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EUROCOM Fly Kit CL FK
Fits All CL-Series EUROCOM Speaker Enclosures



注意

感電の.恐れがあり
ますので、カバーやその他の
部品を取り外したり、開けた
りしないでください。高品質
なプロ用スピーカーケーブル 
(¼" TS 標準ケーブルおよびツイ
スト ロッキング プラグケーブ
ル）を使用してください。

注意
火事および感電の危

険を防ぐため、本装置を水分
や湿気のあるところには設置
しないで下さい。装置には決
して水分がかからないように
注意し、花瓶など水分を含ん
だものは、装置の上には置か
ないようにしてください。

注意
このマークが表示さ

れている箇所には、内部に高圧
電流が生じています。手を触れ
ると感電の恐れがあります。

注意
取り扱いとお手入れ

の方法についての重要な説明
が付属の取扱説明書に記載さ
れています。ご使用の前に良
くお読みください。

注意

1. 取扱説明書を通してご覧
ください。
2. 取扱説明書を大切に保管
してくださ い。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用し
ないでください。

6. お手入れの際は常に乾燥
した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指
示に従い、適切な換気を妨げ
ない場所に設置してください。
取扱説明書に従って設置してく
ださい。
8. 本機は、電気ヒーターや温
風機器、ストーブ、調理台やア
ンプといった熱源から離して設
置してください。
9. ニ極式プラグおよびアース
タイプ ( 三 芯) プラグの安全ピ
ンは取り外さないでください。
ニ極式プラグにはピンが二本
ついており、そのうち一本はも
う一方よりも幅が広くなってい
ます。アースタイプの三芯プラ
グにはニ本のピンに加えてア
ース用のピンが一本ついてい
ます。これらの幅の広いピン、
およびアースピンは、安全のた
めのものです。備え付けのプラ
グが、お使いのコンセントの形
状と異なる場合は、電器技師に
相談してコンセントの交換をし
て下さい。
10.  電源コードを踏みつけた
り、挟んだりしないようご注意
ください。電源コードやプラグ、
コンセント及び製品との接続に
は十分にご注意ください。
11.  すべての装置の接地（アー
ス）が確保されていることを確
認して下さい。
12.  電源タップや電源プラグ
は電源遮断機として利用され
ている場合には、これが直ぐに
操作できるよう手元に設置して
下さい。
13.  付属品は本機製造元が指
定したもののみをお使いくだ
さい。

14.  カートス
タンド、三脚、
ブラケット、テ
ーブルなどは、
本機製造元が
指定したもの、

もしくは本機の付属品となる

もののみをお使いください。
カートを使用しての運搬の際
は、器具の落下による怪我に十
分ご注意ください。 
15.  雷雨の場合、もしくは長期
間ご使用にならない場合は、
電源プラグをコンセントから抜
いてください。
16.  故障の際は当社指定のサ
ービス技術者にお問い合わせ
ください。電源コードもしくは
プラグの損傷、液体の装置内へ
の浸入、装置の上に物が落下し
た場合、雨や湿気に装置が晒
されてしまった場合、正常に作
動しない場合、もしくは装置を
地面に落下させてしまった場合
など、いかなる形であれ装置に
損傷が加わった場合は、装置の
修理・点検を受けてください。

17.  本製品に電源
コードが付属されて
いる場合、付属の電
源コードは本製品
以外ではご使用い

ただけません。電源コードは必
ず本製品に付属された電源コ
ードのみご使用ください。

技術的な仕様および外観は予
告なく変更することがあり
ます。BEHRINGER, KLARK TEKNIK, 
MIDAS, BUGERA, および 
TURBOSOUND は、MUSIC GROUP 
(MUSIC-GROUP.COM) のブラン
ドです。すべての商標はそ
れぞれの所有者の財産で
す。MUSIC GROUP は、ここに含
まれたすべて、もしくは一部
の記述、画像および声明を基
にお客様が起こした行動によ
って生じたいかなる損害・不
利益等に関しても一切の責任
を負いません。色およびスペ
ックが製品と微妙に異なる場
合があります。MUSIC GROUP 製
品の販売は、当社の正規代
理店のみが行っています。
ディストリビューターとディ
ーラーは MUSIC GROUP の代理

人ではなく、あらゆる表現、
暗示された約束、説明等に
よって MUSIC GROUP を拘束す
る権利はまったくありませ
ん。この説明書は、著作権保
護されています。本取扱説
明書に記載された情報内容
は、MUSIC GROUP IP LTD. からの
書面による事前の許諾がない
限り、いかなる利用者もこれ
を複製、使用、変更、送信、
頒布、入れ替え、工作するこ
とは禁じられています。

製権所有
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, 
P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands

適用される保証条件と 
MUSIC Group の限定保証に関する
概要については、オンライン上 
www.music-group.com/warranty にて
詳細をご確認ください。

法的放棄

限定保証

安全にお使いいただくために
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EUROCOM Fly Kit
EUROCOM CL シリーズスピーカー
フライングキット
全ての CL シリーズ製品にお
いての書類では、“吊下げ” 
と “フライング” は同じ意味で
使われ、スピーカーキャビネット
を地面から上げて設置すること
を意味します。
このフライングキットに
は 2 つの特別に設計された 
SECC（亜鉛めっき鋼鉄）製のフ
ロント、リアのスペースプレー
トが含まれています。これらの
スペースプレートは同サイズの 
EUROCOM CL シリーズのキャビネッ
トを連結させて 45° および 60° 
の角度を持たせたラインアレイ
を作るのに使われます。
スピーカーを 10° 以上の俯角を
持たせてをマウントする時には、
フライングキットを追加しライ
ンアレイの底に固定します。この
追加補強によりスピーカーキャ
ビネットと取り付け金具の重量
を分散させることができます。

注意! EUROCOM CL シリ
ーズの取り付け金具
の重量制限は 10:1 の

安全域を見て 45.4 kg です。くれ
ぐれも 45.4 kg を超える重量を 
1 個の牽具で扱わないようにし
てください。これが守られない
と怪我もしくは死に至る事故が
起こる可能性があります。

注意! 一般に市販さ
れているボルトナッ
ト、ねじは使用しない

でください。必ず適切な建築、
設置専用のボルトナット、ねじ
を使用してください。これが守
られないと怪我もしくは死に至
る事故が起こる可能性があり
ます。

このフライングキットを使って
設置を行うときには以下の事項
を守ってください。

スピーカーの向きお
よび吊り方の設置プラ
ンを正しく行ってく

ださい。
構造物（梁など）に吊
る適切なポイントを見
極めてください。
建築、設置専用のボル
トナット、ねじを使用し
てください。
各キャビネットは最低 
3 箇所で支えられてい
ることを確認してくだ

さい。
注意! 設置者は安全
施工のためのすべて
の責任を持ってくださ

い。設置は専門知識と経験を持
った建築士資格を持つプロが行
うことを推奨します。

注意! スピーカーキャ
ビネットのワッシャー
やその他索具はシー

ルされたままにしておいてくださ
い。シールが破れて空気が漏れ
るとスピーカーの気密性が失わ
れ、低音が出ない、歪、音圧の
減少などの現象が起こります。

スピーカー 設置インストラク
ション – 設置は有資格者に限
ります。

このスピーカーシステムは承認
された方法および機材を用い
て、有資格者により設置されま
す。不適切な取り付け、取り扱い
により負傷または死亡事故等の
重大なリスクをもたらす場合が
あります。取り付けを行う前に、
必ずこれらのインストラクション
をお読みください。

設置は取り付けをする各国およ
び地方自治体の有資格者によっ
て行われます。設置者は付属の
オリジナルパーツ、ブラッケット
金具、ファスナー、サスペンショ
ンまたは適切な定格と認定され
たサードパーティ製の部品を使
用して下さい。欠品がある場合
にはお住まいの地域の代理店
に連絡し、不足部品を取り寄せ
ます。作業を開始する前には必
要な承認や許可を必ず取得して
下さい。

取り付けるスピーカーの場所の
選択には機構的、音響的、安全
性を考慮してください。構造自
体がすべてのハードウェアをサ
ポートする充分な負荷に耐えう
る安全性が確保されていること
を確認して下さい。スピーカー
の吊り設置は人通りがある場
所、吊り設置により物的損害を
引き起こす場所には行わないで
ください。尚、吊具は定期的に
整合性および強度の検査を行っ
てください。

スピーカーは使用されていない
状態でも磁気を発生していま
す。この磁気はコンピュータ、
磁気メディア、ビデオモニターな
どと干渉を起こす可能性があり
ます。スピーカーとの干渉を防ぐ
ため、上記のデバイスとは少なく
とも 2 メートルの間隔を置く事
をお奨めします。

MUSIC Group および関連会社はこ
の製品の不適切な設置、使用、
または保守から生じたいかなる
物的損害または傷害に対して一
切の責任を負いません。
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EUROCOM Fly Kit

15.9 in / 404 mm

0.8 in / 20.1 mm

13.6 in / 344.3 mm

1.2 in / 30 mm

 
 

 

0.5 in / 11.2 mm

14.9 in / 379.2 mm

15.6 in / 395.5 mm

15.3 in / 389.5 mm

14.4 in / 358.8 mm

13.9 in / 352.8 mm

0.5 in / 11.3 mm

15.6 in / 396.8 mm

12 in / 304.3 mm

5.3 in / 134.9 mm

10.4 in / 263.4 mm
8.0 in / 203.4 mm

8.3 in / 211.5 mm
8.6 in / 217.5 mm 10.1 in / 255.5 mm

9.8 in / 249.5 mm

 
 

9.3 in / 236.5 mm
9.7 in / 247.6 mm

7.5 in / 189.8 mm

0.4 in / 11 mm

1.2 in / 30 mm

0.1 in / 3.0 mm

0.5 in / 12.6 mm
0.2 in / 5.5 mm

2.4 in / 59.9 mm

フロントスペースプレート リアスペースプレート
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その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧
の選択: ユニットをパワーソ
ケットに接続する前に、各モ
デルに対応した正しい主電源
を使用していることを確認し
てください。ユ ニットによ
っては、230 V と 120 V の 2 つ
の違うポジションを切り替え
て使う、ヒューズの格納部を
備えているものがあります。
正しくない値のヒューズは、
絶対に適切な値のヒューズ
に交換されている必要があ
りま す。
2. 故障: MUSIC Group ディーラ
ーがお客様のお近くにないと
きは、behringer. com の “Support” 
内に列記されている、お客様
の国の MUSIC Group ディスト
リビューターにコンタクトす
ることができます。お 客様
の国がリストにない場合は、
同じ behringer. com の “Support” 
内にある “Online Support” でお客
様の問題が処理できないか、
チェックしてみてください。
あるいは、商品を返送する前
に、behringer.com で、オンライ
ンの保証請求を要請してくだ
さい。

その他の重要な情報
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installed sound


