POWERPLAY P1
Personal In-Ear Monitor Amplifier

V 6.0
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クイックスタートガイド

POWERPLAY P1
安全にお使いいただく
ために

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。

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。

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
注意
の広いピン、およびアー
スピンは、安全のための
1. 取扱説明書を通して ものです。備え付けのプ
ラグが、お使いのコンセ
ご覧ください。
ントの形状と異なる場合
2. 取扱説明書を大切に は、電器技師に相談して
保管してください。
コンセントの交換をして
3. 警告に従ってくだ 下さい。
さい。
10. 電源コードを踏み

4.

つけたり、挟んだりしな
いようご注意ください。
5. 本機を水の近くで使 電源コードやプラグ、コ
ンセント及び製品との接
注意
用しないでください。
続には十分にご注意くだ
火事および感
6. お手入れの際は常に さい。
電の危険を防ぐため、
乾燥した布巾を使ってく
11. すべての装置の接
本装置を水分や湿気のあ ださい。
地 (アース) が確保され
るところには設置しない
7. 本機は、取扱説明 ていることを確認して下
で下さい。装置には決し
書の指示に従い、適切な さい。
て水分がかからないよう
換気を妨げない場所に設
に注意し、花瓶など水分
置してください。取扱説 12. 電源タップや電源
を含んだものは、装置の
明書に従って設置してく プラグは電源遮断機とし
上には置かないようにし
て利用されている場合に
ださい。
てください。
は、これが直ぐに操作で
8. 本機は、電気ヒー きるよう手元に設置して
ターや温風機器、ストー 下さい。
注意
ブ、調理台やアンプとい
った熱源から離して設置 13. 付属品は本機製造元
このマークが表
が指定したもののみをお使
示されている箇所には、内 してください。
いください｡
部に高圧電流が生じていま 9. ニ極式プラグおよ
14. カ
す。手を触れると感電の恐 びアースタイプ (三芯) プ
ートスタ
れがあります。
ラグの安全ピンは取り外
ンド、三
さないでください。ニ極
注意
脚、ブラ
式プラグにはピンが二本
ケット、
取り扱いとお
ついており、そのうち一
指示に従ってくだ
さい。

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。

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。
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法的放棄

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
19. 本機の上に点火した 人が損害を生じさせた場
蝋燭などの裸火を置かな
合にも､Music Tribe は一切
いでください。
の賠償責任を負いませ
20. 電池廃棄の際には、 ん。技術仕様､外観およ
15. 雷雨の場合、もしく 環境へのご配慮をお願い びその他の情報は予告な
は長期間ご使用にならな します。 電池は、かなら
く変更になる場合があり
い場合は、 電源プラグを ず電池回収場所に廃棄し
ます。商標はすべて､そ
コンセントから抜いてく てください。
れぞれの所有者に帰属し
ださい。
21. 本装置は 45°C 以下 ます。Midas､Klark Teknik､
16. 故障の際は当社指定 の温帯気候でご使用くだ Lab Gruppen､Lake､Tannoy､
のサービス技術者にお問 さい。
Turbosound､TC
い合わせください。電源
Electronic､TC Helicon､
コードもしくはプラグの
Behringer､Bugera､Oberheim､
損傷、液体の装置内への
Auratone および Coolaudio
浸入、装置の上に物が落
は Music Tribe Global Brands
下した場合、雨や湿気に
Ltd. の商標または‑登録商
装置が晒されてしまった
標です。© Music Tribe Global
場合、正常に作動しない
Brands Ltd. 2021 無断転用
場合、もしくは装置を地
禁止。
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
限定保証
た場合は、装置の修理・
適用される保証条件と
点検を受けてください。
Music Tribe の限定保証に関
17. 本製品
する概要については、オ
に電源コー
ンライン上 musictribe.com/
ドが付属さ
warranty にて詳細をご確認
れている場
ください。
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。
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POWERPLAY P1

POWERPLAY P1 コントロール
コントロール

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) PHONES 出力は 1/8" (3.5 mm) の TRS

ヘッドフォンプラグを入力します。

(6) ON/OFF ボタンは電源をオンおよび
オフにします。

(2) BATTERY STATUS LED は現在のバッテリ (7) DC IN は 9 V 電源アダプターを接続
ー消耗度を示します。新しいバッテ
リーを装着し電源が投入されると、 (8)
緑色の LED が点灯します。バッテリ
ーの寿命が低下すると、赤と緑の両
方の LED が点灯し、電圧が 6.8~7.3 V
の電圧がある事を示します。赤色の
LED が点灯した時にはバッテリーを
交換する必要があることを示します (9)

(1)

(3) VOLUME ノブはヘッドフォン出力の
調整を行います。

(4) BALANCE ノブは両入力に接続されて

(6) (7)

(8)

(9)

いるステレオ音源のパン、または入
力L / 1 および R / 2 に接続されて
いるモノラル音源間のバランスを調
整します。

(5) 入力 1 と 2 に入力された音源は
MODE ボタンでステレオはまたは

デュアルモノミックスを決定をし
ます。STEREO モードでは、INPUT (L)
に入力された音源はヘッドホンの左
側にルーティングされ、INPUT (R) に
入力された音源はヘッドホンの右側
にルーティングされます。MONO モ
ードではオーディオ入力 (L) (R) お
よびヘッドホンの両側にルーティ
ングされ、かつ 2 つのソースの音
量レベルが BALANCE ノブで調整さ
れます。

します。

INPUT (L) は、XLR ケーブルからの信
号を入力します。STEREO モードで
は左チャンネルに、MONO モード
ではチャネル1にルーティングさ
れます。

INPUT (R) は、XLR ケーブルからの
信号を入力します。STEREO モード
では右チャンネルに、MONO モー
ドではチャネル 2 にルーティング
されます。
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POWERPLAY P1

技術仕様
コネクタ
入力
出力

入力インピーダンス
出力インピーダンス
周波数応答

THD + N
信号対雑音比

CMRR
クロストーク

電源

2 x XLRコネクター、バランス型
3.5 mmTRSコネクタ
20kΩ
チャネルあたり10Ω
20 Hz – 80 kHz（+/- 0.5 dB）
0.01%
> 90 dB（A 加重）
> 50 dB
> 40 dB

システムデータ

通常の入力レベル
最大入力レベル
入力レベルを制限する
最大出力レベル

2 dBu
6 dBu
7 dBu
9.5 dBu

指標

LED

電源インジケータ（緑）、
バッテリー制御インジケーター（赤）

電圧

緑色の LED が点灯：電圧> 7.3 V
緑と赤の両方の LED が点灯：電圧= 6.8 – 7.3 V
赤色LEDが点灯：電圧<6.8 V

電池
電源アダプタ
ヨーロッパ
アメリカ/カナダ
日本
英国
オーストラリア
中国
待機時消費電力
最大動作電流

20Ω への最大出力電力

物理的

寸法（H x W x D）
重量

9V ブロックアルカリ電池または 8.4VNIMH
充電式電池

内線 入力電力DC 9 V（ピン=負、リング=正）

PSU-SB-EU (G81-00000-37236)
PSU-SB-UL (G81-89832-03136)
PSU-SB-JP (G81-89833-54837)
PSU-SB-UK (G81-00000-37237)
PSU-SB-SAA (G81-32735-05565)
PSU-SB-CCC (G81-89836-54835)
300 mW
90 mA
40 mW チャネルごと
45 x 125 x 85 mm (1.8 x 4.9 x 3.3")
0.27 kg (0.6 lbs)
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POWERPLAY P1

その他の重要な情報
その他の重要な情報

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。

1.

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。

2.
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We Hear You

