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NEU

PS-120X

製品の特徴
この度はNEU パワードスピーカーPS-120Xをお買い上げ頂き、
ま
ことにありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、
ご使
用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して
下さい。
主な特徴
■

30W+30W ステレオ出力

■

迫力と明瞭を備えた音質

■

ボリュームコントロール、ステレオ入力

■

10 インチスピーカーユニット

■

縦置き、フロア置きに適したデザイン

〒 530-0015
大阪市北区中崎西 1-1-24

IDE コーポレーション有限会社

NEU PS-120X

安全上のご注意
ご使用の前に、かならずよくお読みください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に
ふせぐためのものです。かならず遵守してください。この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してくだ
さい。

警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル
電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあり
ます。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分に
ご注意ください。
異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。

付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因と
なります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または
発売元にご相談ください。
電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に
曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せ
ない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置

異常に気付いたら
電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出
なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。
この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電
源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

※電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合に
は温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。
※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。
※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。
※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載
しています。

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かなら
ずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。
電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かなら
ず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあ
ります。

設置
この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをす
べて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。
この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場
合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微
電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電
源プラグをコンセントから抜いてください。
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濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。

電源 / 電源ケーブル
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この機器の上に、液体のはいったものを置かない。また、浴
室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。

※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。

この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご
相談ください。

注意

水に注意

直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、
極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、
また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。
不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があり
ます。

テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近
くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があり
ます。
この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れ
ない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラ
グをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または
発売元にご相談ください。
この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタン
やスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。

NEU PS-120X

各部の名称と使用方法
スピーカー 1 (L)

スピーカー 2 (R)

背面パネル
電源スイッチ

入力端子
RCA 入力		

L : ch1 : 白 - このスピーカーから出力

ボリュームコントロール

		

R : ch2 : 赤 - 外部スピーカーから出力

機器の電源の ON/OFF 時や、ケーブルを接続する際は

ラインレベルの信号を入力します。一般的にアンプのス

左に回しきった状態で無音にしてください。

ピーカーアウトやマイクなどの出力信号は適合しませ

右に回すと音量が大きくなります。音が歪む場合は、入

ん。
詳しくは接続する機器の説明書などでご確認下さい。

力過大となっており音量が大きすぎますので、適切な音
量に調整してください。

電源

スピーカー出力 /1/4" フォン端子

スピーカー 2

スピーカー 2

入力 1/4" フォン

に接続します

AC100V を接続します

とスピーカーケーブルで接続します
出力 1/4" フォン

フロント / モニタースピーカーとして使用する
正面から見て左側にアンプ内蔵のスピーカー ( 入力・ボリュー
ムの付いている側 ) を設置します。
スピーカーを設置する場合、高い位置にセットした場合、広い
範囲に明瞭に音を届けることができます。
PS-120X には底面にスピーカースタンド用マウントホールがあ
ります。
フロアモニターとして使用する
PS-120X は状況に応じた角度で横置きできるようにデザインさ
れています。
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NEU PS-120X

保管・お手入れ

トラブルシューティング

保管の際は高温多湿な場所は避けて下さい。雨や霧などの発生

音がおかしい ( 割れる・ひずむ )

する場所はさけてください。汚れや埃は、乾いた柔らかい布で

過大入力になっていませんか ? 接続機器 ( 楽器やプレーヤー )

拭きとって下さい。

のボリュームをしぼってみてください。

端子部の汚れや破損がないか、使用前に確認して下さい。

各チャンネルのボリュームが上がりすぎている場合、音がひず

細かなゴミや液体の混入、金網の上に乗るような行為はスピー

むこと があります。その場合は、
チャンネルボリュームを抑え、

カーの破損につながりますので避けて下さい。

マスターボリュー ムで音量を調節してください。
スピーカーが破損しているかもしれません お買い求めの販売
店にご相談ください。

スペック
AC100V 50/60Hz

音が出ない

消費電力：

200W

ボリューム・マスターボリュームを再度チェックしてください

出力

50+50W@4 Ω

コネクターがちゃんと奥まで刺さっているかどうかチェックし

		

30+30W@8 Ω

てください。

スピーカー：

8Ω

ケーブルをチェックしてください 断線していないかどうか

電源

：
：

ヒューズ：

2A

チェックしてください。特にキャノン /XLR ケー

寸法

：

W380 x H508 x D250 mm

ブルは内部配線が異なっている場合があります。※市販のケー

重量

：

8kg

ブルチェッカーやテスターでの導通チェックをおすすめし

電源ケーブル・スピーカーケーブル

ます。

付属品 ：

音が小さい
マイクをラインに接続していませんか ? マイクによってはゲイ
ンが不足する場合があります。マイクはキャノン /XLR ケーブ
ルでマイクインに接続してください。
音がこもる
ツイーターが破損している可能性があります。 お買い求めの
販売店にご相談ください。
Neu PS120X とスピーカースタンド設置時のご注意
スピーカーをスピーカースタンドに設置の際にはスピーカース
タンド支柱にスピーカー下部ポールソケットを合わせゆっくり
と降ろして頂きポールソケットの底部が確認できた段階で手を
離してただくよう設置をお願い致します。
途中で手を離してしまいますとスピーカーの重量でポールソ
ケット底部が破損する恐れがありますのでご注意下さい。
ポールソケット破損時そのパーツは有償となりますので予めご
了承下さい。

輸入発売元：IDE コーポレーション有限会社 〒 530-0015

大阪市北区中崎西 1-1-24

電話 :06-6630-3990

製品の機能は、改良のため変更されている場合があります。技術的なデータおよび製品の図面・写真が実際と異なる場合があります。
本書に記載の商品名等は、各社の商標または登録商標です。
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