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お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

この取扱説明書は、お読みになった後も、いつでも見られるところに保管してください。
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主な特長

■  

■

  
■

■

　
■

■

　
■ 

■

■

良質なコンポーネントを組み合わせ、優れた音質を獲得。

高域は1.5インチ環状ダイヤフラムのコンプレッションドライバーを採用。ダイヤフラムの素材にポリマーを使用し、低歪率を達成。また、ドラ
イバーからウェーブガイドへの流線を緻密に設計することで、極めて明瞭な音質と正確な再現性を獲得。

低域には独自のディファレンシャルドライブ技術を採用。放熱に優れ、高い耐入力を実現し、再生帯域を拡張。

DSPはグループ企業のdbx、パワーアンプには同じくAMCRONの技術を適用。A/D変換部にdbx Type IVリミッター回路を搭載し、ダイナ
ミックレンジを最大化。

高域、低域のドライバーに強磁力のネオジム磁石を使用することで、ドライブ能力を犠牲にせず小型化・軽量化を実現。

キャビネットに硬質なポプラ合板を使用し、強度を高める結合方法で組み立てることで高い堅牢性を実現。さらに耐衝撃性に優れる
DuraFlexでコーティング。

バイアンプ駆動（PRX625、PRX635はトライアンプ駆動）で、各帯域を効率的にドライブし、高出力を実現。

フルレンジ・システムの入力端子はXLRとTRS標準フォーンに対応し、マイク／ラインの感度切替えが可能。

サブウーファーは極性の切替えとハイパスフィルターのON/OFFが可能。ループスルー接続ができる出力端子も装備し、フルレンジ・システ
ムとの接続が容易。

PRX600 Seriesは、クラスを超える高品位な音質を獲得。
軽量かつ堅牢なボディーは設置や運搬の際に扱いやすく、展示会や企業イベント、ライブなどの仮設PAに最適です。
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梱包内容の確認

■

■

■

■

■

本体

電源ケーブル

英文取扱説明書

和文取扱説明書

保証書

パッケージに次の物が入っていることを確認してください。

05





内蔵パワーアンプについて
安定した電源の供給
最大限の性能を得るためには、安定した電源供給が必要です。電源の供給が不安定な場合、低域再生性能に影響します。また、電圧が急激に
降下すると、システム保護のために自動的に出力がミュートされます（電圧が回復すればミュートは解除されます）。複数のシステムを同じコ
ンセントに接続したり、ケーブルを長く引き回したりすると、システムへの電源供給に影響することがあります。

使用温度
内蔵のAMCRON製パワーアンプは、高効率な設計が施されています。発熱を最小に抑えますが、まれに過熱し、保護のために自動的に動作
を停止することがあります。温度が使用温度範囲内に戻れば再起動します。環境温度が非常に高い場合や、背面にあるヒートシンクに直射日
光が当たっている場合などに過熱状態になることがあります。設置は冷却と遮光に留意して行ってください。
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入力感度を選択します。詳細は10ページの「入力感度の設定」を参照してください。

2. INPUTスイッチ（MIC/LINE）

レベルを調整します。
INPUTスイッチで入力感度を「MIC」に設定した場合、適切な音量が得られるまでつまみを調整して出力音量レベルを決定してください。
INPUTスイッチで入力感度を「LINE」に設定した場合は、つまみを12時の位置に設定します。詳細は10ページの「入力感度の設定」と
「ゲインの調整」を参照してください。

3. LEVELつまみ

信号が入力されると、緑色に点灯します。

4. SIGNALインジケーター

5. LIMITERインジケーター
スピーカーが過負荷となり、クリップすると保護回路が作動し、LEDが赤色に点灯します。
LEDが常時点灯する場合、入力レベルが高すぎる、またはスピーカーのLEVEL設定が高すぎることが考えられます。入力レベルを下げる
か、LEVEL設定を低くし、LEDが時々点灯するよう調整してください。

7. LINE SELECTスイッチ
電源電圧を選択するスイッチです。115Vに設定してください。

8. AC LINE INPUT端子
付属の電源ケーブルを接続してください。

9. INPUT端子
入力ソースを接続する端子です。
XLR、標準フォーン（メス、バランス）。
※ファンタム電源は供給できません。

10. OUTPUT端子
フルレンジの信号を出力します。
他のPRXシリーズのフルレンジ・システムとデイジーチェイン接続する際の出力として使用できます。
XLR（オス、バランス）。

6. POWERスイッチ
電源をON/OFFします。
電源をONにすると、スピーカー正面のロゴ・バッジにあるLEDインジケーターが青色に点灯します。

■電源ON/OFF時の注意
　電源をＯＮにする時は、PAシステム全体の中で最後に行い、電源をOFFにする時は、PAシステム全体の中で最初に行ってください。
　複数のスピーカー・システムをデイジーチェイン接続している場合は、末端のスピーカーから電源をOFFにしてください。
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フルレンジ・システムを接続する、または追加のサブウーファーをデイジーチェイン接続で連結するための出力端子です。
HIGH PASS FILTER設定に応じて、入力信号をループスルーした、またはハイパス処理した信号を出力します。
XLR（オス、バランス）。

7. OUTPUT A/OUTPUT B端子

パワーアンプやパワードミキサーなどからの、大きな音量の出力信号を受ける入力端子です。
既存のシステムにPRX618Sを追加するとき等に使用します。
TS標準フォーンジャック。

8. SPEAKER LEVEL INPUT端子

付属の電源ケーブルを接続してください。

9. 電源コネクター

電源のON/OFF状態を示すLEDインジケーターです。電源ON時は青色に点灯します。

11. POWERインジケーター

10. POWERスイッチ
電源をON/OFFします。
電源をONにすると、スピーカー正面のロゴ・バッジにあるLEDインジケーターが青色に点灯します。

■電源ON/OFF時の注意
　電源をＯＮにする時は、PAシステム全体の中で最後に行い、電源をOFFにする時は、PAシステム全体の中で最初に行ってください。
　複数のスピーカー・システムをデイジーチェイン接続している場合は、末端のスピーカーから電源をOFFにしてください。

12





7. LINE SELECTスイッチ
電源電圧を選択するスイッチです。115Vに設定してください。

8. AC LINE INPUT端子
付属の電源ケーブルを接続してください。

9(左)＆11（右）. INPUT端子
入力ソースを接続する端子です。
XLR、標準フォーン（メス、バランス）。
※1台のサブウーファーに、ステレオ信号を入力できます。この場合、L/Rチャンネルの低域をミックスし、
　 サブウーファーで再生可能なモノラル信号にします。

10 （左）＆12（右）. OUTPUT端子
フルレンジ・システムを接続する、または追加のサブウーファーをデイジーチェイン接続で連結するための出力端子です。XOVERスイッチの
設定に応じて、入力信号をループスルーした、またはハイパス処理した信号を出力します。
XLR（オス、バランス）。 

6. POWERスイッチ
電源をON/OFFします。
電源をONにすると、スピーカー正面のロゴ・バッジにあるLEDインジケーターが青色に点灯します。

■電源ON/OFF時の注意
　電源をＯＮにする時は、PAシステム全体の中で最後に行い、電源をOFFにする時は、PAシステム全体の中で最初に行ってください。
　複数のスピーカー・システムをデイジーチェイン接続している場合は、末端のスピーカーから電源をOFFにしてください。
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故障かな？と思ったら（トラブルシューティング）

症状 考えられる原因 対処方法

音が出ない

スピーカーに電源が供給されてい
ない。

• 電源ケーブルの配線と通電状態を確認します。
　電源をONにした時にロゴ・バッジのインジケーターが
　点灯することを確認します。
• 電源ケーブルの両端を接続し直します。
• 正常な電源ケーブルと交換します。

電源ケーブルの破損または正しく
接続されていない

電源が供給されているのに
音が出ない

ヒューズ切れ • 修理をご依頼ください。

入力ソース（ミキサー、楽器など）
から信号が出ていない

• 入力ソースを確認してください。

スピーカーの電源をONに
しても音が出ない

接続している機器から
信号がきていない

• 入力ソース（ミキサーなど）のVUメータを確認します。
• CD/MP3プレイヤーが再生されているかを確認します。
• ヘッドホンを使用して、楽器から信号が出力されて
　いることを確認します。

ケーブルまたはコネクターの不良
• ケーブルを外し、再度接続し直します。
• 異常が疑われるケーブルを正常なケーブルに
　交換します。

マイクロホンを直接接続
して、入力感度をMICに
しても音が出ない

コンデンサーマイクロホンを
使用している

• PRX600シリーズは、ファンタム電源を供給しません。
　ダイナミック・マイクロホンを使用するか、
　外部ファンタム電源を使用してください。

マイクロホン・ケーブルの不良 • ケーブルを交換します。

音が極端に大きく、歪む
（LIMITER
インジケーターが
連続して点灯する）

スピーカーの能力を超えた
過大入力

• 入力ソースの出力レベルを下げます。
• スピーカーのLEVELつまみでレベルを下げます。

中音量でも音が歪む
（LIMITER
インジケーターは消灯）

ミキサーまたは
その他のソースのクリップ

• 各機器の取扱説明書を確認し、必要に応じて入力感度
　（ゲイン）を調整します。
• 信号経路のゲイン構造を確認します。

以下は、通常発生する症状とその対策です。解決できない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
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症状 考えられる原因 対処方法

ノイズやヒス※が出る
※「サー」というような高域で
　発生するノイズ。

接続機器や入力ソースに
ノイズが多い

• スピーカーに接続された機器を1つずつ取り外します。
　ノイズがなくなった場合、そのソースまたは
　接続ケーブルに問題があります。

ミキサーのレベル
調整時にハムまたは
バズノイズ※が増減する
※「ブーン」や「ジー」などの
　低域で発生するノイズ。

不適切な電源接地またはミキサー
の入力に接続された機器の異常

• チャンネルを1つずつ切断またはミュートして、
　問題のある機器を特定します。トラブルシューティングに
　ついては、異常のある機器の取扱説明書を参照してくだ
　さい。

接続機器とケーブルの異常
• 異常が疑われるケーブルを正常なケーブルに
　交換します。

ハムまたはバズノイズが
発生する

ACグラウンドの不良、
グラウンド・ループ

• 片側にXLR（メス）－XLR（オス）アダプターを挿入して
　グラウンドリフトします。
• 音声ケーブルを電源ケーブルや照明ケーブルから
　離してください。

アンバランス・ケーブルが長すぎる

• ミキサーのバランス出力（装備されている場合）を
　使用して、PRXシリーズに接続します。
• ダイレクト・ボックス（DI）を使用して、
　アンバランス出力をバランス出力に変換します。

システムを構成している機器
同士の入出力の感度が異なる

• 各機器の取扱説明書を確認し、必要に応じて
　入力感度（ゲイン）を調整します。

マイクロホンの音量を
上げるとハウリングが
起こる

マイクロホンがスピーカーに
向いている

• スピーカーをマイクロホンの指向範囲に
　入らない位置に移動します。

イコライザー設定が不適切
• ミキサーのEQあるいは外部EQをフィードバックの
　周波数に設定してカットします。

ゲインレベルが高すぎる
• ミキサーのゲインを下げ、マイクロホンを
　音源に近づけます。

音楽を再生すると
低域が出すぎる

再生する音楽に低域が
過剰に含まれている

• EQスイッチを「FLAT」に設定します。
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仕 様

PRX612M PRX615M

システム

形式 2-Wayパワード・フルレンジ

最大音圧レベル 134dB SPL（MAIN）、133dB SPL（MONITOR） 135dB SPL（MAIN）、134dB SPL（MONITOR）

周波数レンジ（－10dB）
50Hz～19.5kHz（MAIN）、

60Hz～19.5kHz（MONITOR、垂直）、
51Hz～19.5kHz（MONITOR、水平）

45Hz～19kHz（MAIN）、
55Hz～19kHz（MONITOR、垂直）、
48Hz～20kHz（MONITOR、水平）

周波数特性(±3dB)
60Hz～17.5kHz（MAIN）、

90Hz～18kHz（MONITOR、垂直）、
61Hz～18.5kHz（MONITOR、水平）

54Hz～18kHz（MAIN）、
75Hz～18.5kHz（MONITOR、垂直）、
60Hz～18kHz（MONITOR、水平）

入力端子 XLR、標準フォーン（バランス）×1

入力インピーダンス 20KΩ（バランス）、10KΩ（アンバランス）

インジケーター リミッター（赤）、入力信号（緑）

イコライザー プリセット（MAIN/MONITOR切替）

ダイナミクス dbx Type IV リミッター回路

クロスオーバー DSP制御 LF：48dB/Oct(ハイ&ローパス)、HF：36dB/Oct(ハイパス)

クロスオーバー周波数 2kHz 1.8kHz

パワーアンプ
駆動方式 Class D

出力 1000W（500Ｗ×2）

スピーカー

ドライバー構成
LF 12インチ（305mm）262F-1×１、
ディファレンシャル・ドライブ、ネオジム磁石

HF 1.5インチ（37.5mm）2408H×1、ネオジム磁石

LF 15インチ（380mm）265F-1×１、
ディファレンシャル・ドライブ、ネオジム磁石

HF 1.5インチ（37.5mm）2408H×1、ネオジム磁石

指向角度 90°×50°

エンクロージャー 非対称形、合板、18mm

ポールソケット 36mm×2

サスペンションポイント M10×9 M10×9、プルバックポイント×1

ハンドル ラバーコーティング×１

仕上げ DuraFlex

寸法(高×幅×奥行) 592×353×340mm 660×429×414mm

質量 15.6kg 19.7kg
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PRX625 PRX635

システム

形式 2-Wayパワード・フルレンジ 3-Wayパワード・フルレンジ

最大音圧レベル 139dB SPL 135dB SPL

周波数レンジ（－10dB） 40Hz～19.5kHz（FLAT）、
39Hz～19.5kHz（BOOST）

41Hz～19kHz（FLAT）、
40Hz～19kHz（BOOST）

周波数特性(±3dB) 55Hz～17.5kHz（FLAT）、
50Hz～18kHz（BOOST）

53Hz～18kHz（FLAT）、
50Hz～18kHz（BOOST）

入力端子 XLR、標準フォーン（バランス）×1

入力インピーダンス 20KΩ（バランス）、10KΩ（アンバランス）

インジケーター リミッター（赤）、入力信号（緑）

イコライザー プリセット（FLAT/BOOST切替）

ダイナミクス dbx Type IV リミッター回路

クロスオーバー DSP制御 LF：48dB/Oct(ハイ&ローパス)、HF：36dB/Oct（ハイパス）

クロスオーバー周波数 1.8kHz 460Hz、2.75kHz

パワーアンプ
駆動方式 Class D

出力 1500W（500Ｗ×3）

スピーカー

ドライバー構成
LF 15インチ（380mm）265F-1×2、
ディファレンシャル・ドライブ、ネオジム磁石

HF 1.5インチ（37.5mm）2408H-1×1、ネオジム磁石

LF 15インチ（380mm）265F-1×1、
ディファレンシャル・ドライブ、ネオジム磁石

ＭF 6.5インチ（165mm）195Ｈ×1、ホーンローデッド
HF 1インチ（25.4mm）2414H×1、ネオジム磁石

指向角度 90°×50°

エンクロージャー 台形、合板、18mm

ポールソケット － 36mm×1

サスペンションポイント M10×9、プルバックポイント×1

ハンドル ラバーコーティング×2

仕上げ DuraFlex

寸法(高×幅×奥行) 1,053×430×413mm 921×429×413mm

質量 27.2kg
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PRX618S PRX618S-XLF

システム

形式 サブウーファー、バスレフレックス

最大音圧レベル 129dB SPL 133dB SPL

周波数レンジ（－10dB） 41Hz～130Hz 30Hz～105Hz

周波数特性(±3dB) 50Hz～100Hz 39Hz～93Hz

入力端子 XLR（バランス）×2、
TS標準フォーン（スピーカーレベル）×1 XLR、標準フォーン（バランス）×2

入力インピーダンス 20KΩ（バランス） 20KΩ（バランス）、10KΩ（アンバランス）

インジケーター リミッター（赤）、入力信号（緑）

極性 正極性/逆極性切替

ダイナミクス － dbx Type IV リミッター回路

クロスオーバー アナログ 24dB/Oct DSP制御 48dB/Oct

クロスオーバー周波数 120Hz 90Hz

パワーアンプ
駆動方式 Class D

出力 600W 1000W（500W×2）

スピーカー

ドライバー構成 LF 18インチ（460mm）268G×1、
ディファレンシャル・ドライブ、ネオジム磁石

LF 18インチ（460mm）2268FF×1、
ディファレンシャル・ドライブ、ネオジム磁石

エンクロージャー 立方体、合板、18mm

ポールソケット 36mm×1 Ｍ20ねじ込み式ソケット×1

ハンドル ラバーコーティング×2

仕上げ DuraFlex

寸法(高×幅×奥行) 686×531×615mm 686×531×716mm

質量 32kg 37kg
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この取扱説明書に記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

http ://www.hibino.co.jp/
E-mail : proaudiosales@hibino.co.jp

営業部
〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL : 03-5783-3110　FAX : 03-5783-3111

北海道オフィス
〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三条1-1-20
TEL : 011-640-6770　FAX : 011-640-6776

大阪ブランチ
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8
TEL : 06-6339-3890　FAX : 06-6339-3891

名古屋オフィス
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3-4-26
TEL : 052-589-2712　FAX : 052-589-2719

福岡ブランチ
〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-14-6
TEL : 092-611-5500　FAX : 092-611-5509

ヒビノ株式会社　ヒビノプロオーディオセールス Div.


