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ULM200USB/ULM202USB 
コントロール

ULM200USB/ULM202USB コントロール
1. POWER/STATUS LED

2. ▼  VOLUME ボタン (消音 / 音量減少)
3. ▲  VOLUME ボタン (電源投入 / 音量増加 /  

ミュート解除)
4. ワイヤレスリンクステータス LED

ULM200USB/ULM202USB はじめに
1. ULM200D ワイヤレス・レシーバーを、ワイヤレスを有効にし

た Behringer ミキサー、またはパワード・スピーカー、その
他互換製品の “WIRELESS ONLY!” USB コネクター、あるいはコ
ンピューターの USB ポートに接続します。

2. ULM200M ワイヤレス・マイクロフォンの  ▲  ボタンを長押
しし、ULM200D レシーバーとワイヤレス接続します。接続が
開始するまでマイクロフォンの LED がゆっくり点滅し、接
続すると点灯します。ULM200M ワイヤレス・マイクロフォン
がレシーバーに接続できない場合、マイクロフォンの電源
は10秒後に自動的に切れます。

3. 接続に成功すると、ULM200M マイクロフォンは中程度の
音量に設定されます。▲  ▼ ボタンを使用して、音量を調
節します。

4. ▼  を長く押すと、ULM200M マイクロフォンをミュートしま
す。ミュート時には LED がすばやく点滅します。60 秒以内
にミュートが解除されない場合は、 電池寿命節約のた
め、ULM200M マイクロフォンの電源が自動的に切れます。

5. ▲  ボタンを短く押すと、ULM200M マイクロフォンのミュ
ートを解除します。ULM200M をミュート後、 10 秒以上経
過してミュート解除された場合、ミュート以前の音量に
設定されます。10 秒以内の場合は、最小音量に設定され
ます。

6. 電源を落とすには、ULM200D を取り外します。 ULM200M ワ
イヤレス・マイクロフォンの電源は、ULM200D を取り外して
から 10 秒後に切れます。

7. 電池残量が少なくなると、ULM200 ワイヤレス・マイクロフォ
ンの LED が周期的に短く点滅します。 

8. ULM200M ワイヤレス・マイクロフォンと ULM200D ワイヤレ
ス・レシーバーのペアリングが途切れた場合、 ▲  ▼  両
方のボタンを同時に押しながら、マイクロフォンを ULM200D 
ワイヤレス・レシーバーから 10 cm (4 インチ) 以内に近づ
けると、再ペアリングできます。ペアリングが開始するま
では、マイクロフォンの LED がゆっくりと点滅し、接続が開
始すると継続的に点灯します。ULM200M ワイヤレス・マイク
ロフォンとレシーバーのペアリングが失敗した場合は、10 
秒後に自動的に電源が切れます。
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技術仕様
 

RF 出力 <20 dBm (100 mW)
動作範囲 120 m (見通し内)*
ダイナミックレンジ 92 dB､ A 加重**
等価入力ノイズ -112 dBu
周波数応答 20 Hz 〜 20 kHz ､ ±1 dB ** 
(ワイヤレスリンク）
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 232 kbps SLAC   

(わずかに 非可逆オ 
ーディオコーデック

レイテンシー 14.5 ms 
RF 周波数 2.4 GHz ISM 帯域  

(2406 MHz - 2474 MHz )、 
18 チャネル

USB の消費電流 70 mA @ 5 VDC 
電池のタイプ 2 x AA (LR6) アルカリ電池
バッテリー寿命 30 時間
寸法 (W x D x H） 45.7 x 45.7 x 243.8 mm  

(1.8 x 1.8 x 9.6")
重量

ULM200USB 0.2 kg (0.4 ポンド）
ULM202USB 0.4 kg (0.9 ポンド）

*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
害物によって異なります。

**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。

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。

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。


