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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

安全にお使いいただくために 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。
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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､Aston Microphones 
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。

法的放棄
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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CT200 コントロール
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(1) 業務用ロッキングコネクター 
(Neutrik Speakon互換) 2 芯または 4 
芯ケーブルを接続します。

(2) XLR オスまたはメスコネクター XLR 
バランスケーブルを接続します。

(3) ¼ インチ TRS/TS コネクター ¼ イン
チバランスまたはアンバランス・
ケーブルを接続します。 

(4) ディスプレイアクティブになってい
るモードに応じて、ピンの接続状態
に関する情報を表示します。

(5) POWER ON/INSTALLED (電源オン / イ
ンストールド (LED ユニットの電源
オン時には継続点灯し、インスト
ールド・ケーブルテスター・モード
選択時には点滅します。

(6) PHANTOM (ファンタム) LED テストトー
ン / ファンタム モード時、XLR ピン 2 
また は 3 に 9V 以上の電圧を探 知す
ると点灯します。

(7) GND/SHIELD LED (接地 / シールド 
LED) XLR 出力ソケットの接地プラグ
と、XLR ケーブルの接地ピンが接
続されている時および、MIDI、CAT-5
または USB ケーブルの両端にシー
ルドが接続されている時に点灯
します。

(8) PASS LED (パス LED) 出力コネクター
のピンが、対応する入力コネクター
のピンにすべて接続されている時
に点灯します。

(9) CROSSED (クロスト) LED 出力ピン
が入力ピンにクロスワイヤーされ
た時に点灯します。クロスしている
ピン番号がディスプレイに表示さ
れます。

(10) SHORTED (短絡) LED 2 つのピンの
間で短絡が検知された時に点灯
します。

(11) OPEN (オープン) LED ケーブルの一
端のピンが検知されない時に点
灯します

ステップ 2: コントロール

CT200 コントロール
(12) INTERMITTENT (インターミッテン

ト) LED オート、マニュアルまたはイ
ンストールド・ケーブルテスター・
モードで、接続の緩みなどにより、
断続的にピンの中断が生じている
と点灯します。リセット／オプショ
ン・ボタンを押してリセットし、再度
テストします。

(13) RESET/OPTION (リセット / オプシ
ョン) ボタン 有効にするモードに
応じて、機能がかわります。詳しく
はオペレーションモードの項をご覧
ください。

(14) TONE LEVEL (トーンレベル) ス
イッチ　テストトーン・モー
ドで、+4 dBu、-10 dBV、および 
-50 dBV/MIC 出力レベル

(15) MODE (モード) スイッチケーブル
テスター・モード(初期状態ではオ
ート)、テストトーン / ファンタム・
モード、および電源オフのいずれか
を選択します。

(16) USB タイプ A および B コネ
クター　標準 USB ケーブルを接続
します。

(17) 1⁄8 インチ TRS/TS コネクター1⁄8 
インチバランスおよびアンバラン
ス・ケーブルを接続します。

(18) RCA コネクターRCA アンバランス・
ケーブルを接続します。

(19) RJ45 コネクター Ethernet/CAT5 
ケーブルを接続する端子です。

(20) MIDI コネクター 標準 5 ピン DIN 
ケーブルを接続します。

(21) ユニットの電源として、単三電
池を 2 個装填します。
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ステップ 2: 
オペレーションモード

Cable Tester
(ケーブルテスターオート)
自動ケーブルテストを開始するには、
モード (MODE) スイッチをケーブルテス
ター (CABLE TESTER) にしてください。スイ
ッチの初期設定はオート・モードです。
ケーブルを入力および出力に接続しま
す。リセット / オプション・ボタンを押
すと、自動テストを開始します。すべて
のピンが適切に接続されているとパス 
(PASS) LED が点灯し、最大ピン数がディ
スプレイに表示されます。接続の不良
を感知すると、ディスプレイ上で機能不
全のピン番号が点滅し、該当する LED 
(短絡、クロス、ほか) が点灯します。そ
れから接触不良を調べるためにケーブ
ルを振ります。接触不良ある場合はイン
ターミッテント (INTERMITTENT) LED が点
灯します。

Cable Tester 
(ケーブルテスターマニュアル)
手動によるケーブルテストを開始する
には、モード (MODE) スイッチの位置を 
“CABLE TESTER” にし、2 秒間リセット / 
オプション・ボタンを押します。マニュ
アル・モードが選択されると、ディスプ
レイが 2 回点滅します。このモードはオ
ート・モードと同様ですが、オートでは
複数の問題があった場合、画面上で同
時に複数のピン番号が点滅します。比
較してマニュアルでは、テストの各ステ
ップを、手動で 1 つずつおこなうこと
ができます。点灯する LED をリセットす
るには Reset/Option を押します。リセッ
ト / オプション・ボタンを再度押し、す
べてのピンの接続をチェックします。問
題が検知されると、ディスプレイ上で、
最初の機能不全のピン番号のみが点滅
します。リセット / オプション・ボタン
をもう一度押すと、その他の問題のチ
ェックへと進みます。

Installed Cable Tester
(インストールド・ケーブル・テスター)
機器が固定設置されている環境下で
は、CT200 にケーブル両端を同時接続す
ることが困難な場合が想定されます。
そのような場合は、インストールド・ケ
ーブル・テスターの使用により、ケーブ
ルの一方の端のみでも短絡のチェック
が可能です。チェックするケーブルは、
そのほかの機器から外してください。
リセット / オプション (RESET/OPTION) ボ
タンを長押しし、モード・スイッチの位
置を “CABLE TESTER” に合わせます。そ
の後リセット／オプション・ボタンから
指を離します。インストールド・モード
が有効になり、電源オン／インストール
ド (POWER ON/INSTALLED) LED が点滅しま
す。CT200 の適切な出力ジャックにケ
ーブルの一方の端を接続します。ケーブ
ルのもう一方の端へ短絡ジャック (短絡
ピンを使用している) を取りつけるか、
またはワイヤーを使って手作業でケーブ
ルをショートさせます。短絡ピンの各組
をチェックします。短絡 (SHORTED) LED 

に表示されます。LED が点灯しない場
合、信号経路に遮断箇所があり、ケーブ
ルには欠陥があります。

Test Tone / Phantom
(テストトーン／ファンタム)
CT200 では、接続したケーブルにテスト
トーンを送ることで、機能が正常かどう
かチェックできます。モード・スイッチ
をテストトーン / ファンタム (TEST TONE/ 
PHANTOM) に合わせます。適切な出力ジ
ャックにオーディオケーブルを接続し
たあと (Speakon, XLR, ¼ インチ, 1⁄8 イン
チ, RCA)、ケーブルのもう一端をミキサ
ーまたはスピーカーの入力端子に接続
します。トーンレベル (TONE LEVEL) スイ
ッチで適切な出力レベルを選択し、リ
セット／オプション・ボタンを押して、ト
ーン周波数を選択します。画面に LO ま
たはHIと表示されます。ケーブルが正し
く機能していれば、信号は目的地に到
達します。

注意 ‒ MIDI, RJ45, もしくは USB ソケッ
トでは、この機能はお使いいただけ
ません。
CT200 は XLR ケーブル上のファンタム
電力もテスト可能です。上述の要領で
テストトーン / ファンタム ・モードに
入った後、XLR ケーブルを CT200 の XLR 
出力ジャックと、ミキサーまたはプリア
ンプの入力端子に接続します。ソース
となる機器のファンタム電源を入れま
す。XL ピン 2 および 3 の間で 9V 以上
のファンタム電力を感知すると、LED が
点灯します。

CT200 オペレーションモー
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CT200 ピン説明チャート
(JP) �ステップ�3 :�ピンの説明チ
ャート

コネクタ ピンの説明 ������表示ピン番号
スピコン 2 ピン (1- / 
1+ のみ)
スピコン 4 ピン

1- (グラウンド/第 1 章)
1+ (Life /Ch 。1)
2- (グラウンド/第 2 章)
2+ (ライフ/第 2 章)

1
2
3
4

XLR 1 (グラウンド/シールド)
2 (ホット/ +)
3 (コールド/‒)

1
2
3

¼" および 1⁄8" TRS スリーブ(アース/シールド)
ヒント (ホット/+)
リング (コールド/‒)

1
2
3

¼" および  1⁄8" TS スリーブ (アース/シールド)
ヒント (ホット/+)

1
2

RCA (シンチ) スリーブ (アース/シールド)
ヒント (ホット/+)

1
2

MIDI (DIN) 1 (未使用)
2 (アース/シールド)
3 (未使用)
4 (データ+)
5 (データ‒)

1
2
3
4
5

コネクタ ピンの説明 ������表示ピン番号
USB タイプ A および B 1 (+5 ボルト)

2 (データ -)
3 (データ +)
4 (アース/シールド)

1
2
3
4

RJ45 (CAT5)* 1 (白/オレンジ、送信+)
2 (オレンジ、送信‒)
3 (白/緑、受信 +)
4 (青、未使用)
5 (白/青、未使用)
6 (緑、受信‒)
7 (ホワイト/ブラウン、未
使用)
8 (ブラウン、未使用)

1
2
3
4
5
6
7

8

※ CAT5 のピンカラーコードと配線の割り当ては、使用するネットワークケーブルによって異なる場合があります。
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モード ピンの説明 表示ピン番号
ケーブルテスター 
(自動/手動)

¼" TRS cable ケーブル‒> ¼" 入力/出力
ジャック

パス: ディスプレイには 33 (常時点
灯) が表示されます
交差した: 交互に表示 12> 2 1> 1 2 .. ..
ショート:�交互に表示 23> 3 2> 2 3 .. ..
開いた: ディスプレイが点滅 33 ... 
3 3..。

設置済みケーブルテ
スター

XLR 出力ジャック‒> XLR ケーブル‒>手
動で短絡したピン

ピン 1+ 3 = ショート LED がオン
ピン 1+ 2 = ショート LED オフ 
ピン 2+ 3 = ショート LED オフ 
ピン 2 = 不良

ファントム XLR 出力 ‒‒> XLR ケーブル ‒‒> ミキ
サー入力

PHANTOM LED オン=> 9 V が検出され
ました

例 XLRケーブルの例

XLR ケーブルをテストするときに、ディスプレイにこの組み合わせが表示されてい
る場合は、ピン 2 入力とピン 2 出力の間の接続が開回路であることを示してい
ます。

XLR ケーブルをテストするときに、ディスプレイにこの組み合わせが表示されてい
る場合は、ピン 1 とピン 2 の間に短絡があることを示しています。この短絡は   
「イン」側または「アウト」側にある可能性があります。
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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 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
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