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テクニカルディレクターからの挨拶
「ラウドスピーカーの音をよりナチュラルなものにするには
どうすればよいのでしょうか？弊社の取り組みは、日々、こ
の質問を原動力に進められています。弊社では、お使いの
オーディオシステムの最も重要な要素から歪みを取り除く
という課題に意欲的に取り組んでいます。我々の取り組み
の成果は、Monitor Audio がこれまで作り上げた製品中、最
も正確かつ美しいラウドスピーカーである Platinum II サウ
ンドから伝わることでしょう。入念な分析やライフタイム
のリスニングに基づいた、同製品の進化は、弊社の技術力
を高め、新たな発見を呼び起こし、電気、機械、磁気、音響、
美学の各分野の設計における発展を遂げています。その結
果、ナチュラルな美しさの音楽や映画のサウンドを感動的
にお楽しみいただける、極めて優れたクオリティのスピー
カーレンジが生み出され、ました。オーディオファンによる、
オーディオファンのための Platinum II では、主な課題であ
るスピーカーデザインのご要望にも応えています。皆様か
らのご要望への答えがこの製品です！」 

Dean Hartley
テクニカルディレクター

社史
1972 年以来、Monitor Audio の、ラウドスピーカーのデザインの各要素における質に対する、イノベー
ションの意欲を伴った熱狂的なコミットメントは、世界的な認識と評価を受けてきました。正統的な
デザインに挑戦することは、Monitor Audio 独自のアプローチ方法です。 

Monitor Audio が R852MDラウドスピーカーを発表したと
き、このスピーカーは金属ドームツイーターを取り入れた初
のモデルとして、多くの注目を集めました。それまで、多く
の金属ドームは銅またはチタニウムからつくられた単金属タ
イプのもので、あまり納得のいくサウンドを提供することが
できませんでした。アルミマグネシウム合金ドームを使用し
たR852は、単金属タイプのあらゆる競合製品よりも非常に
優れたサウンドを生み出しました。また、金属ボイスコイル
フォーマーおよびベント型ボイスコイルメカニズムの強磁性
流体のダンピング /冷却を組み合わせることで、より優れた
熱拡散を可能としました。これらの徹底的なデザイン要素は、
C-CAM®金属ドームの後継製品の基礎を形成しました。 

Monitor Audioは絶えず洗練されたテクノロジーを適用してきたことで、世界で最も先端的な金属ドーム
ドライバーのメーカーとなりました。Monitor Audioは、英国を拠点とする本社内ですべての設計を行っ
ています。そのため、「クリーン」、「ダイナミックなサウンド」、「より優れた品質」、「イノベーションデ
ザイン」など、個性を際立たせる美点をMonitor Audio のラウドスピーカーに最適な形で組み合わせる
ことが可能となっています。また、Monitor Audioの社員は卓越性に関する理念、安定した品質やボイシ
ングを共有しています。そのため、あらゆるタイプの部屋において、オン・ウォール、イン・ウォール、
フロア、スタンドマウント型など、あらゆるタイプのラウドスピーカーを組み合わせて使用し、完璧な
音響ブレンドを作りだすことが可能となっています。 

Monitor Audioの進化する製品ポートフォリオの強みや深みにおいて、ユニバーサルな統合ラウドスピー
カーブランドの理想が、真のエクスプレッションを誕生させました。数十年にわたり蓄積された専門技
術や知識が、イノベーション、信頼性、真のパフォーマンスの稀有な組み合わせを洗練させ、Monitor 
Audio のブランドの世界的なステータスを築き上げ、音楽や映画サウンドファンにとって欠かせない存
在としたのです。  
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他にはない美学を追及した高級素材
ナチュラルレザーの特性
すべてのフロントバッフルは、アンドリュー・ミュアヘッドが提供するイングルトンレザーを使用し
て手作業で張られています。アンドリュー・ミュアヘッドのレザーは、最もイギリス的なブランドに
おいてエキゾチックな家具、自動車、海洋用途で使用されています。

本物のレザーは、使用部分にラグジュアリーな感
触を与えてくれる自然の素材です。イングルト
ンレザーは、最高の品質により他製品にはない
Platinum II バッフルの魅力を際立たせ、個性的な
特徴を与えています。これらの繊細な品質の証し
はオーナーシップの価値を高め、各 Platinum II ス
ピーカーに独自のアイデンティティを加えていま
す。Monitor Audio Ltd. は、各スピーカーに同じ
外観のレザーが使われることを保証できません。
確かなのは、厳選された最高品質の原料が使用さ
れているということです。

本物のベニア板
全く同じ木というものは、人間の指紋と同様、存在しません。それぞれの木目には、その木の生涯を
通した成長のストーリーを語る、唯一無二の美しさがあります。弊社では、持続可能な資源から、手
に取って選択し組み合わせた、最高質の自然の単板のみを使用しています。Platinum II スピーカーは、
キャビネット構造を構成した後、手作業で化粧張りを行います。そのあと、11 層ものクリア光沢ピア
ノラッカーでコーティングを行います。これら伝統的な技術を用いることで、木目を一致させ、ベニ
ア板のつなぎ目を目立たなくさせることが可能になります。サントスローズウッドや自然の黒檀ベニ
アによって、上品な木目柄と色鮮やかなバリエーションが生まれ、あらゆるタイプのインテリアスタ
イルや装飾様式に自然になじみつつ、品質の高さを物語ります。各キャビネットはユニークな味を引
き出す、自然の芸術作品と言えます！

このため、Monitor Audio Ltd. は、各種ペアスピーカーのベニアの色または木目柄が同一であること
を保証しかねます。確かなのは、厳選された最高品質の原料が使用されているということです。

お手入れとメンテナンスのアドバイスについては、12 ページを参照してください。

サントス・ローズウッド・リアル・ウッ
ド・ベニア

ピアノ黒檀リアル・ウッド・ベニア
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テクノロジー
MPD (Micro Pleated Diaghragm) 高周波数トランスデューサー
AMT デザインは、Dr Oskar Heil によって 1970 年代に初めて発明されました。しかし、当時発明さ
れたデザインはほぼすべて、約 40kHz の周波数応答における空値に悩まされていました。Monitor 
Audio のエンジニアたちは FEA モデリング技術を使用することで、この空値の発生源を見つけ、解
決策を開発することができました。そしてこの問題は解決され、ドライバーは 100kHz 以上とい
う均一な出力で操作できるようになりました。我々はこの独特なイノベーションをMicro Pleated 
Diaphragm (MPD) と呼んでいます。 

折りたたまれたMPD振動板は、従来型のドームツイーターの 8倍、
ピュアリボンツイーターの 13 倍大きい表面エリアを持ちます。この
巨大な表面エリアにより、熱伝導パスが向上され、開放された前面
は伝導力を高めます。高感度のツイーターにより、電力処理も向上
されています。また、AMT デザインは、一定の非反応性負荷をアン
プにもたらします。これは、より低いディストーションとともに、より
効率的に電力を伝達できることを意味します。

MPDは、ベンドするように設計されており、周波数範囲の高域に拡張するために構造的な完全性に依
存しません。全周波数範囲にはブレークアップモードはなく、調和的なアーチファクトのない、クリー
ンな音響特性を生み出します。

セラミック・コーティング・アルミニウム/マグネシウム (C-CAM®)
C-CAMは、航空宇宙産業において開発された画期的な合金材料です。これは非常に硬く、全体的に高
い効率性を生み出すのに十分な軽さであり、ラウドスピーカーのコーンに使用するのに理想的な素材
です。C-CAMは、アルミおよびマグネシウムの合金から構成されています。製造において応力除去処
理が行われ、表面の変形や分子の劣化を防ぎます。純のセラミック ( アルミナ ) の層が表面に適用され、
極めて頑丈な外装を構成します。C-CAMコーンは、曲げ応力に対して高い耐性を持つように設計され
ています。C-CAM材料でコーンを形成すると、従来型のコーン材料と比べて、鮮明さが向上され、歪
みが低減されます。

RDT®II
RDT II は、ハチの巣型のNomexR コア材料に結合された超薄型の低質
量スキンからなる合成「サンドウィッチ」構造です。RDT II の振動
版の全体的な薄さはわずか 2mmですが、従来型のラウドスピーカー
コーンの 150 倍のパワーを引き出します。RDTII は、Monitor Audio
のエンジニアたちが新型の Platinum II シリーズのために開発した独特
かつ革新的な製品です。これは、異なる機械的性質を持つ 2つのスキン
材料を使用しています。C-CAMは、フロントスキンに使用されています。
一方、リアスキンは軽量織物カーボンファイバーからつくられています。
この組み合わせにより、300Hz を超える 8dB 以上の歪みを低減させること
が可能になります。この値は、高調波成分のエネルギーの 60%減に値します。これにより、RDT II は、
歪みをMonitor Audio 史上最低に抑えるコーンテクノロジーを実現しています。

HiVe®II (高速、低ノイズ反射ポート (High Velocity, Low Noise Reflex 
Port))
これは、まっすぐなライフリング加工デザインを使用した新しいタイプのポートテクノロジーで、空
気の流れを加速し、乱流を低減させます。HiVE II テクノロジーは、従来型のポートよりも高速に空気
を出入りさせることができます。そのため、より優れた過渡応答とともに高速かつ強力な低音を生み
出します。
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アンチレゾナンス コンポジット (ARC)
これは、非常に不活性かつ最適に減衰されたコンポーネントを生み出すための金属物質を組み込んだ、
キャスト熱硬化性樹脂です。この材料は、構造上の強度の高さや振動減衰を必要とする、ハイエンド
な音響用途に理想的です。ARC は、ミッドレンジハウジングおよびバッフルコンポーネントに使用さ
れています。ARC は、Monitor Audio のエンジニアたちが新型の Platinum II シリーズのために開発し
た独特な素材です。その特性により、エネルギーが減衰され、ハイQレゾナンスとして放射されない
ようにします。

テーパード・ライン・エンクロージャ (TLE)
これは、ARC 材料でできたテーパー放物型のキャストエンクロージャで、定常波やモーダルレゾナン
スの伝播を防ぐために設計されています。また、テーパー型は、高周波数を減衰させる効果があり、
段階的な制振素材で短波を抑制します。TLE は、Monitor Audio のエンジニアたちが新型の Platinum 
II シリーズのために開発した独特な設計です。

マルチレイヤーキャビネット、カーブキャビネッ
ト構造
Platinum II のキャビネットは、複数のベニア板のラミネーションを使用し
て手作りで仕上げられ、強力な構造を形成するために複雑なカーブを形成
しています。カーブのある表面は、平坦な表面よりも本質的に強力です。
内側は非定型のカーブ型であるため、定常波 ( 内部反射として大まかに定
義 ) は発生しません。

新しい内部のブレーシング構造は、構造上の完全性および、長い音響パス
を内部的に解消するために開発されました。内側に広いスペースを設ける
のではなく、小型で特化したコンパートメントおよびチャンバーを採用し
ています。これにより、定常波の可能性がさらに低減され、低周波数で特
に効率性を発揮します。

ビチュマスティック内部制振材料が、すべての内部キャビネットの壁に適
用されており、残りのエネルギーが減衰されるようになっています。結果
として生まれる均等化されたエンクロージャは、極めて頑丈で音響的に安
定し、意図した通りの、自然で抑制されていないサウンドを生み出すこと
ができます。

個々のドライバーグリル 
ドライバーは個々のグリルで覆われています。これは、音響的な透明性を
もたらすように設計されています。そのためこのシステムは、グリルのオ
ン・オフに関係なく、優れたサウンドを生成します。 

ドライバーのシングルボルト 
すべての Platinum II ドライバーには、単一ボルトによるドライバー固定シ
ステムが備えられています。各ドライバーは、生産過程において特定のト
ルク設定で締め付けられた長いボルトで後部からキャビネットに固定され
ます。このボルトにより、表面おいて均一の締め付け力がドライバーにか
かるようになり、モーターシステムが固定されます。これは、追加的な固
定方法であるため、ドライバーが取り付けられたキャビネットシステムは、
さらに安定します。

monitoraudio.com 5



Platinum Series II6

開梱
スピーカーの開梱を行う前に、清潔で、十分な広さの床を確保してください。段ボール箱の外側に印刷されている図入りのガ
イドは、適切な開梱方法を示しています。詳細情報については以下を参照してください。

警告:スピーカーは1人で持ち上げないでください。必要推奨人数は、外側の段ボール箱に印刷されています。

すべてのスピーカー (PL300 IIおよびPL500 IIは除く): 床に箱を寝かせ、開放部が横向きでかつ上向きになるようにします。外
側の段ボール箱を開け、内側の段ボール紙スリーブのハンドルを使い、スピーカーとパッケージを持ち上げて箱から出しま
す。ポリスチレンのエンドキャップを取り外し、脚部/スパイクを (ある場合) 取り付けます 。以下の「スパイクおよび脚部」のセク
ションを参照してください。

PL300 IIおよびPL 500II: 開梱は直立状態で行う必要があります。また、スピーカーの上部は段ボール箱に示されています。箱
を開け、スピーカーの底の段ボール紙のトレイにある穴を使用して箱からスピーカーを引き出します。側面のスリーブはスピ
ーカーを支え、引き出しを補助するために使用できます。スピーカーを引き出した後は、ポリスチレンのキャップを取り外しま
す。スピーカーを傾け、底のポリスチレンのキャップと保護用の布を外します。PL500 IIには、台座の底に簡単にスライドできる
脚部が取り付けられています。これらを使用することで、PL500 IIの位置決めが容易になります。また、あらゆるタイプの床で使
用することができ、床を傷つけません。カーペットが非常に厚い場合、これらは、通常の床で使用するよりも効果的に使用でき
ないことがあります。その場合、キャビネットを配置する位置まで移動する必要があります。キャビネットの配置を終えたら、前
述したようにキャビネットを傾けてスパイク/脚部を追加することができます。これについては、以下の「スパイクおよび脚部」
のセクションを参照してください。

スパイクおよび脚部
カーペットを敷いた床
(PL200 II、PL300 II、PL500 IIのみ)

この脚部は、カーペットを敷いた床またはスパイクの使用が適切な場所で使用するた
めに事前に組み立てられた状態で発送されています。そのため、必要な作業は脚部を
台座に固定するだけです。台座の4つのネジ穴に脚部を完全にねじ込みます。次に、付
属の大型のロックナットで固定してください。 

ツールキットに付属している水準器を使用して、スピーカーが全側面に対して水平であ
るかを確認します。水平でない場合は、最も低い位置で脚部を緩め、再度確認してくだ
さい。キャビネットが完全に水平になるまで、この作業を繰り返します。各ロックナットを
使用して、適切な位置に脚部を固定して振動を止めてください。 

カーペットの下に配線が隠れていないか確認してください。スパイクにより傷つくことがあ
ります。

フローリング/硬質床
(PL200 II、PL300 II、PL500 IIのみ)

スピーカーを硬質床/フローリングに設置する場合は、図で示されているように脚部か
らスパイク部分を外してください。 

ツールキットに付属している水準器を使用して、スピーカーが全側面に対して水平であ
るかを確認します。水平でない場合は、最も低い位置で脚部を緩め、再度確認してくだ
さい。キャビネットが完全に水平になるまで、この作業を繰り返します。各ロックナットを
使用して、適切な位置に脚部を固定して振動を止めてください。 

ロックナ
ット

台座

ロックナット
PL500 II
のみ

メインのね
じパーツ

ラバーパ
ッド

スパイク



セットアップ
2チャンネルの位置決め
2チャンネルシステムを配置する際には、聞く位置とラウドスピーカーが正三角形を形成する必要があります。スピーカーは、
約1.8～3m (6～10ft) 離して設置してください。背後の壁からの理想的な距離は、スピーカーにより異なります (下のガイドを
参照)。ただし、スピーカーは側面の壁から最低でも91cm (3ft) 離す必要があります。

• Platinum 100 II:20～45cm (8～18”)

• Platinum 200 II:45～60cm (18～24”)

• Platinum 300 II and 500 II:最大91cm (36”)

スピーカーをセットアップする際には、環境的な音響や個人の好みは設置状態によって異なるため、実験を行うことを強く推
奨します。たとえば、低音域が欠けている場合には、スピーカーを壁に近づけてみてください。また、低音域が強すぎる場合に
は、逆にスピーカーを壁から遠ざけることをお勧めします。また、付属のUSBに含まれている「ポートの栓」に関する情報を参照
してください。ステレオ感が失われている場合には、スピーカーの位置をやや「内向け」にしてください。こうすることで、サウン
ドはスピーカーからではなく、スピーカーの間の中心点から生成されているかのような体感を得ることができます。

AVの位置決め
サラウンドシステムにおける各スピーカーの適切な角度と位置については、以下の図や8ページを参照してください。スピー
カーは、スピーカー要件に従って壁から離す必要があります。これについては、2チャンネルの位置決めセクション (ページ7) 
で一覧を説明しています。

音楽を再生する際に、低音が強すぎる場合や、低音の共振が部屋に響きすぎる場合は、ラウドスピーカーを少し壁から離す
か、スピーカーやサブウーファーのクロスオーバー周波数設定を調整してください。また、サブウーファーの位置の変更も試し
てみてください。これが不可能な場合には、付属のポート栓をお試しください。詳細情報については、付属のUSBに含まれてい
る完全なマニュアルを参照してください。

Platinum II Centreチャンネルスピーカーは、視覚位置に向き、ほぼ耳の高さになるように位置付ける必要があります。耳の高
さにあっていない場合は、付属のゴム脚を使用して、角度の微調整を行ってください。 

Platinum 7.1システム例は、PL300 II フロント左/右、PLC350 IIセンターチャンネル、PL100 IIサラウンドで構成されています。
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8 Platinum Series II

1. サイドサラウンドスピーカー

2. リアサラウンドスピーカー

A 7.(1) サラウンドシステムは、サイド (ポジション1) およびリア (ポジション2) スピーカーを使用し、完全な360°サウンドステ
ージを作り出します。5.(1) システムをセットアップする場合は、ポジション (1) または (2) にサラウンドを配置することができま
す。 

FXスピーカー
Platinum Series II の AV システムで FXスピーカーを使用する場合には、Gold FX をお勧めします。こ
れは、優れた音質を持ち、Platinum II のスピーカーとトーンが調和するだけでなく、同様に高品質仕
上げのシリーズとして利用できます。また、FXは、サイドまたはリアウォールに埋め込むことができ
ます。

FXはDi-Pole双極 (空間サウンド) または単極 (ダイレクトファ
イアリング ) モードで使用できるサイドファイアリングツイー
ターにより、従来型のサラウンドスピーカーよりもさらに広
範囲のサウンド分散をもたらします。

Gold FX の詳細情報については、弊社のホームページをご覧く
ださい。 
www.monitoraudio.com

高光沢ピアノブラックのGold FX

90°-90°

110°-110°

135°-135°

150°-150°

0°

30°-30°

22°-22°

1

2 2

1



スピーカーケーブルの接続
裸線の接続
バインディングポストを緩め、バイディングポストの穴から裸線を通します。バインディングポストを締め、適切な位置に配線
を固定します。

バナナプラグ
赤および黒のプラスチックプラグを端子から外し、露出した標準の4mmの穴にバナナプラグを挿入します。プラグをしっかり
締め上げるには、ペンチが必要となることがあります。

Yラグ端子
バイディングポストを緩め、露出したネジにYラグ端子をはめます。バインディングポストを締め、適切な位置にYラグ端子を固
定します。

配線
単一配線
単一配線は、スピーカー背部のターミナルに単一ケーブル一式を使用することで行えます。内部のスピーカークロスオーバー
は、低周波数を低ドライバーに、中間周波数を中/低ドライバーに、高周波数をツイーターにと、周波数を適切なドライバー/ツ
イーターに導きます。 

HFまたはLF端子に接続することや、LF/HFを分けても全く問題ありません (好みの結果を出すには、実験することをお勧めしま
す)。

注意:この方法を使用する際には、ターミナルリンクを適切な位置に維持する必要があります。
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バイワイヤリング
バイワイヤリングは、個別のペアのスピーカーケーブルを、アンプの単一ペアのコネクタからラウンドスピーカーの端子に接
続することで行えます。Platinum II Seriesの場合、LF端子は低ドライバーに接続し、HF端子はツイーター (2ウェイスピーカー)
、または2.5および3ウェイスピーカーの中ドライバー/ツイーターに接続します。

注意:この方法を使用する場合、ターミナルリンクを取り外す必要があります。

バイアンピング
バイアンピングは、第2のアンプを均等化に導入することを除き、バイワイヤリングと同じです。 

バイアンプを行うには、第1のアンプからラウドスピーカーのHF端子に一式のスピーカーケーブルを接続し、第2のアンプから
LF端子に別の一式のスピーカーケーブルを接続する必要があります。    

注意:この方法で配線を行う場合には、ターミナルリンクを取り外す必要があります。

バイワイヤリング/バイアンピングの効果
ラウドスピーカーのクロスオーバーは、基本的に、スピーカーおよびパワーアンプによって見られるイ
ンピーダンスを変化させます。このような状況は、フルレンジの音楽信号がフルレンジのスピーカーシ
ステムのターミナルに適用された場合、ベースドライバーが低周波数信号のみを受信する場合、ミッド
ドライバーがミッドバンド周波数信号を受信する場合、ツイーターが高周波数信号を受信する場合に当
てはまります。
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個別のスピーカーが低周波数ターミナルと高周波数ターミナルに接続された場合、これらに割り当てら
れるドライブユニットおよび周波数のみならず、個別の２つのスピーカーのケーブルが、ベースケーブ
ルは主に低音、ツイーターケーブルは主に高音と、異なる信号を伝えるようになります。

信号配線システムでは、不要な力学的共振や電気的共振が、両方のスピーカーターミナルで歪みとし
て発生します。スピーカーケーブルのインピーダンスにより、これらの歪みは、アンプでは完全に除
去されません。その代わりに、2つのクロスオーバー間で変調させ、音質を劣化させます。バイワイ
ヤリングを行う場合、この現象は、アンプの出力で信号の歪として「みなされ」、より効率的に除去
することが可能です。そのため、バイワイヤリング /バイアンプイングは、「よりクリアな」信号を低
周波数および高周波数のスピーカーターミナルの両方で発します。また、高・低周波数はすでに分け
られているため、それぞれが互いにもたらす影響は最低限に抑えられます。基本的には、低音は繊細
な高音域を圧倒しません。 

バイワイヤリング /バイアンプイングは、ミッドレンジおよび高周波数に対して、より優れた明確さ、
鮮明さを与えることが聞き取れます。また、ベースはしばしば高速になり、キレが生まれます。フォー
カスやステージングも向上します。極めて効果的かつ魅力的な向上であり、Monitor Audio はこれら
を強く推奨します。 

ポート栓
警告 :ポート栓は、ポートに差し込み過ぎないように注意することが必要です。差し込み過ぎ
ると、発泡栓をキャビネット内で紛失することがあります。

ラウドスピーカーを、9平方メートル (80 平方フィート )の小さな部屋、または、強化低音反応を増幅
できる部屋に配置する場合には、ポート栓を使用することをお勧めします。ただし、栓を適用する前に、
ラウドスピーカーの様々な配置を実験することをお勧めします。パフォーマンスを最適化するためにも、
ラウドスピーカーは壁や部屋の隅に近づけ過ぎないようにすることが重要です (7ページの推奨を参照)。 

ラウドスピーカーの位置が、部屋の外観またはレイアウト上の理由から決まる場合や低音が強調され
過ぎる場合は、PL100 II/ PLC150 II/ PLC350 II の場合はポイント 1、PL100 II/ PL200 II/ PL500 II. の場合
はポイント 2を読んでください。

1. スタンドマウント / センターチャンネルスピーカー (PL100 II、PLC150 II、PLC350 II) を、後ろの
壁 ( キャビネットに配置された本棚または壁近くのスタンドなど ) 近く（8インチ /20センチ未満）
に配置している場合は、ポート栓をポートに付けることをお勧めします。これにより、強調され
過ぎた低音の「ブーム」が低減され、ラウドスピーカーがこれらの環境下で最適なパフォーマン
スを発揮できるようになります。この「ブーム」は通常、ラウドスピーカーからのベースエネル
ギーが部屋のモードを「強く刺激」し、特定の周波数または周波数の値で強調効果を生じさせる
場合に発生します。

2. ラウドスピーカー (PL200 II、PL3000 II、PL500 II) が後部の壁近く（18 インチ /45 センチ未満）に
立てられた状態で配置されている場合には、ポート栓を使うことをお勧めします。これにより、
強調され過ぎた低音の「ブーム」が低減され、ラウドスピーカーがこれらの環境下で最適なパ
フォーマンスを発揮できるようになります。これは通常、ラウドスピーカーからのベースエネル
ギーが部屋のモードを「強く刺激」し、特定の周波数または周波数の値で強調効果を生じさせる
場合に発生します。

ポート栓を取り付けると、全体的な低音の伸びは低減されませんが、周波数を招請するポートま
わりの低音のエネルギー /出力は低下します。これは、低音の鮮明さ、明白なアジリティを向上
させると同時に、低音の「ブーム」を低減させる効果があります。

すべての状況において、実験を行うことを強くお勧めします。
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Platinum IIスピーカーの慣らし運転を行う
お買い上げいただいたスピーカーを通常の音楽または弊社提供の慣らし運転用のCDを再生してスピーカー
を動作させます。このCDは、約50～70時間のプレイ時間で低・中の聴取レベルの再生を行うSystem De-Tox 
Diskです。また、再生が70時間を超えても、音の改善が継続することもあります。

慣らし運転は、自然に時間をかけて行うことができます。パフォーマンスは高級ワインのように、時間とともに
熟成されていきます。

別の方法として、スピーカーを継続的にループで動作させたい場合は、スピーカーを向き合わせて配置するこ
とで可聴ボリューム/存在感を低くすることができます。こうすることで、ドライバー/ツイーターが直接整列し、
可能な限り近づきます。次に、スピーカーの一つをノーマル (位相) になるように、プラスとプラス、マイナスと
マイナス (赤と赤、黒と黒) にアンプを接続します。他のスピーカーは、異相となるように、マイナス入力に対して
プラス、プラス入力に対してマイナスに接続します。

Monitor AudioのSystem De-Toxディスクについての詳細情報は、弊社のホームページ: www.monitoraudio.
comを参照してください。

お手入れとメンテナンス
ツールボックス 
1. アレン / 六角棒スパナ :5mm ( 脚部調整 )、8mm ( ドライバーボルトの締め付け )、10mm ( ミッ

ドレンジボルトの締め付け )

2. グリル取り外しツール

3. 

 

水準器

12 Platinum Series II
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キャビネットのお手入れ
キャビネットは、やわらかい布または超極細繊維の布を使用した通常のクリーニングを行うことで高
い光沢性を保つことができます。キャビネット表面のつやを回復させるには、高質・摩擦防止の自動
車用ワックスまたは艶出し剤を使用することができます。ドライブユニットは、通常以上のクリーニ
ングが必要な場合に、湿った布でのみクリーニングを行うようにしてください。

Platinum II スピーカーには、溶剤や強力な洗剤 /艶出し剤を使用しないでください。確かでない場合
には、キャビネットの目立たない部分で洗剤をテストし、目立つ部分へ使用する前に数日置いてみて
ください。

表面レザーのクリーニング
レザーのクリーニングは、それほど気にするべきことではありません。通常の室内環境でのレザー製
家具には、それほど気を配る必要なく、必要に応じてクリーニングを行うのみで十分です。ただし、
汚れや油が長期間にわたり付着することは好ましくありません。より長い期間にわたり汚れや油が付
着すれば、当然ながら取り除くのが困難になります。汚れは表面を破壊し、極限状況で長期間さらさ
れることで、保護コーティングを除去してしまうことがあります。

定期的なクリーニングでは、中性せっけん /水で薄めたもの ( 洗剤は使用しない ) ですすいだ布を使用
し、湿った状態になるまで絞ってください。軽く円を描くように、定期的に布を折り返しながらレザー
の表面を布で拭きます。強くこするようなことはしないでください。清潔なぬるま湯で布をすすいで
絞り、繰り返し拭いてください。レザーの寿命を延ばすためにも、自動車ショップなどでよく見られる、
高質のレザーコンディショナーやクレンザーを使用することをお勧めします。Platinum II スピーカー
には、家具用の研磨剤は使用しないでください。

スタンド
新しい Platinum Series II 専用のスタンドが入手可能です。これは、PL100 II のスタンドマウントスピー
カーと、外観・音響的にも完璧に合うように設計されています。これらには、安全に支えることがで
き、共振振動からスピーカーを分離させるために、頑丈な構造が採用されています。
この新しいスタンドは、再度最適化され、座った状態で鑑賞を行うのに理想的な耳の高さにスピーカー
のツイーターが調整されています。詳細情報については、弊社のホームページにアクセスしてくださ
い :www.monitoraudio.com

保証
Monitor Audioの日本国内における正規輸入品の保証は、株式会社ナスペックが行います。
詳しくは株式会社ナスペックのHP/サポートページ（http://naspecaudio.com/support/）をご確認ください。
修理の際は、販売店または株式会社ナスペックにお問合せください。
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Monitor Audioは、予
告なしに仕様を変更
する権利を擁します。

PL100 II PL200 II PL300 II PL500 II PL150C II PL350C II

システム構成 2ウェイ - 2ドライバー 3ウェイ - 4ドライバー 3ウェイ - 4ドライバー 3ウェイ - 7ドライバー 2.5ウェイ - 3ドライバー 3ウェイ - 4ドライバー

周波数応答 40Hz ‒ 100kHz 35Hz-100kHz 28Hz ‒ 100kHz 22Hz- 100kHz 45Hz-100kHz 32Hz- 100kHz

感度 (1W@1M) 88dB 90dB 90dB 91dB 89dB 90dB

インピーダンス 6 Ohm  
(4.5 Ohm 最小 @ 160Hz)

4 Ohm  
(4.0 Ohm 最小 @ 135Hz)

4 Ohm  
(4.2 Ohm 最小 @ 111Hz) 

4 Ohm  
(4.2 Ohm 最小 @ 120Hz)

6 Ohm  
(4.5 Ohm 最小 @ 170Hz)

4 Ohm  
(4.0 Ohm 最小 @ 115Hz)

最大SPL (室内にて、各
ペア) 111.8dBA 117dBA 117.8dBA 120dBA 112dBA 114dBA

電力処理 (RMS) 120W 250W 300W 400W 200W 250W

4 Ohmに対する推奨ア
ンプ電圧 (RMS) 60-120W 100-250W 100-300W 150-400W 60-200W 100-250W

システムアライメント シングルリアHiVe®IIポー
トテクノロジー

HiVe®IIポートテクノロジ
ー (2) 

シールドミッドレンジTLEエ
ンクロージャ

HiVe®IIポートテクノロジ
ー (2) 

シールドミッドレンジTLEエ
ンクロージャ

HiVe®IIポートテクノロジ
ー (4) 

シールドミッドレンジTLE
エンクロージャ

シングルリアHiVe®IIポート
テクノロジー

HiVe®IIポートテクノロジ
ー (2) 

シールドミッドレンジTLE
エンクロージャ

ミッド-H.Fクロスオーバ
ー周波数 3.0kHz 3.9kHz 3.4kHz 3.6kHz 3.0kHz 3.3kHz

ベース - ミッドレンジクロ
スオーバー周波数 該当なし 750Hz 500Hz 460Hz 600Hz (-6dB LF) 780Hz

ドライブユニット補完
機器

1 x 6.5インチRDT®IIベース/
ミッドレンジドライバー
1 x MPDトランスデューサー

2 x 6.5インチロングスロー
RDT®IIベースドライバー
1 x 4インチRDT®IIミッドレ

ンジドライバー
1 x MPDトランスデューサー

2 x 8インチロングスロー
RDT®IIベースドライバー
1 x 4インチRDT®IIミッドレ

ンジドライバー
1 x MPDトランスデューサー

4 x 8インチロングスロー
RDT®IIベースドライバー
2 x 4インチRDT®IIミッド
レンジドライバー

1 x MPDトランスデューサー

1 x 6.5インチRDT®IIベース
ドライバー

1 x 6.5インチRDT®IIベー
ス/ミッドレンジドライバー
1 x MPDトランスデューサー

2 x 8インチロングスロー
RDT®IIベースドライバー
1 x 4インチRDT®IIミッドレ

ンジドライバー
1 x MPDトランスデューサー

外寸 ( 適切な場所に固
定された台座を含む )  
( 高さ x 幅 x 奥行 )

370 x 225 x 285 mm
14 9/16 x 8 7/8 x 11 1/4インチ

998 x 360 x 375 mm
39 5/16 x 14 3/16 x 14 3/4インチ

1113 x 410 x 470 mm
43 13/16 x 16 1/8 x 18 1/2インチ

1803 x 504 x 626 mm             
71 x 19 13/16 x 24 5/8インチ

225 x 583 x 291.2 mm
22 15/16 x 8 7/8 x 11 7/16インチ

288 x 800 x 368  mm
11 5/16 x 31 1/2 x 14 1/2インチ

外寸 ( 適切な場所
に固定された台座、
脚、スパイクを含む )              
( 高さ x 幅 x 奥行 )

該当なし 1043 x 360 x 375 mm
39 5/16 x 14 3/16 x 14 3/4インチ

1158 x 410 x 470 mm
43 13/16 x 16 1/8 x 18 1/2インチ

1848 x 504 x 626 mm 
71 x 19 13/16 x 24 5/8インチ 該当なし 該当なし

製品重量
kg (Ibs) 14.94Kg (32lb 14oz) 36.08Kg (79lb 6oz) 54.52Kg (120lb) 99.1kg (218lb) 23.98kg (52lb 12oz) 43.02kg (94lb 10oz)

選択可能な仕上げ
ピアノラッカー仕上げサントスローズウッドベニア 

クリアピアノラッカーまたはピアノブラックラッカー仕上げ黒檀ベニア
アンドリュー・ミュアヘッドによる、ブラックイングルトン・プレミアムグレードレザーの革張りフロントバッフル
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