
Wonder Pure

Double Bass Reflex Speaker System
ダブルバスレフ・スピーカーシステム
　　　　　　　組み立てキット　　　　　　  
 

組み立て説明書

●必要な工具

　・プラスドライバー　　　　　　　　　　　　　　　　・ハンダごて(30～60W)　　 　
　・ハンダごて台　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ハンダ　　　　　　　　　　　　
　・ニッパー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ワイヤーストリッパー　　　　
　・ピンバイス又は電動ドリル　　　　　　　　　　・ドリルビット　　2,5Φ　　5Φ　 
　・L定規　又は三角定規　

　・ハタガネ(6本くらい)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　なければ「本」などを重しにします　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

●主な仕様

　・形式　　　　　　　　　　　 　　　ダブルバスレフ型　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・スピーカーユニット取付穴径　　80mm　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　
　・エンクロージャー材質　　　　MDF  厚さ15mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・外形寸法　　　　　　　　　　 　幅170mm　高さ450mm　奥行き300mm　　　　　
　・重量           　　　　　　　　 　約5,5Kg

　・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様・外
　　観等を変更する場合があることをあらかじめご了承ください。　　　　　　　　　　　　　　
　・本機はキット商品です。完成時の性能・品質・安全等に関するリスクは組み立てた方
　　ご自身に負っていただくことをご了承ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・当社はお客様の特定の目的に叶うことや他の機器に対して侵害なきことを一切保障
　　することはできません。またいかなる状況下、法律上、契約上のもとにおいて、間接
　　的、付随的、あるいは結果的に生じたいかなる種類の損害に対しても一切の責任を
　　負うことはできませんのでご了承ください。

販売元 : 共立電子産業株式会社　共立プロダクツ事業所

　　　〒556-0004  大阪市浪速区日本橋西2-5-1　　　　　　　　　
　　　TEL(06)6644-4447   FAX(06)6644-4448

●内部構造

スピーカーユニット    
  (現物と異なります)

  

●このキットに含まれるパーツ

①前板・・2枚

⑩ボンド・・2個⑨スピーカー　
　ケーブル　　
　　・・2本

⑥ダクト・・4個

⑧ターミナル・・2個

ピンバイスとドリルビット

●組み立て手順

①「前板」に「中板」の接着位置をマーキング
　　します

　・写真の位置にサインペンなどで「線」を引　
　　きます

②「前板」に「ダクト」を接着します

　④「前板」と「天板」を接着します

　　・「天板」の端面にボンドを塗ります

　　　「天板」は2枚ありますがどちらを　
　　　使ってもOKです

　　　残った方が「底板」になります

　　・「前板」の先端と位置を合わせて「天
　　　板」を接着します

　　　「天板」を「手」で押さえつけて圧着し
　　　ます

　　　

　　　

　・ボンドが固まるまでに、「L定規」もしく
　　は「三角定規」で正しく直角になって　
　　いるか確認します

　　直角になっていないときは「天板」の　
　　上部をそっと動かして傾きを調整しま
　　す

　　2～3分押えていればボンドが固まっ　
　　て動かなくなります

　・端面にハミ出たボンドは「濡れぞうきん」
　　で拭き取っておきます

　　そのままにしておくと、後で「側板」を接　
　　着したときに、固まったボンドの厚さのス
　　キマができて空気モレの原因になります

⑤「前板」と「中板」を接着します

　・「天板」と同じ要領です

　・①でマーキングした「線」に合わせ
　　て接着します

　・「ダクト」の向きに注意してください
　　内部構造写真を参考にしてください　
　　ダクトは「天板」の方を向いて「裏板」　
　　側に寄っています

Ver.1

④天板

④底板(天板と同じもの)

②裏板・・2枚 ③側板・・4枚

④天板・・4枚

⑦吸音材・・2枚

③「中板」に「ダクト」を接着します

　・②と同じ要領です

WP-711DB-S2

①前板
②裏板

⑦吸音材

⑩スピーカーケーブル

③側板

⑥ダクト

⑤中板・・2枚

(写真は1台分です　このキットには2台分が梱包されています)

⑤中板

前板

前板

ダクト

前板

　・「ダクト」の周囲にボンドを塗ります

　・マーキングした面を上向きにして平
　　らな台の上に置き、「ダクト」を押し　
　　込みます

　　裏側から見て「前板」と「ダクト」が同
　　一平面になるようにします

中板

天板

　・スキマが発生しないようボンドを塗り
　　込みます

前板

天板

天板

前板

前板

天板

前板

中板

ダクトは「天板」の方
を向いて「裏板」側に
寄っています

　・ボンドが固まるまでに、「L定規」もしく
　　は「三角定規」で正しく直角になって　
　　いるか確認します

　　直角になっていないときは「中板」の　
　　上部をそっと動かして傾きを調整しま
　　す

　　2～3分押えていればボンドが固まっ　
　　て動かなくなります前板

中板

⑥「前板」と「底板」を接着します

　・「天板」「中板」と同じ要領です

　

前板

底板

⑨ターミナル

　スピーカーユニット取り付け穴(大) 　ダクト取り付け穴(小)

天板



⑦「裏板」を接着します

・「裏板」をそっと乗せて軽く押えま
　す

・「ターミナル」の穴位置に注意し
　てください

　「天板」および「底板」と位置を合
　わせます

・「ハタガネ」で軽く締め付けて乾燥
　させます

　「ハタガネ」がないときは「本」や　
　「水の入ったペットボトル」などを　
　重しにして圧力をかけます

⑧「側板」を接着します

・写真のように接着面すべてにボン
　ドを塗ります

*木ネジを締めたとき周辺の
　木部が浮き上がり、ターミ
　ナルとの間にスキマがで　
　きて「空気モレ」が発生す
　るのを防ぐためです

⑨「ターミナル」取り付けネジ用の下穴をあけ　
　　ます

・5mmのドリルで「皿モミ」を行います　　　　
　(2カ所)

　この作業は「手」でドリルを持って軽く回し
　ます

・「スピーカーユニット」を取り付け穴の上に
　置いてネジ穴の位置を鉛筆などでマーキ　
　ングします(3カ所)

・マーキングしたら「スピーカー」を取り外しま
　す

　　

・ニッパーで切り目を入れて「青色」と　　
　「銀色」のケーブルを2本に分けます

・「スピーカーケーブル」の先端の被覆を
　約10mm剥がしておきます(4カ所)

　

・「スピーカーケーブル」の先端に「予備
　ハンダ」をします(4カ所)

・「吸音材」を軽く丸めてスピーカー取り付　
　け穴から挿入します

　内部構造写真のような位置になるよう　　
　セットします

　ただし、これはあくまでも事例です　　　　
　吸音材の材質や量を調整してチューニン
　グをお楽しみいただくことも可能です

●これで完成です　　　　　　　　　　　　　　
　　おつかれさまでした

　　アンプにつないで音が出るか確認しま
　　しょう

　　*お好みの塗装を施せば世界でひとつ、あなだけのオリジナル・スピーカー　
　　　システムができあがります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　*塗装作業は「スピーカーユニット」および「ターミナル」を取付ける前に行っ　
　　　てください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　本機の素材である「MDF」はその性質上「オイル仕上げ」や「ワックス仕　　
　　　上げ」には適しません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　水性もしくは油性塗料による塗装仕上げをおすすめします

●ワンポイントアドバイス

　・強度の低い家具の上などに設置すると低音がダブついたり音の明瞭度が　　
　　低下します。叩いてもボンつかないしっかりとした台やスピーカースタンドに　
　　設置されることをおすすめします。

・「天板」「中板」「底板」の端面にボ
　ンドを塗ります

・「側板」をそっと乗せます

　「手」で押さえつけて位置を合わ　
　せながら圧力をかけてボンドを全
　体になじませます

・2～3分待って「側板」が動かなく　
　なったら「もう片側の側板」を同じ
　要領で接着します

・「ターミナル」を取り付け穴の上に置いて　
　ネジ穴の位置を鉛筆などでマーキングしま
　す(2カ所)

・マーキングしたら「ターミナル」を取り外しま
　す

⑩「スピーカーユニット」取り付けネジ用の　
　下穴をあけます

・「ターミナル」の端子の上にケーブルを
　乗せて、その上からハンダごてを当て
　ると簡単にハンダづけすることができ　
　ます
・「赤色」の端子には「銀色」のケーブル
　を、「黒色」の端子には「青色」のケー　
　ブルをハンダづけします

⑫「ターミナル」を取り付けます

・スピーカーユニットを取付け穴の近くに
　置いて、スピーカーケーブルをハンダ　
　づけします

・端子には「極性」表示(+)(-)があります

　(+)には「銀色」のケーブル、(-)には　　
　「青色」のケーブルを接続します

底板

前板

・ボンドが固まるまでに「L定規」もしくは　
　「三角定規」て゜正しく直角になっている
　か確認します

　直角になっていないときは「底板」の上
　部をそっと動かして傾きを調整します

　2～3分押えていればボンドが固まって
　動かなくなります

天板 中板 底板

裏板

ハタガネ

・「ハタガネ」で軽く締め付けて乾燥
　させます

　「ハタガネ」がないときは「本」や　
　「水の入ったペットボトル」などを　
　重しにして圧力をかけます

ターミナルの穴

・2.5mmのドリルで貫通穴をあけます　　　　　
　(2カ所)

　写真では「ピンバイス」を使用していますが
　「電動ドリル「や「ハンドドリル」でもOKです

ピンバイス

・2.5mmのドリルで貫通穴をあけます　　　　　
　(3カ所)

　写真では「ピンバイス」を使用していますが
　「電動ドリル「や「ハンドドリル」でもOKです

・5mmのドリルで「皿モミ」を行います　　　　
　(3カ所)

　この作業は「手」でドリルを持って軽く回し
　ます

*木ネジを締めたとき周辺の
　木部が浮き上がり、スピー
　カーユニットとの間にスキ
　マができて「空気モレ」が　
　発生するのを防ぐためで　
　す

⑪「ターミナル」に「スピーカーケーブル」
　をハンダづけします

ワイヤーストリッパー

・「ターミナル」の端子に予備ハンダをし
　ます(2カ所)

・「スピーカー」の端子にも予備ハンダをし   
 ておきます(2カ所)

・ターミナル取り付け穴にスピーカーケーブ
　ルを通します

・付属の「木ネジ」で「ターミナル」を固定し　
　ます(2カ所)

⑬「スピーカーユニット」を取り付けます

・付属の「木ネジ」で「スピーカーユニッ　
　ト」を取り付けます(3カ所)

　

・この状態で約半日乾燥させます　　
　(ボンドの色が白⇒透明になるまで)

・外側にハミ出て固まっているボンド
　はサンドペーパーもしくはカッターナ
　イフで削り取っておきます

プラスドライバー


