CE500D
High-Performance, Active 100-Watt Commercial Installed Sound Speaker
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クイックスタートガイド

CE500D

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
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. 本機器は熱帯気候および / または温
帯気候下でご使用ください。

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 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. 2018 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 musictri.be/warranty にて詳細をご確認く
ださい。
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CE500D

CE500D フックアップ
複数の CE500D をリンクさせる

ステップ 1: フックアップ

EURORACK PRO RX1202FX

マイクロフォンを接続する

MP3 Player

ステレオの信号ソースを接続する
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CE500D

CE500D コントロール
ステップ 2: コントロール

CLIP LED ‒ 入力
信号がオーバー
ロードし始める
と点灯します。

MIC/LINE INPUT ‒
マイクロフォン、
ミキサーからのライ
ンレベル出力、他のス
ピーカーからの出力
を、XLR ケーブルを使
って接続します。

POWER LED ‒ スピー
カーの電源がオンの
時に点灯します。

AUX IN ‒ MP3 などの
ステレオ音源を、1⁄8
インチ TRS ケーブル
LINK OUTPUT ‒ マイク

で接続します。

またはラインレベル
の信号を、XLR ケー
ブルを使ってもう一
つの CE500D に接続し
ます。

POWER CABLE ‒
同梱されている IEC
電源ケーブルをここ
に接続します。

POWER SWITCH ‒
スピーカーの電源を
オン、オフします。

7

8

クイックスタートガイド

CE500D

CE500D はじめに
ステップ 3: はじめに

スピーカーを、壁にマウントし
ます。(詳細はマウントの手引
きを参照してください。)

オーディオのソースを、
XLR または RCA ケーブルを使っ
てスピーカーに接続します。

オーディオのソース (CD プレ
イヤー、ミキサー) の電源を入
れます。

同梱されている IEC POWER
CABLE をスピーカーとメインの
コンセントに接続します。ここ
ではまだ電源を入れないでください。

必要なら、一方のスピーカーの
LINK OUTPUT から、追加のスピ
ーカーの MIC/LINE INPUT に XLR
ケーブルを使って接続します。

POWER SWITCH を押し、スピーカ
ーの電源を入れす。POWER LED
が点灯します。

通常から大きなレベルで、
オーディオのソースの再生を
始めるか、
マイクロフォンに向
かって話し始めます。

LEVEL ノブを調節し、必要なボ
リュームのレベルに合わせま
す。もし CLIP LED が点灯する場
合は、LEVEL ノブを下げます。複数のス
ピーカーを使っている場合は、各スピ
ーカーの LEVEL ノブを調節する必要が
あります。
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CE500D

CE500D マウントの手引き
ステップ 4: マウントの
手引き

マウント時の注意: 設置は
資格のある人物が行わなけ
ればなりません。不適切な
取り付けにより、スピーカーが重大な
安全上のリスクとなる可能性がありま
す。MUSIC Tribe は、この製品の不適切な
使用、設置または操作による、いかな
る損傷や人体の負傷に対する責務を負
いません。
スピーカーは人通りの多い場所の真上
に設置しないようにしてください。シス
テムが安全に安定した状態であること
を、資格のある人物が定期的に確認す
る必要があります。スピーカーは、強い
磁気によって影響を受ける機器から、
少なくとも1メートル以上離れた位置に
設置しなければなりません。

ロッドの一つをスピーカー・マ
ウント・プレートの六角形のソ
ケットに挿入します。同梱され
ているボルトの一つをマウンティング・
プレートに通し、ロッドにねじ入れ
ます。
壁面取り付けプレートをもう
一つのロッドに同じ方法で取
り付けます。

各ロッドを、ソケットをスライ
ドさせヒンジの一つに取り付
けます。ロッドのノッチを長い
ボルトがヒンジの部分を貫通するよう
にしてください。

2 つのヒンジを長いボルトに
通して合わせ、ノブで締めま
す。ボルトを両方のヒンジに通
し、締め付けノブをボルトの先のねじ
に取り付けます。

壁面取り付けプレートを、
適切なねじまたは壁面用のア
ンカー (同梱されていません)
を使って、壁に取り付けます。
最後に、スピーカー・マウント・
プレートを同梱されている蝶
ねじを使って、スピーカーに取
り付けます。スピーカーは垂直にも水
平にもマウントすることができます。
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CE500D

技術仕様

その他の重要な情報

Amplifier

Maximum output power

100 W

Type

Class-D

Overload protection

Integrated limiter

Audio Inputs

Mic / line input

XLR, balanced

Sensitivity

-50 dBu to 0 dBu

Impedance

20k Ω balanced, 15k Ω unbalanced

Aux in

1⁄8" TRS, Stereo

Sensitivity

-35 dBu to 15 dBu

Impedance

20k Ω unbalanced

Link Output

Connector

XLR, balanced

Impedance

20k Ω balanced, 15k Ω unbalanced

Max. output level

26 dBu

Level Control

Input trim

-∞ to -50 dB

Max. input level

+16 dBu

Loudspeaker System Data

Type

132 mm (5 ½") woofer, 13 mm (½") tweeter

Frequency range (-10 dB)

60 Hz to 20 kHz

Power Supply

Switch mode power supply

100-240 V, ~50/60 Hz, switchable

Power consumption @ 1/8 max power

30 W

Mains connection

Standard IEC receptacle

Dimensions / Weight

Dimensions (H x W x D)

320 x 196 x 195 mm (12.6 x 7.7 x 7.7")

Weight

4.0 kg (8.8 lbs)

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、behringer.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 behringer.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、behringer.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

