

トップカバー

外す

締め付ける

入力端子ラベル

入力切換端子台

黒色線

防水パッキン

入力端子ラベル
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工場出荷時から入力 5 Wへの切り換え例



3 トップカバーを取り付る。
手順1で外したねじで、しっかりと締め付けてください。

トップカバーを取り付けるときは、防水パッキンが

外れていないことを確認してください。

4 付属のTOAラベル（2枚）をカバー取付ねじが隠れる
ように貼り付ける。

TOAラベルは、いたずら防止用と
してカバー取付ねじを隠します。

メ　モ

ご注意

■各部の名称と外観寸法図

密閉型

30 W

330Ω（30 W）、670Ω（15 W）、
1 kΩ（10 W）、2 kΩ（5 W）、3.3 kΩ（3 W）

87 dB（1 W、1 m）

100～8,000 Hz

12 cm防滴コーン型

プッシュ式端子台

単線　：φ0.8～φ1.6 mm
より線：0.75～1.25 mm2

IPX4相当

トップカバー、本体ベース：FRP樹脂、半艶塗装
スピーカーパネル　　　　：ABS樹脂、半艶塗装
脚　　　　　　　　　　　：アルミ、半艶塗装

ダークグレー（マンセルN2.5近似色）

φ270×335（高さ）mm

2.4 kg

エンクロージャ形式

定 格 入 力

定格インピーダンス

出力音圧レベル

周 波 数 特 性

使用スピーカー

入 力 端 子

適 合 電 線

防 水 性 能

仕 上 げ

色

寸 法

質 量

※本機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。

単位：mm

■設置のしかた

■仕　様

●付属品

TOAラベル ………………………… 2

φ248 3-φ10穴

12
0゜

φ270

33
5

φ270

［前面］

［底面］

トップカバー

TOAラベル

脚

本体ベース

プッシュ式
端子台

● スピーカーの取り付けに必要なアンカーボルトやナット類は、
付属していません。基礎（土台）に応じて適切なものを用意し
てください。

● 取り付け部の穴寸法は「外観寸法図（底面）」を参照してくだ
さい。

● 地表面の高さは、本体ベースに設けている段を超えないように
してください。（下図参照）

ご注意

1 ケーブル保護管に通したスピーカーケーブルを、本体
ベースの内部にあるプッシュ式端子台に接続する。

［送り配線をしない場合］ ［送り配線をする場合］

カバー取付ねじ
（対面2カ所）

TOAラベル
（付属品）

地表面

本体ベース

スピーカーケーブル

アンカーボルト および ナット

アンプから次のスピーカーへ

基礎

9 mm

端子台のボタンをいっぱいまで
押し込み、電線を差し込みます。

電線を外すときは、端子台のボタンをいっぱいまで
押し込み、電線を引き抜きます。

プッシュ式端子台の接続のしかた

ご注意

ケーブル保護管

次の
スピーカーへ

アンプから

アンプから
COM（－）

HOT（＋） HOT
（＋）

COM（－）

2 地中の基礎（土台）に埋め込んだアンカーボルト（3カ所）
にスピーカーをナットで固定する。

フリーダイヤル 0120 - 108 - 117
ナビダイヤル0570-064-475（有料）
FAX 0570-017-108（有料）
※ PHS、IP電話からはつながりません。

TOA お客様相談センター
商品の内容や組み合わせ、設置方法などにつ
いての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9：00～17：00（土日、祝日除く）

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求について
は、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。
最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOAホームページ http://www.toa.co.jp/

133-01-00064-00
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