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1100‐LFC低域コントロールエレメントは、そのリニア性と、超低歪で高

連続レベルの非常に低い周波数帯域を再生するパワードスピーカーで

す。この超低歪な1100-LFCは、卓越したヘッドルームと最適化されたリ

ギングオプションとの組み合わせにより、大規模なツアーや設備での低

周波数帯域を必要とするアプリケーション最適なツールです。

最適なパフォーマンスを保証するために、Meyer SoundのMAPP™ シス

テム設計ツールを使用して1100‐LFCのシステムをデザインします。こ

の直感的なクロスプラットフォームアプリケーションは、1100‐LFCシステ

ムの指向性パターン、周波数特性、インパルス応答、リニアピークSPL

を正確に予測し、必要なカバレッジとSPLを確実に実現します。

最適に調整された通気式キャビネットには、18インチロングエクスカー

ションコーンドライバーが2基搭載されています。28Hz-100Hzの再生周

波数特は、LEO®、LEOPARD™、LYON™、JM‑1Pおよびその他のMeyer 

Soundスピーカーを補完し、ラインアレイやカービリニアアレイとシーム

レスに統合することができます。

ユニットのパワーアンプは、AC208V-AC235V、50/60Hzで動作しま

す。TruPower®リミッターは、ドライバーを最大限に保護し、パワーコン

プレッションを最小限に抑えながら、高い連続電力およびピーク電力を

一定の出力を生成します。キャビネットの背面には、アンプ、制御装

置、電源が組み込まれた交換可能な単一モジュールが含まれていま

す。

1100-LFCキャビネットの下部には保護用のプラスチック製のスキッドが

あり、キャビネットの上部スロットにしっかりと固定できます。ユニットは

正常な積み重ねと、カーディオイドの場合は逆に積み重ねることができ

ます。キャビネットの調整および通気により、低域周波数帯に最適化さ

れます。

オプションのMRK‑1100リギングキットには、工場出荷時のインストー

ルオプション、またはアップグレードとして利用可能で、MTG‑1100の

トップグリッドからスピーカーのフライングを可能にするGuideALinks™ 

を含みます。キャビネットの前面と背面にあるGuideALinksは、便利な

固定ハンドルとスロットで簡単に設定できます。また、GuideALinks

は、カーディオイドアレイの反転ユニットにも対応しています。

オプションのMTG‐1100トップグリッドは、最大16台で構成されるライン

アレイを、安全率5:1、BGC V1で吊ることができます。ツアーや移動

用システムでは、オプションのMCF‐1100キャスターフレームを使用

し、3台までの1100‐LFCをスタックした状態で安全に運搬できます。運

搬中のキャビネットを保護するために、オプションで耐久性に優れた

ナイロンカバーを利用でき、1100-LFCを２台または、3台スタックした

まま収納できます。

1100‐LFCにはMeyer SoundのRMS™リモートモニタリングシステムが

標準装備されており、Mac®またはWindows®ベースのコンピューター

でシステムの監視が可能です。XLR5ピンコネクターにより、RMS信号

とバランスオーディオ信号の両方を供給する複合ケーブルが使用で

きます (オプションでXLR 3ピンコネクターを選択できます)。

Meyer Soundは、プレミアムマルチプライバーチを使用して1100‑LFC

キャビネットを構築し、質感あるのブラック仕上げでコーティングされ

ています。ブラックメッシュを使用し、パウダーコーティングされた六角

型スチールグリルは、ユニットのドライバーを保護します。その他のオ

プションとしては、特定の外観要件に合う防滴仕様や、インストレー

ション用のカスタムカラー仕上げなどを提供します。
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特徴

• 低周波数帯域の明瞭さと極端なレベルでの優れた過渡再生を備えた高いピーク出力

• リニア性により、あらゆるレベルのさまざまな構成において、一貫した指向性を持つ低周波数を出力

• キャビネットの調整および通気により、低風速用に最適化

• レギュラーアレイとカーディオイドアレイでのスタッキングとフライングが可能

• LEO、LYON、LEOPARD、および他のMeyer Soundスピーカーとシームレスに統合 

アプリケーション

• スタジアム

• アリーナ

• コンサートホール

• ハイパワー、指向性制御アレイ

アクセサリー

MRK-1100 Rigging Kit:  MTG‑1100グリッドにより1100-LFCをフライングできます。 4つのGuideALinksと8つのクイックリリースピンが含まれています。

MTG-1100 Top Grid:  最大16台の1100‐LFCを5:1の安全率とBGV C 1でフライングが可能です（制限あり）。6つのピックアップポイントを持つさまざまなピックアップ

構成に対応；レーザーや傾斜計用のブラケットやアダプターを取り付けるための取り付けポイントが含まれています。リギング負荷定格を確認するには、常に

MAPPを使用してください。

MVP Motor Vee Plate:  アレイの水平方向の角度微調整をします。MTG‐LEO‐M, MTG‐LYON, MTG‐1100およびMG‐LEOPARD/900グリッドと互換性があります。

MAS-1100 Array Spacer:  アレイのキャビネット間に配置してアレイを延長し、垂直方向性を向上します。4つのGuideALinksと8つのクイックリリースピンが含まれて

います。

MCF-1100 Caster Frame:  最大3台の1100‑LFCキャビネットを安全に運搬し、3つのキャビネット毎にでアレイを簡単に組み立てることができます。 (MCF-1100は、
スピーカに付属のクイックリリースピンで固定されているため、クイックリリースピンは含まれていません。)

Galileo GALAXY Network Platform:  Galileo GALAXYネットワークプラットフォームは、複数のゾーンを持つスピーカーシステムに最先端のオーディオ制御技術を

提供します。 完璧な音響性能を備え、補正ルームEQとクリエイティブな微調整のための強力なツールセットを提供します。 さらに、GALAXYデバイスの改善され

たディレイインテグレーションにより、1100‑LFCを異なるMeyer Soundスピーカーと組み合わせることができます。

MRK-1100 Rigging Kit MTG-1100 Top Grid MVP Motor Vee Plate MAS-1100 Array Spacer

MCF-1100 Caster Frame Galileo GALAXY Network 
Platform



仕様

音響特性 1

再生周波数帯域 2 28Hz – 100Hz

周波数特性 3 30Hz – 85Hz ±4dB

位相特性 34Hz – 82Hz ±30°

リニアピーク SPL 4 140 dB with crest factor >9.5 dB (M-noise), 140 dB (Pink noise),  
141 dB (B-noise)

指向角度

360°(単一ユニット);ユニット数や構成によって異なります。

ドライバー構成

低域 2 x 18 インチロングエクスカーションコーンドライバー ;8Ωノミナルインピーダンス

オーディオ入力

タイプ 差動式、電子バランスタイプ

最大コモンモード電圧範囲 ±15 V DC、過度電圧保護のためにアース接続

コネクター4 XLR 5ピンメス入力、オスループ出力付き;XLR 3ピンメスコネクタは、バランス型

オーディオのみに対応可能(RMS信号なし)

入力インピーダンス 10kΩ：オーディオバランス入力 ピン 2・3 間

ピンアサイン 5

ピン1：220kΩ、1000pF、15Vクランプネットワークを介したシャーシ/アースによ
り、オーディオ周波数で仮想グランドリフトを実現
ピン2：オーディオ信号 (+)
ピン3：オーディオ信号 (-)
ピン４：RMS
ピン５：RMS
ケース：アースグランド・シャーシ

公称入力感度 0dBV(1.0 V rms)連続。通常ノイズ/オーディオ信号のリミッター開始ポイント

入力レベル ＋20dBV (10Vrms) @600Ω：最大音圧レベル時 

アンプ

タイプ コンプリメンタリーMOSFET出力段を備えた2チャンネルのクラスAB/Hブリッジ

トータル出力 6 8100 W peak

THD, IM, TIM < 0.02%

冷却 超高速ファン x 3台、超高速予備ファン x 3台

AC電源 
電源コネクター パワコン 32

自動電圧選択 208–235V、50/60 Hz

安全電源範囲 208–235V、50/60 Hz

ターンオン/オフポイント 165V オン、264V オフ

消費電流

アイドル電流 0.6 A rms (AC230V)

連続消費電流(>10 sec) 10.5 A rms (AC230V)

バースト電流(<1 sec)7 18 A rms (AC230V)

瞬間最大電流 53 A peak (AC230V)

インラッシュ電流 < 30 A 以下(ピーク) 

RMS ネットワーク

2導体のツイストペアネットワークを搭載し、すべてのアンプパラメーターをホストコン

ピュータで監視します。



スピーカーは、リニア、低歪、セルフパワード、低域コントロールエレメントであ

り、フライングおよびグラウンドスタックが可能です。ドライバーは、18インチロン

グエクスカーションコーンドライバー2基で構成されています。

スピーカーは、内部処理とコンプリメンタリーMOSFET出力段を備えた2チャネル

のクラスAB/Hアンプを組み込んでいます。 保護回路には、TruPowerリミッター

が含まれます。 オーディオ入力は、10kΩインピーダンスで電子的にバランス化

され、公称0 dBV（1.0 V rms）信号（+20 dBVで最大ピークSPLを生成）で

す。

オーディオコネクターは、バランス型オーディオに対応する3ピンXLR（メスおよ

びオス）、またはバランス型オーディオとRMSの両方に対応する5ピンXLRです。

標準的なユニットの性能仕様は、1/3オクターブ分解能で測定し、再生周波数帯

域は28Hz-100Hzとなります。周波数特性は、1/3オクターブの周波数分解能で 

ピンクノイズを用いてハーフスペース 4mで測定し、 30Hz–85Hz ±4dBです。位

相特性は、34Hz-82Hz ±3°です。リニアピークSPLは、M-ノイズを使用して

ハーフスペース 4mで測定し1mに換算、波高率>9.5 dBで140dBです。

内部電源はEMIフィルタリング、ソフト電流オン、サージ抑制を実行します。電力

要件は、50 Hzまたは60 Hzでの公称230VのACライン電流です。ULおよびCE動

作電圧範囲はAC208V-AC235Vです。バースト中の消費電流はAC230Vで18A 

rmsです。ソフトオン時の突入電流はAC230で30Aを超えてはなりません。AC電

源コネクターはパワコン32です。スピーカにはRMSリモートモニタリングシステ

ムモジュールが含まれます。

コンポーネントは、プレミアムマルチプライバーチで質感のあるブラック仕上げ

を施した最適な通気性のあるエンクロージャーに格納されます。

寸法は、幅1336mmx高さ520mmx奥行き838mmです。リギング付きの寸法は、

幅1388mm×高さ520mm×奥行き838mmです。質量は、112.9kg、リギング付き

の重量は129.3kgです。

スピーカーはMeyer Sound 1100‐LFCです。

仕様構造

仕様

外観

リグなし寸法 W: 1336 x H: 520 x D: 838 mm

リグ付き寸法 W: 1388 x H: 520 x D: 838 mm 

リグなし質量 112.9 kg

リグ付き質量 129.3 kg

エンクロージャー プレミアムマルチプライバーチで質感あるのブラック仕上げ

保護グリル パウダーコーティング、ブラックメッシュ付き六角打ち抜きスチールグリル

リギング
オプションのMRK‐1100リギングキット。クイックリリースピンで0.5インチx 1.25インチのGuideALinksを

固定します。リギングは、グラウンドスタック、フライング、カーディオイド構成をサポートします。

注釈

1.  スピーカーのカバレッジとSPL はMeyer Sound のMAPP システム設計ツールを使用し予測できます。

2.  推奨最大動作周波数範囲です。負荷と測定空間の音響特性に依存します。

3.  1/3 オクターブの分解能で4m の自由音場にて測定します。

4. リニアピーク SPL は、4m の自由音場で 1m を基準にして測定されます。M-ノイズを使用してリミッター動作開始ポイントで、2 時間、50℃周囲温度で測
定されるスピーカー音圧の圧縮度は 2dB 以下です。

Mノイズは、スピーカーの音楽的パフォーマンスをより良く測定するために Meyer Sound によって開発された全帯域（10Hz-22.5kHz）を含むテスト信号で
す。オクターブバンドごとに瞬間的なピークレベルが一定で、派高率は周波数とともに増加し、全帯域においてピーク対 RMS比は 18dB です。クレストファ
クターに関してより大きい記号（>）の存在は、EQと境界の負荷に応じてより高い可能性があることを示します。

ピンクノイズは、ピーク対 RMS 比が 12.5dB の全帯域テスト信号です。 

5. ピン４，５（RMS）は、XLR-5 ピンコネクターでバランスオーディオ信号とRMS 信号の両方に対応します。

6. アンプが生成するクリップしないレベルのピーク電圧を、公称負荷インピーダンスに印加した時のピーク出力です。

7. AC 電源ケーブルは、バースト電流 (rms) 条件下でも、ケーブル伝送によるスピーカー電圧降下が指定動作範囲以下に下がらないように十分なゲージに
する必要があります。
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