EUROPORT PPA200
Ultra-Compact 200-Watt 5-Channel Powered Mixer with
Wireless Microphone Option, Klark Teknik Multi-FX Processor
and FBQ Feedback Detection

V 5.0
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クイックスタートガイド

EUROPORT PPA200

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。

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

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
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。

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。
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。

限定保証
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。
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クイックスタートガイド

EUROPORT PPA200

EUROPORT PPA200 フックアップ
ステップ 1: フックアップ

パネル•ディスカッション

ミーティング / セールス•プレゼンテーション

L
L
R
R

L
R

L
R

シンガーソングライターのパフォーマンス用セットアップ

L
L
R
R

スピーカーの接続
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クイックスタートガイド

EUROPORT PPA200

EUROPORT PPA200 接続
ステップ 2: 接続

推奨されるスピーカーの配置、左と右

推奨されるスピーカーの配置、(角度をつけた) 左と右

ケースを開け、備え付けの支柱
で、ふたを開けた状態で固定し
ます。

推奨しないスピーカーの配置

スピーカーを枠から持ち上げて
取り外します。これらをオーディ
エンスの方向に向けて、ステー
ジの両端に置きます。可能であれば、スピ
ーカーをオーディエンスの頭または頭より
上の位置まで上げます。
スピーカーケーブル、
マイクロフ
ォン、
マイクロフォン用のクリップ
とケーブル、電源コード、1/8 イン
チ•ミニプラグ-ステレオ RCA アダプターの
アクセサリー類を袋の中から取り出し
ます。
推奨されるスピーカーの高さ
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クイックスタートガイド

EUROPORT PPA200

EUROPORT PPA200 コントロール
ステップ 3: コントロール

SPEAKER OUTPUTS ¼

LINE IN 楽器、CD プレ

イヤー、サブ-ミキサ
ー、その他のラインレ
ベルのソースを、¼ イ
ンチプラグを使って
これらの端子に接続
します。これらの端子
は、バランスとアンバ
ランスの両方の信号
に対応します。

MIC INPUT ダイナミ

ック (ハンドマイク)
またはコンデンサー
マイクロフォンを XLR
ケーブルを使ってこの
端子に接続すること
ができます。これらの
XLR 入力は、コンデン
サーマイクを使うため
のファンタム電源付き
のマイクプリアンプを
備えています。

MIC/INST INPUT (マイ

ク / インストゥルメ
ント入力) ギターまた
は high-Z マイクロフォ
ンなど、¼ インチ 高
インピーダンス (“high
Z”) ケーブルをここに
接続します。

STEREO LINE IN (チャン
ネル 4/5 のみ) CD プ

レイヤー、テープデッ
キ、mp3 プレイヤーな
どのサウンド•ソース
を、ステレオ RCA ケー
ブルを使って、この端
子に接続します。

2-TR OUTPUT テープデ

2-TR INPUT CD プレ

DIRECT テープデッキ、

イヤー、テープデッ
キ、mp3 プレイヤーな
どのサウンド•ソース
を、ステレオ RCA ケー
ブルを使って、この端
子に接続します。

インチ•プラグ付きの
スピーカーケーブルを
使って、付属している
スピーカーをこれらの
左右の端子に接続し
ます。楽器用のシール
ドケーブルは使用しな
いでください。付属の
スピーカーだけを使用
してください。

ッキ、デジタル•レコー
ダー、その他の録音機
器に、ラインレベルの
ステレオ信号を出力し
ます。

デジタル•レコーダー、
その他の録音機器
に、ラインレベルのモ
ノラル信号を出力し
ます。

PHONES ¼ インチ TRS

ステレオ•プラグを使
って、ヘッドフォンを
接続します。ヘッドフ
ォンによっては、アダ
プターが必要です。

POWER SWITCH この

機器の電源をオン /
オフします。

FUSE ヒューズはここ
で交換します。

POWER SOURCE 付属し
ている IEC 電源ケーブ
ルをこの端子に接続
します。
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クイックスタートガイド

EUROPORT PPA200

EUROPORT PPA200 コントロール
ステップ 3: コントロール

DIGITAL WIRELESS USB

(デジタル・ワイヤレス
USB 入力) には、オプ
ションの Behringer ワ
イヤレス・マイクロフ
ォン・レシーバーを接
続します。LED にはワ
イヤレス・マイクロフ
ォン信号入力の状態
が表示されます。ワイ
ヤレス・マイクロフォ
ン・システムを接続す
ると、自動的に MIC 1
および MIC 2 アナロ
グ入力が無効になり
ます。

FX は、各チャンネル
の信号が、MULTI-FX
PROCESSOR に送られる
量を決めます。

LEVEL このスライダー
で、各チャンネルの
ボリュームを決定し
ます。

CLIP/SIG LED (クリッ
プ / 信号 LED) この
LED で、MULTI-FX プロ

のスペクトラムの特定
の周波数帯を調節し
ます。

回転させ、エフェクト
のパッチをスクロー
ルし、パッチを選択し
ます。

セッサー内の信号の
状態をモニターしま
す。SIG LED は、プロセ
ッサーを信号が流れ
ている時に点灯しま
す; CLIP LED はチャンネ
ル・ストリップの FX セ
ンド端子から送信さ
れる信号により、プロ
セッサーが過負荷に
なると点灯します。

EQ GRAPHIC EQ を有効

FBQ フィードバック

MAIN LEVEL CONTROL

GRAPHIC EQ サウンド

EQ KNOBS これらのノ

ブは各チャンネルの
ロー、ミッド、ハイの
周波数帯を 15 dB ブ
ーストまたはカットし
ます。

にします。

PROGRAM このノブを

が起きている周波数
帯を検知し、一致す
る GRAPHIC EQ のスラ
イダーが点灯させる、
フィードバック感知シ
ステムを有効にしま
す。この機能を作動さ
せるためには、EQ ボタ
ンも有効にする必要
があります。

各フェーダーが独立し
て、ステレオ出力の左
右のボリュームをコン
トロールします。

MULTI-FX PROCESSOR

選択されたサウンド•
エフェクトを FX ノブ
が上がっているすべ
てのチャンネルに加
えます。エフェクトに
は、リバーブ、コーラ
ス、フランジャー、デ
ィレイが含まれます。

PHONES は、PHONES

出力端子のボリュー
ム•レベルを調節し
ます。

FX は、MULTI-FX
PROCESSOR からメイ
ンミックスに返さ
れるエフェクトの
量を調節します。
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クイックスタートガイド

EUROPORT PPA200

EUROPORT PPA200 はじめに
ステップ 4: はじめに
POWER SWITCH が OFF で MAIN
LEVEL CONTROL faders が完全に下

さい。

がっていることを確認してくだ

PPA200 をスピーチまたは歌唱に
使う場合は、CHANNEL 1 または 2

に付属のマイクを接続してくださ
い。マイクケーブル (3 ピン) のオス側をマ
イク入力に接続し、メス側をマイクロフォン
の底面に接続します。

アコースティック / エレクトリッ
ク•ギターを CHANNEL 3 MIC/INST
入力に接続できます。キーボード
はすべての LINE IN 入力につなぐことができ
ます。注意ー 一つのチャンネルに複数のソ
ースを接続しないでください。

エフェクトの追加

MULTI-FX PROCESSOR の FX ノブを約
75% のところに設定します。

マイクロホンに向かって話すか歌
う、または演奏しながら、エフェ
クトを加えたいそれぞれのチャン
ネルのチャンネル FX ノブを適切なレベル
になるまで回します。

FBQ フィードバックディテクション
｢フィードバック」とは、音波がスピーカ
ーとマイクロホンの間でループしたとき
に発生する、好ましくない高周波の音の
ことです。
フィードバックが起きた場
合、EQ および FBQ ボタンを押
します。

CD、tape、MP3 プレイヤー、その

他オーディオのソースを再生する
ときには、機器を CHANNEL 4/5
にステレオ RCA 入力を使って接続しま
す。1/8 インチのミニプラグ-ステレオ RCA
アダプターが付属しています。

Behringer ワイヤレスマイクを使用
する場合は WIRELESS SYSTEM USB

入力にワイヤレスドングルを差
し込みます。ワイヤレスマイクがアクティブ
の場合 WIRELESS SYSTEM LED が点灯します。

MULTI-FX PROCESSOR の FX ノブを、
最初に設定した 75% から、メイン

MAIN LEVEL CONTROL faders をまず
中央付近まで上げます。

LEFT SPEAKER OUTPUT から左のスピ
ーカーに、RIGHT SPEAKER OUTPUT

から右のスピーカーにスピーカ
ーケーブルを接続してください。注意ース
ピーカーの接続には同梱されているスピー
カーケーブルか同等品を使用してくださ
い。楽器用のシールドケーブルは使わない
でください。他のスピーカーをこのシステ
ムに接続しないでください。

マイク、楽器、CD プレイヤーなど
の個別のチャンネル•フェーダー
を必要なレベルまで上げます。フ
ィードバックを防止するため、
マイクはでき
るだけスピーカーから離してください。

PROGRAM [PUSH] ノブを回して、

利用可能なエフェクトをスクロー
ルします。ディスプレイに表示さ
れている数字が点滅します。

PROGRAM [PUSH] ノブを押して、

エフェクトを選択します。数字の
点滅が停止します。

ミックスで全体的に適切なエフェ
クトになるまで調整します。

ます。

フィードバックを起こしている
特定の周波数に対応する EQ
スライダーの LED が点灯し

点灯した EQ スライダーを、
フィードバックが消えるまで
下げます。
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クイックスタートガイド

EUROPORT PPA200

技術仕様

その他の重要な情報

ミキサーセクション

入力

出力
ワイヤレス入力

USB ドングル (含まれていません)
信号表示 LED

2 x XLR
3 x 1/4" TRS バランス
1 x 1/4" TS, アンバランス
2 x RCA, アンバランス
1 x 2 チャンネル Behringer ULM デジタルワイヤレス
2 x RCA, アンバランス
1 x 1/4" TS, アンバランスモノラル
1 x 1/4" TRS, ステレオ
USB ソケットは最大からの信号を受け入れます。2 つの
Behringer ULM マイク
2 (緑)

増幅器

最大出力電力
周波数応答

信号対雑音比
出力

スピーカー
機能スイッチ

FBQ
EQ
グラフィック EQ

タイプ

2 x 100 W @ 4 Ω*
40 Hz 〜 25 kHz
85 dB, A 加重
1/4" TS, 左右
4" ウーファーと 1” ツイーター
FBQ フィードバック検出システムをアクティブにします
グラフィック EQ をアクティブにします
7 バンド

効果

タイプ

コンバータ

サンプリング周波数
表示

Klark Teknik
24 ビットデルタシグマ
40 kHz
2 桁、 7 セグメント

電源 / 電圧（ヒューズ）

アメリカ / カナダ
日本

英国 / オーストラリア / ヨーロッパ / 韓国 / 中国

消費電力 @ 1/8 定格電力
主電源接続

100-120 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
100 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
220-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
45 W
標準 IEC レセプタクル

寸法 / 重量

寸法 (H x W x D)
重量

*リミッターとドライバー保護回路に依存しません

339 x 613 x 186 mm (13.4 x 24.1 x 7.3")
12 kg (26.5 ポンド)

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 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。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コー

ドを接続する前に、本製品に適切な電圧
を使用していることをご確認ください。
不具合が発生したヒューズは必ず電圧お
よび電流、種類が同じヒューズに交換す
る必要があります。
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We Hear You

