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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。
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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 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､LAB GRUPPEN､ 
LAKE､TANNOY､TURBOSOUND､ 
TC ELECTRONIC､TC HELICON､ 
BEHRINGER､BUGERA､COOLAUDIO 
および EUROCOM は MUSIC Group 
IP LTD. の商標または-登録商標
です。© MUSIC Group IP LTD. 2017 
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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TUBE ULTRAGAIN MIC500USB フックアップ

HPS3000

Power
Adapter

Guitar Recording

Power
Adapter

B-2 PRO

HPS3000

Vocal Recording
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TUBE ULTRAGAIN MIC500USB フックアップ

Power
Adapter

Passive Speakers
EUROLIVE B1520 PRO

Power Amplifier
iNUKE NU3000DSP

 

Mixer
QX2442USB

Stage Live Performance
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TUBE ULTRAGAIN MIC500USB コントロール

(1) (4) (5) (6) (7) (8)

(9)

(3)

(10)

(2)

(16)(17)

(11) (12) (13) (14) (15)

(1) GAIN (ゲイン) 入力信号を +26 
dB から +60 dB の範囲で制御し
ます。MIC500USB への音源接続
および取り外しの際は、必ずこ
のツマミを左側いっぱいに回し
た状態でおこなってください。す
べての接続を完了してから、ゲイ
ンコントロールを徐々に上げて
ください。

(2) ゲイン調節の際は、LED メーター
を目安にすることをお勧めしま
す。LED チェインには、プロセッ
シング後の 1/L チャンネルの信
号レベルが dB で表示されます。

(3) CLIP (クリップ) LED は決して継
続点灯しないようご注意くださ
い。点灯はピーク信号時のみ、そ
れ以外で継続的に点灯すること
のないように設定してください。

(4) 20 dB PAD スイッチこのスイッチ
を押すと、1/L の入力感度を 20 dB 
低減します。接続する機器に合
わせて、適宜設定してください。
いずれのアプリケーションで
も、CLIP LED が継続的に点灯する
場合は、歪みを避けるためゲイ
ン設定を下げてください。

(5) +48 V スイッチ XLR 入力へのファ
ンタム電源供給を有効にします。
ファンタム電源は、コンデンサー
マイクロフォンの使用に必要で
す。ダイナミックマイクロフォン
ではファンタム電源は不要です。
マイクロフォンによっては損傷が
生じる場合がありますので、ファ
ンタム電源使用に関しては、ご使
用になるマイクロフォンのメーカ

ーの指示にしたがってください。
(6) LOW CUT (ローカット) スイッチこ

のスイッチを押すと、入力チャン
ネル 1/L から、床のビビリ音など
のような、可聴周波数以下のノイ
ズを除去します。

(7) PHASE REVERSE (位相反転) スイ
ッチ 1/L の入力信号の位相を 
180° 反転します。このスイッチは 
1/L入力 (MIC または Hi-Z) 信号の
みに作用し、2/R LINE 入力には影
響しません。この機能は、複数の
マイクロフォンを使用するセット
アップにおいて、特定の周波数帯
で位相干渉が生じた際にご使用
ください。

(8) OUTPUT (出力) ヘッドフォン
(PHONES) 端子の出力レベルを 
-∞ から +10 dB の範囲で制御し
ます。このツマミを左いっぱい
に回した状態では、信号は出力
されません。ツマミを右に回す
につれて、出力レベルは高くな
ります。

(9) PREAMP MODE (プリアンプモ
ード) チャンネル 1/L 信号のた
めの、多彩なプリアンププリセ
ットを選択する回転式スイッチ
です。異なるサウンドカラーを
もつ、WARM (ウォーム)、LIMITER 
(リミッター)、NEUTRAL (ニュートラ
ル）など、16 のプリセットが用意
されています。
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(10) DIRECT MONITOR (ダイレクトモニ
ター) 入力チャンネル 1/L および 
2/R のモノラルミックスと、USB の
ステレオ再生とを統合した音声
を、ヘッドフォンでモニターでき
ます。ヘッドフォンを着用する前
に、出力 (OUTPUT) ツマミを最小
にし、徐々に適切な音量に調節
してください。スイッチを押下し
ていない状態では、ヘッドフォン
は USB 経由のコンピューター再生
音のみの音声となります。USB を
接続していない場合（またはオー
ディオアプリケーションを起動し
ていない場合）、アナログ入力音
を聴くためには、ダイレクトモニ
タースイッチを押していただく必
要があります (スタンドアローン
モード)。

(11) 電源コネクター同梱のパワーサプ
ライユニットを接続します。 

(12) コンピューターの USB ポートと接
続します。本機器はクラスコンプ
ライアントのため、ドライバーは
不要です。ただしコンピューター
でライブレコーディングを行う際
のオーディオレイテンシー軽減の
ため、サードパーティーの ASIO ド
ライバー (ASIO4ALL) の使用も可能
です。お使いの DAW で本機器を
認識させ、オーディオ入力および
出力に設定します。2 チャンネル
分のオーディオがコンピューター
に送信されます: 一方のチャンネ
ルは MIC または 1/L 入力信号 (全
コントロール、ゲイン、モード、お
よび真空管を通った信号)。もう
一方のチャンネルは 2/R (ライン) 

信号です。2 チャンネル分のオー
ディオをコンピューターから受信
し、ヘッドフォン出力でモニターで
きます (ダイレクトモニタースイッ
チの位置は影響しません)。

(13) PHONES (ヘッドフォン出力) コン
ピューターからのステレオ信号、
および（ダイレクトモニタースイッ
チがオンの場合）チャンネル 1/L 
と 2/R のモノラルミックスを聞く
ことができます。ヘッドフォンを
着用する前に、出力 (OUTPUT) 端
子の出力レベルを最小にし、徐
々に適切な音量に調節してくだ
さい。

(14) DIRECT OUT (¼ インチ バランス
TRS ダイレクト出力) ミキサー、
録音システムまたはパワーアンプ
に接続します。本端子は、プリア
ンプおよび真空管部を通した 1/L 
入力 (MIC または Hi-Z)オーディ
オ信号を、ラインレベルで出力し
ます。本端子からの出力信号に
は、2/R ライン入力、またはコンピ
ューターからのオーディオは含ま
れません。 

(15) MIC IN (XLR バランスマイク入力)
は、マイクロフォン接続への使用
が理想的です。 

◊ ◊ MIC500USB の MIC 入力および
HI-Z 入力は、決して同時使用しな
いでください!

TUBE ULTRAGAIN MIC500USB コントロール
(16) HI-Z IN (¼ インチ TRS 1/L HI-Z 入

力）は、エレクトリックギター等
の接続にご使用いただけます。
本入力端子は XLR 入力とパラレ
ル配線となっています。

◊ ◊ 重要な注意: お使いのシステムの
スピーカーやヘッドフォンからハ
ムノイズが聞こえる場合は、3 ピ
ンの電源コードなどを使用し、
パワーアンプリファー、パワード
スピー カー、コンピューターな
どのコンポーネントの、アース / 
接地をしっかり行っていただく
と、改善が見込めます。

(17) LINE IN (¼ インチ バランス 
TRS 2/R ライン入力）ラインレベル
のバランスオーディオ音源を接続
します。オーディオはダイレクト
にアナログ-デジタルコンバータ
ーを通り、USB ポートからコンピ
ューターへ送出されます。ダイレ
クトモニタースイッチを押すとソ
ースをヘッドフォンでモニターで
きます (出力ノブを適宜調節しま
す)。本端子へ入力されるオーデ
ィオは、ほかのコントロール類、
スイッチ、モード、真空管選択の
影響を受けません。 
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技術仕様

Input

Type

1 x XLR (mic)

1 x ¼  " TRS (line)

1 x ¼  " TRS (Hi-Z)

2 channels from USB

Input impedance
Mic in: 3 kΩ balanced / 1.5 kΩ unbalanced

Instrument in: 800 kΩ

Maximum input level
Mic: +1 dBu / line: +22 dBu

Hi-Z: +12 dBu with pad

Phantom power +48 V switchable, mic input

Output

Type

1 x ¼  " TRS, direct output

1 x ¼  " TRS stereo, headphone output 

2 channels to USB

Output impedance
Direct out: 480 Ω balanced, 240 Ω unbalanced 

Headphone out: 24 Ω min

Maximum output level
+22 dBu direct output

+22 dBu headphone output

Controls

Gain Variable (+26 dB to +60 dB)

Output Variable (-∞ to +20 dB)

Preamp mode control
Selection of various preamp models for 

microphone and instruments

Switches

20 dB Pad Level attenuation (20 dB)

+48 V  +48 V phantom power

Low cut High-pass fi lter (cut-off  frequency 90 Hz)

Phase reverse Phase reverse (180°)

Direct monitor
Headphone mono mix of Mic/Hi-Z preamp out 

and Line in

Indicators

Input level LEDs  -24, -18, -12, -6, 0, +6, +12, clip (dB)

System Data

Signal-to-noise ratio 90 dB, A-weighted @ -20 dBu input level

Frequency response  

(headphones out, direct 

monitor)

10 Hz – 71 kHz (+0/-3 dB) (mic input) 

10 Hz – 71 kHz (+0/-3 dB) (Hi-Z input) 

10 Hz - 65 kHz (+0/-3 dB) (line input)

Computer Bus Connectivity

Type USB 2.0, type B

Resolution / Max. Sample Rate 16-bit / 48 kHz
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Power Supply / Voltage

Voltage 12 V DC, 1000 mA power adapter

Power consumption 7 W

Power adapter Mains voltage
USA/Canada 120 V~, 60 Hz

Europe/U.K./Australia 230 V~, 50 Hz

China 220 V~, 50 Hz

Korea 220 V~, 60 Hz

Japan 100 V~, 50/60 Hz

Dimensions / Weight

Dimensions (H x W x D) 62 x 135 x 132 mm (2.4 x 5.3 x 5.2")

Weight (without power adaptor) 0.7 kg (1.54 lbs)
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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 Group 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 Group 
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。

その他の重要な情報

その他の重要な情報
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