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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。
18.  ブックケースなどのよ
うな、閉じたスペースには
設置しないでください。
19.  本機の上に点火した
蝋燭 などの裸火を置かな
いでくだ さい。
20.  電池廃棄の際には、
環境へのご配慮をお願い
します。 電池は、かならず
電池回収場所に廃棄してく
ださい。
21.  本装置は 45°C 以下
の温帯気候でご使用くだ
さい。

   
   
   
   
   
   

ここに含まれる記述、写
真、意見の全体または一
部に依拠して、いかなる
人が損害を生じさせた場
合にも、Music Tribe は一切
の賠償責任を負いませ
ん。技術仕様、外観およ
びその他の情報は予告な
く変更になる場合があり
ます。商標はすべて、それ
ぞれの所有者に帰属しま
す。Midas、Klark Teknik、 
Lab Gruppen、Lake、Tannoy、 
Turbosound、TC Electronic、 
TC Helicon、Behringer、Bugera、 
Oberheim、Auratone および 
Coolaudio は Music Tribe Global 
Brands Ltd. の商標または
登録商標です。© Music 
Tribe Global Brands Ltd. 
2021 無断転用禁止。

適用される保証条件
と Music Tribe の限定保
証に関する概要につ
いては、オンライン上 
musictribe.com/warranty にて
詳細をご確認ください。 

安全にお使いいただくために 法的放棄

限定保証
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ULTRA-DI DI100 コントロール

(1) ON/OFF スイッチはバッテリーの消
耗を減らすためにバッテリー のオ
ン / オフに使用します。ULTRA-DI には
「OFF」セット時にもフ ァントム電源
を利用して電流を供給することがで
き、「ON」設定 時にはバッテリーとフ
ァントム電源の切替えは自動的に行
われま す。DI100 をバッテリー運転
すると、ON/OFF LED は数秒に一回の
割 合で点滅し、ファントム電源使用
時にはこの LED は点灯したまま の
状態です。

(2) INPUT. 6.3 mm フォンジャック。音源と
の接続用

(3) ULTRA-DI にはフレキシブルな使用を実
現するため、アンバランス型 XLR 入力
端子が装備されています。

(4) LINK OUT. ULTRA-DI のアンバランス型
出力。バックラインもしくはモ ニタ
ーアンプの入力側との接続に使用し
ます。

◊ ◊ 6.3 mm フォンジャック (入力端子お
よび LINK OUT) と XLR 端子は 並列に
接続されており、いずれの入力端子
も同じように使用する ことが可能
です。

(5) -20 dB-ATTENUATION スイッチ: ULTRA-DI 
のオペレーティングレンジを 大幅に
拡大し、ギター音声から PA パワーア
ンプのスピーカー接続 までのレベル
に対応させます。両スイッチがオンの
状態では 40 dB のレベルリダクション
を行います。

◊ ◊ -20 dB スイッチは ULTRA-DI がクリッ
プ (過負荷) するのが確実な 場合に
だけ使用し、マイクプリアンプとの接
続の場合などには使 用しないでくだ
さい。最適の N/S 比を確保するため
アッテネーシ ョンの使用は最低限に
とどめてください。

(6) OUTPUT. ULTRA-DI PRO のバランス出
力。接続には常の高品質バラン ス型
ケーブルを使用します。 

◊ ◊ ファントム電源を使用するためには
ピン 2 またはピン 3 とピン 1 は絶対
に接続しないでください。またピン 1 
の絶縁ははがさな いでください。

(7) GROUND LIFT スイッチは入力側と出力
側のグラウンディングの接続 または
切り離しに使用します。接続されて
いる機器の接地の状態 によりハム
やグラウンドループを防ぐ役割をし
ます。このスイッチ がオンになってい
る状態ではグラウンドは切り離され
ています。

(8) バッテリーケース 9 V バッテリーの
交換のためにケースのフタを取 り外
すにはネジを外します。ULTRA-DI の 
LED がバッテリー使用中に も点灯し
ない場合にはバッテリーの交換が必
要です。

DI100 の前部および後部

(1)

(7) (6) (8)

(5)(2) (3) (4)
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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 Tribe ディー
ラーがお客様のお近くにな
いときは、musictribe.com の 
“Support” 内に列記されて
いる、お客様の国の Music 
Tribe 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 
musictribe.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、musictribe.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

その他の重要な情報

ULTRA-DI DI100

技術仕様

周波数領域 10 Hz から 93 kHz 10 Hz から 93 kHz

ノイズ -102 dBu

歪み率 < 0.005% (1 kHz、0 dBu in)

入力抵抗 > 250 kOhm

接続抵抗 > 600 Ohm

入力 6.3 mm フォンジャック
XLR / アンバランス

出力 XLR / バランス
最高入力レベル +10/ +30/ +50 dBu

使用電圧
ファントム電源 18 V DC から 48 V DC

バッテリー 9 V 6LR91

寸法 150 x 130 x 60 mm

重 約 670 g

Behringer 社は最高の品質水準を保つ努力を常に行っています。必要と思われる改
良等は予告なしで行われますので、技術データおよび製品の真が実物と多少相
違する可能性
があります。



We Hear You


