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Do not spec or install speaker near support beam, ventilation duct or 
other structure that may interfere with speaker function or dispersion.

Warning Warning
SoundTube speakers  must be installed by a professional audio installer/contractor. For safety and for 
optimum audio performance, installer must follow all directions issued by SoundTube Entertainment.

RS-EZ series

スピーカー

カバープレート

カバープレート
ねじ  (4)

ぶら下げワイヤー

タップスイッチ

ぶら下げブラケット

ターミナル
ブロック

雨水防止ゴム
1 スピーカー
1 カバープレート&ねじ×4
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:
RS42-EZ-WH, RS42-EZ-BK, RS62-EZ-WH & RS62-EZ-BK
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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のスピーカーはプロのオーディオインストーラー/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ために、設置者はSoundTubeのエンターテイメントが発行す
るすべての指示に従わなければなりません。



1. スピーカーとSpeedClam
p™取り付け金具を開梱
します。

2. 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。

3.  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。

4. 図のように、ケーブルの
端をSpeedClamp™に通
します。

9. 信号線を(+)と( - )の入力
に接続します。 リンクには
追加の(+)と( - )を使用しま
す。

11. 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。

12. 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。

5. 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。

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。

10. 希望のタップ位置を選択
してください。 スイッチは
最大70.7V（100V）モード
にプリセットされています。

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。

 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。

13. 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。

14. 完了

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。

1.

2.
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Install Instructions For:
RS42-EZ-WH, RS42-EZ-BK, RS62-EZ-WH & RS62-EZ-BKRS-EZ series



4. 信号線と少なくとも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。

2. コンジットを構造物にし
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。

7. 信号線を(+)と( - )の入力
に接続します。 リンクには
追加の(+)と( - )を使用しま
す。

8. 希望のタップ位置を選択
してください。 スイッチ
は最大70.7V（100V）モー
ドにプリセットされてい
ます。

1. スピーカーを取り出しま
す。

9. 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。

10. 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。

11. 完了

1.

2.
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Install Instructions For:
RS42-EZ-WH, RS42-EZ-BK, RS62-EZ-WH & RS62-EZ-BKRS-EZ series

コンジットのインストール：
注：コンジットはUL1480設置の承認された取り付け方法ではありません



Install Instructions For EN54-24 ComplianceEN54-24
このスピーカーをEN54-24準拠にするには、3/8 "NPTワイヤーグランドと3/4"から3/8 "NPTアダプターが製品に付属しています。
EN54-24に準拠するには、これらの品目をこの文書に従って設置する必要があります。

3/8" NPT Wire Gland 3/4" to 3/8" NPT Adapter

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。

設置方法

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。

4. 付属のコンジットノックアウトに
信号線を通します。

注：EN54-24に準拠するためには、防
水コンジット接続をノックアウト位置
で使用する必要があります。

5. 完了


