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サポートビーム、換気ダクト、その他スピーカーの機能や分散を妨げる
可能性のある構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。

         
         

Warning Warning
SoundTubeスピーカーはプロのオーディオインストーラ/コントラクターによってインストールされなければ
なりません。安全性と最適なオーディオ性能の為に、設置者はSoundtubeエンターテインメントが発行する
全ての指示に従わなければなりません。 

スピーカー

カバープレート

カバープレートネジ
  (4)

3/8" NPT ワイヤークランプ

ぶら下げワイヤー

ぶら下げブラケット 

RJ45 インプット

雨水防止ゴム

3/4" to 3/8" NPT アダプター
1 スピーカー 
1 カバープレート＆ネジ4本
1  雨水防止ゴム
1  ぶら下げキット
1 3/8" NPT ワイヤークランプ
1 3/4" to 3/8" NPT アダプター
 

Install Instructions For:
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安全に関する注意事項
                            
1) 注意事項を必ずお読みください。

2) これらの指示を守ってください。

3) 全ての警告に注意してください。

4) 全ての指示に従ってください。

5) この装置を水の近くで使用しないでください。

6) 使用できるのは乾いた布のみです。

7) 換気口をふさがないで下さい。製造元の指示に従ってインストールしてください。

8) ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブまたは、熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの
　 近くに設置しないでください。 

10) 雷雨の時、または長時間使用しない時は、この装置のプラグを抜いてください。
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apparatus to rain or moisture. 

Warning

Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique n’exposez 
pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité. 

Avis

　メーカーが指定したアタッチメント/アクセサリーのみを使用してください。 

11) 全てのサービスを資格のあるサービス担当に依頼してください。電源コードやプラグが破損したり、
　   雨や湿気にさらされたり、正常に動作しなかったり、落下した場合は修理が必要です。



1. 2. 3.  4. 

9. RJ45コネクタをスピーカー
に接続します。スピーカー
でローカルな電源が必要な
場合適切なＤＣ電源をスピ
ーカー入力パネルのバレル
コネクタに接続します。 

 

5. 

13. 完了

1.

2.
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*Contact SoundTube for questions about installations requiring local power.

スピーカーとSpeedClam
p™取り付け金具を開梱
します。

図に示すように、Speed
Clamp™に吊り下げケーブ
ルまたは安全ワイヤー
を通します。

吊りケーブルと安全ワイ
ヤーを図のような構造に
固定して取り付けます。

図のように、ケーブルの
端をSpeedClamp™に通
します。

 SpeedClamp™でスピーカ
ーの吊り下げ高さを調整
します。 図のようにSpe
edClampのボタンを押し
て緩め、調整します。

6. カバープレートを吊りケ
ーブルと安全ワイヤーの
上にスライドさせ、信号
線を中央の穴に通します。

7a. (1)マウントブラケット
の側面から挿入し、(2)ぶら
下げブラケットの中央のス
ロットに合うように回転さ
せて、ぶら下げワイヤーを
取り付けます。

7b. 中央のスロットと揃った
ら、ワイヤーをスロットに引
き上げて固定します。 手順7a
と7bを繰り返し安全ワイヤー
をサイドスロットの1つに差
し込みます。

8. 必要に応じて、追加の安
全ワイヤー用に追加のスロ
ットと2つの穴が用意され
ています。

10. カバープレートをスピー
カーの上に置き、位置合わせ
が合うまで時計回りに回転さ
せます。

11. カバープレートを固定
する4本のネジをすべて締
めます。

12. ワイヤー上にスリット
をスライドさせて雨水防止
ゴムを取り付け、カバープ
レートの穴にぴったりと押
し込みます。



7. RJ45コネクタをスピーカー
に接続します。スピーカー
でローカルな電源が必要な
場合適切なDC電源をスピ
ーカー入力パネルのバレル
コネクタに接続します。  

1. 

10. 完了

Conduit Installation:

防水グランドの取り付け: 防水シールが必要な取り付け
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Install Instructions For:
IPD-RS62-EZ, IPD-RS82-EZ and IPD-HP82-EZ

1.

2.

*Contact SoundTube for questions about installations requiring local power.

- 4. 

スピーカーを取り出しま
す。

2. コンジットをしっかりと取
り付けます。 RS-EZスピーカー
に対応するには、コンジット
に3/4インチNPTネジが必要です。

3. しっかりと固定されるま
で、カバープレートをコン
ジットに取り付けます。

4. RJ45と少なくとも1本の
安全ワイヤーをコンジット
に通します。

5. 最初に取り付けブラケッ
トの側面に挿入して、安全
ワイヤーを取り付けます。

6. 安全ワイヤーを中央のス
ロットに合わせ、引き上げ
て固定します。

8. スピーカーをカバープレ
ートに合わせ、回転させて
所定の位置に固定します。 
固定されると、アライメン
トマークが合います。

9. スピーカーをカバープ
レートに固定する4本のネ
ジをすべて締めます。

1. 3/4 " -  3/8" NPTアダプタをスピ
ーカーのトッププレートの穴には
め込みます。
水密性を確保するためにしっかり
と締めてください。

2. 3/8 "NPTワイヤーグランドを3/4"
から3/8 "NPTアダプターに通します。
水密性を確保するためにしっかり
と締めてください。

3.　取り付け手順に記載されている
ように、3/8 "NPTワイヤーグランド
にスピーカーセキュリティケーブ
ルを通し、スピーカーの背面に取り
付けます。
ラバーグロメットがケーブルの周り
できつくなるように、3/8 "NPTワイ
ヤーグランドの上部を締めます。
これにはレンチが必要です。

完了


