ULTRALINK
ULM200USB/ULM202USB
High-Performance 2.4 GHz Digital Wireless
System with Handheld Microphone(s) and
Dual-Mode USB Receiver
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ULM200USB/ULM202USB 控制
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 使用
1.

ULM200D ワイヤレス・レシーバーを、ワイヤレスを有
効にした BEHRIINGER 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。
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。

7.
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。

Specification
RF output

<20 dBm (100 mW)

Operating range

120 m (Line of Sight)*

Dynamic range

92 dB, A-weighted**

Equivalent input noise

-112 dBu

Frequency Response
(Wireless Link)

20 Hz - 20 kHz, ±1 dB**

Sampling rate

48 kHz

Resolution

24-bit

Encoding

232 kbps SLAC (Slightly
Lossy Audio Codec)

Latency

14.5 ms

RF frequency

2.4 GHz ISM band
(2406 MHz - 2474 MHz),
18 channels

USB current consumption

70 mA @ 5 VDC

Battery type

2 x AA (LR6) Alkaline cells

Battery life

30 hours

Dimensions (W x D x H)

45.7 x 45.7 x 243.8 mm
(1.8 x 1.8 x 9.6")

Weight
ULM200USB

0.2 kg (0.4 lbs)

ULM202USB

0.4 kg (0.9 lbs)

*Achievable range will be dependent on nearby sources of RF interference and/or
line of sight obstacles.
**Measured from analog input to analog output, unity gain operation without
wireless compression.

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 Group 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、
TURBOSOUND、BEHRINGER、BUGERA および DDA は
MUSIC Group IP Ltd. の商標または登録商標です。
© MUSIC Group IP Ltd. 2015 無断転用禁止。

限定保証
適用される保証条件と MUSIC Group の限定
保証に関する概要については、オンライン上
music-group.com/warranty にて詳細をご確認く
ださい。
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