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バッテリー（バッテリーパック
または取り付けられているバ
ッテリー）は、日光や火などの
過度の熱にさらされてはなり
ません。

警告
• • すべての小型バッテリーと同
様に、この製品で使用される
バッテリーは、まだ物を口に
入れている小さな子供から
遠ざける必要があります。飲
み込んだ場合は、すぐに最寄
りの毒物管理センターに連
絡してください。

• • 使用目的に最も適した正し
いサイズとグレードのバッ
テリーを常に購入してくだ
さい。

• • セットのすべての電池を同時
に交換します。

• • バッテリーを取り付ける前
に、バッテリーの接点とデバ
イスの接点を清掃してくだ
さい。

• • 極性（+および-）に関してバ
ッテリーが正しく取り付け
られていることを確認してく
ださい。

• • 消費したり、製品を長期間使
用しない場合は、必ずバッテ
リーを取り外してください。

• • バッテリーを間違ったタイプ
に交換すると、セーフガード
が無効になる可能性があり
ます。同じまたは同等のタイ
プとのみ交換してください！

• • バッテリーを間違ったタイプ
と交換すると、火災や爆発の
危険があります。

• • バッテリーを火や高温のオー
ブンに廃棄したり、バッテリ
ーを機械的に押しつぶしたり
切断したりすると、爆発する
可能性があります。

• • 爆発または可燃性の液体ま
たはガスの漏れを引き起こ
す可能性のある非常に高温
の周囲環境にバッテリーを
放置する。そして 

• • 非常に低い空気圧にさらさ
れたバッテリーは、爆発また
は可燃性の液体またはガス
の漏れを引き起こす可能性
があります。

• • バッテリー廃棄の環境的
側面に注意を払う必要があ
ります

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､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。

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 community.musictribe.com/
pages/support#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



4 5クイックスタートガイドULTRALINK ULM300BP/RL

ULTRALINK ULM300BP/RL コントロール 
コントロール(1) (2) (3)

(5)

(4)

(11) (12)

(6) (8)(7)

(9)

(10)

(1) AUDIO LED マイクロフォンよ
りオーディオ信号を受信
している間、緑色に点灯し
ます。 

(2) BATT (電池) LED 電池残量が
充分だと青色に点灯しま
す。赤色になったら交換が
必要です。 

(3) ON/OFF スイッチ ベルトパ
ックの電源をオン/オフし
ます。 

(4) 電池コンパートメント - ス
ライドしてドアを開きま
す。極性が正しく合ってい
る事を確認して、バッテリ
ーを交換します。 

(5) 入力 – Lavalier マイクロフォ
ンケーブルをここのジャッ
クに接続します。 

(6) POWER (電源) LED ユニット
の電源が入っている時に点
灯します。 

(7) AUDIO (オーディオ) LED トラ
ンスミッターからオーディ
オ信号を受信している時は
常に点灯します。 

(8) 接続メーター ワイヤレス
接続の信号の強度を表示
します。 

(9) BATT (電池) LED 電池残量が
充分だと緑色に点灯しま
す。赤色になったら交換が
必要です。また、トランスミ
ッターがオフの時にも赤色
に点灯します。 

(10) OUTPUTS (出力) オーディオ
信号をバランス XLR または
¼ インチ TS ケーブルで送出
します。 

(11) DC IN (DC 入力) ソケット 付
属の電源アダプターを受け
入れます。 

(12) ON/OFF (オン/オフ) スイッ
チユニットをオン/オフし
ます。

ワイヤレスレンジ
ワイヤレスレンジは、トランスミ
ッターとレシーバーの間に障害
物がない状態で、直線距離最
大30 メートル (100 フィート) です
が、接続は、壁や物理的な構造
物などの障害物に遮られたり、
ラジオ周波数の干渉を受けたり
することがあります。性能を最大
限発揮するためには、レシーバー
を、ラジオ周波数を発するコンピ
ューター、ワイヤレスルーター、
携帯電話、電子レンジなどの電
子機器の近くに設置しないでく
ださい。 

ULM300LAV ユニットは、どのよう
な場所においても、1台のみの
ご使用を推奨します。複数台の 
ULM300 シリーズを同時に使用す
る場合は、各マイクロフォン/トラ
ンスミッター間、マイク/トランス
ミッターおよびレシーバー間を、
最低でも 1~2 m 離し、なおかつ
各 ULM300 シリーズセットの間を 
10~15 m あけてください。 

バッテリー寿命
ULM300BP ベルトパックトランスミ
ッターを使用するには、標準電
池および充電池を使用します。
動作可能時間は電池の種類によ
ってかわります。そして充電池の
パフォーマンスが最大限になる
には、充電/放電を数回繰り返す
必要があります。 

レイテンシー
ワイヤレス通信およびデジタルコ
ンバージョンのため、知覚できる
レベルのオーディオレイテンシ
ー（遅延）が生じます（約 14 ms 
程度）。通常の音声アプリケー
ションではほとんど問題ありま
せんが、センシティブなボーカリ
ストは不満を感じるかもしれま
せん。
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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。

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。

その他の重要な情報

仕様
ULM300LAV
マイクパターン カーディオイド
RF 出力 < 18 dBm (64 mW)
動作範囲 約 直接見通し内で 30 m (100 フィート)*
ダイナミックレンジ 95 dB A 加重**
等価入力ノイズ -105 dBV 非加重 @ 12 dB ゲイン、600 Ω
周波数応答 100 Hz - 15 kHz, +0/-3 dB
サンプリングレート 48 kHz
解決 24 ビット
エンコーディング 非圧縮
レイテンシー 14 ミリ秒
RF 周波数 2.4 GHz ISM 帯域 (2408.5-2475.5 MHz, 16 チャネル)
電池のタイプ 2 x AA
バッテリー寿命 最低 4 時間***

力
外部アダプター 5 V DC, 1000 mA, センターネガティブ
消費電力 1 W

寸法 (H x W x D)

ULM300BP 33 x 63 x 83 mm
ULM300RL 41 x 150 x 119 mm

重量
ULM300BP 0.08 kg
ULM300RL 0.24 kg

*達成可能な範囲は、RF干渉の近くの発生源および/または見通し内の障害物に依存します  
**アナログ入力からアナログ出力まで測定、ワイヤレス圧縮なしのユニティゲイン動作  
***電池の種類と使用パターンによって異なります

これにより、Music Tribe は、この製品が指令 2014/53/EU、指令 2014/30/EU、指令 2014/35/EU、指令 2011/65/EU、
および改正 2015/863/EU、指令 2012/に準拠していることを宣言します。19/EU、規則 519/2012 REACHSVHC およ
び指令 1907/2006/EC。
EU DoC の全文は、https://community.musictribe.com/で入手できます。
EU 代表: Music Tribe Brands DK A/S 
住所: Gammel Strand 44, DK-1202 København K、デンマーク
英国代表: Music Tribe Brands UK Ltd. 
住所: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX, United Kingdom



We Hear You


