
 

 
 
 

 

 

 

PMB:Pole Mount Bracket 
インストレーション･マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度は JBL CONTROL NOW スピーカーシステム用オプションブラケットをご購入頂きまして誠にあ

りがとうございます。 

この PMB(ポール・マウント・ブラケット)は、コントロール･ナウを４本連結し、スピーカーアレイ･

システムとして天井から吊り下げて使うための専用ブラケットです。 

本製品をより良く理解していただき、正しい取り付けと取り扱いをしていいただくために、本書なら

びにコントロール・ナウ製品自体に付属の取り扱い説明書を合わせてご覧ください。 

 

 

 

 

●本製品を天井面に取り付ける際には、取り付け面に十分な強度があることを予めご確認

の上、取り付けを行ってください。 

●製品には、ブラケットを天井面へ固定するためのドロップ・チューブやネジ等は付属し

ておりません。取り付けの際には、設置面の素材、構造に合った太さのチューブやネジ、

アンカーなどを別途お求めください。 

●ドロップチューブの天井面への取り付けは、家屋の建築業者や最寄りのリフォーム業者

等にご依頼ください。 

●取り付け方法の不備による落下、損傷などには、当社は一切の責任を負いかねますので

ご了承ください。 
 



 

１：付属品の確認 

 
各製品の梱包には、以下の付属品が納められていますので 
ご確認ください。 
 
・ポールマウントブラケット：    1 個 
・ポールマウントブラケット･カップ：   1 個 
・ポールマウントブラケット･カバー：   1 個 
・ブラケットカップ固定ビス：    2 本 
・ブラケット連結ビス：     4 本 
・ポールブッシング：      1 個 
・連結シャフト：       1 個 
・ロックピン：       1 個 
・ケーブルアッセンブリー：     1 本 
・インストレーション･マニュアル(本書)   1 冊 
 

●製品には、ブラケットを天井面へ固定するためのドロ

ップ・チューブやネジ等は付属しておりません。取り

付けの際には、設置面の素材、構造に合った太さのチ

ューブやネジ、アンカーなどを別途お求めください。 
 

２：天井面へのドロップチューブの取り付け 

 
本製品を用いて CONTROL NOW を天井面に取り付けるために、天井の所定の位置に市販のシーリング・ファ
ン用のドロップチューブを固定し、接続に使用するスピーカーケーブルをドロップチューブ内に通してお
いてください。 

 

 

 

 

●CONTROL NOW スピーカーアレイ･システムの４本連結状態での本体重量は、約 13kg とな

ります。本製品を用いて天井面に取り付ける際には、取り付け面に十分な強度があるこ

とを予めご確認の上、取り付けを行ってください。 
 
 

 

 

 

●ドロップチューブの天井面への取り付けは、必ず家屋の建築業者や最寄りのリフォーム

業者等にご依頼ください。 

●取り付け方法の不備による落下、損傷などには、当社は一切の責任を負いかねますので

ご了承ください。 
 
 

３：ドロップチューブへの取り付け 

 
天井面に固定されたドロップチューブへポールマウント・ブラケッ
トを取り付け、スピーカーをマウントします。 
取り付け/接続の各説明は、右図Ａ～Ｄのスピーカー配列に基いて説
明されますのでご参照ください。 
 
 
 



 
① ドロップチューブの下からポールブラケット･カップを通します。 
② さらに、ポールマウントブラケットを通し、ドロップチューブに空いた固定穴とポールマウント

ブラケットの固定穴の位置を合わせておきます。ドロップチューブの外径が細い場合は、〔２-Ｂ〕
の図を参照し、ドロップチューブにポールブッシングを被せてからブラケットを通します。 

③ 固定穴から連結シャフトを根元まで差し込みます。この時、スピーカーケーブルを引っ掛けて傷
付けない様ご注意ください。 

④ シャフト先端のロックピン通し穴にロックピンを差し込み、ピンが抜けなくなるよう深く押し込
みシャフトを固定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤  ５：接続 の章を参照し、各スピーカーの配

線を行います。 
⑥ ブラケットに４本のスピーカーを順次装着し、

ブラケット･カップとポールブッシングを下
へ押し下げます。 

⑦ ４本のブラケット・カップ固定ビスでブラケ
ットとブラケット・カップを結合し、スピー
カーを固定してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 最後に、ポールマウント･ブラケット･カバーを装

着します。 
 
 
 
 



 

５：接続  

 
CONTROL NOW スピーカーアレイ･システムは、アンプとの接続の仕方によって以下の使い方のバリエーショ
ンが可能です。用途に合わせた方法で接続を行ってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ⅰ.モノラル無指向性スピーカーとして使用する場合の接続 
 
４本連結した一組の CONTROL NOW スピーカーアレイ･システムを 1チャンネル(モノラル)スピーカーとして
使用することで、水平指向性 360°の無指向性スピーカーとして使用出来ます。JBL 独自の優れた指向性制
御技術により、CONTROL NOW は広い空間の隅々にまで均一なサウンドを提供する事が出来ますので、一組
のアレイシステムを用いて BGM(バックグランド･ミュージック)用やアナウンス用に、二組のアレイシステ
ムを用いてステレオ再生やサラウンド再生用に活用出来ます。 

 
ポール･マウント･ブラケットに附属のケーブアッセンブリーを使用し、４
本の CONTROL NOW をシリーズ-パラレル（直並列）接続することにより、
１本接続時と同じインピーダンス(８Ω)でアンプと接続する事が出来ま
す。アンプに過剰な負荷をかけず、しかも能率を落とすことなく４本のス
ピーカーを同時駆動出来ます。 
 
 
 
 
 
 
 

接続の仕方： 
① ドロップチューブの中を通したケーブアッセンブリーの４つの端

末を、ブラケットの４つのケーブル通し穴からそれぞれブラケッ
トの外へ導き出しておきます。 

 
 

 
 

 
② スピーカーケーブルを１本目の CONTROL NOW のスピーカー

端子に接続します。＋(プラス)/－(マイナス)を間違えな
いように接続してください。 

 
 
 
 
 
 

③ ケーブルを接続したスピーカーをブラケットに装着
します。 

④ 同様に、４本すべてのスピーカーにケーブルを接続
し、ブラケットに装着します。 

 
 
 
 
 

⑤ ブラケット・カップ固定ビスでブラケットとブ
ラケット・カップを結合し、スピーカーを固定
してください。 

⑥ ケーブルアッセンブリーのアンプ接続側の端
末に、アンプからの接続ケーブルを圧着、また
は半田付けします。＋(プラス)/－(マイナス)
を間違えないように接続してください。接続後
は、端末同士が接触しショートしないよう、必
ず絶縁テープなどを巻いて絶縁してください。 

⑦ 使用するアンプのスピーカー用出力端子に各
ケーブルを接続します。Ｌ(左)/Ｒ(右)、＋(プ
ラス)/－(マイナス)を間違えないように接続
してください。 

 



 

Ⅱ.一体型ステレオスピーカーとして使用する場合の接続 
 
４本連結した CONTROL NOW スピーカーアレイ･システムを、２本一組の一体型２チャンネル(ステレオ)スピ
ーカーとして使用することが出来ます。４本のスピーカーの接続方法により、部屋の広さ、用途に応じて、
二通りの再生方法が選べます。 
 
Ⅱ-ⅰ：リビング等でのステレオ音場を重視した設置 

一般家庭のリビングやリスニングルームなど、比較的狭い空間でステレオ音場を重視したセティングを
行いたい時は、リスニングポジションの右２本の CONTROL NOW を右チャンネル用として、左２本を左チ
ャンネル用として接続することでリスニングポジションにおいて正確な音場定位を得ることが出来ます。 

 
Ⅱ-ⅱ：広いホールや店舗等での BGM 用としての設置 

ホールや店舗内など、比較的広い空間で BGM(バックグランド･ミュージック)用に CONTROL NOW を吊るし
て使用する際には、対角線上の２本の CONTROL NOW をそれぞれ右チャンネル用、左チャンネル用として
接続することで、広い空間の何処に居てもステレオ感のある音を楽しむ事が出来ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
接続の仕方： 
① ドロップチューブの中を通した２本のスピ

ーカーケーブルの端末を、右図に従いⅡ-ⅰ
／Ⅱ-ⅱそれぞれの接続方法に合わせてブラ
ケットの２つのケーブル通し穴からそれぞ
れブラケットの外へ導き出しておきます。 

 
 
 
 
 

 
② 接続する１本目のスピーカーの端子を反時計方向にひねり、ロックを外します。 
③ リボンごと端子を手前に引っ張り、端子を外します。 
④ 端子を外したソケット部に、スピーカーに附属のマルチユニット･ワイヤリング･アダプターの

ジャック部分を差し込みます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

⑤ 同様に、２本目のスピーカーも端子を外し、マルチユニット･ワイヤリング･アダプターのジャ
ック部を差し込んでおきます。 

 



 
 

 
 
 
 

 
⑥ Ⅱ-ⅰ／Ⅱ-ⅱそれぞれの接続方法に合わせ

て、右図に従いワイヤリング･アダプターを
接続した２本のスピーカーをスピーカーケ
ーブルを引き出していないブラケット口に
装着します。 

⑦ アダプター本体をスピーカーケーブルを引
き出したブラケット口に導き出します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑧ 残り２本のスピーカーも、②～③の要領で
スピーカー端子を外し、⑦で引き出してお
いたワイヤリング･アダプターの本体を装
着、時計方向にひねりロックします。 

⑨ ⑧で外したスピーカー端子をワイヤリング･アダプターの上から差し込みます。アダプター左右
のつめが確実に端子に掛かりロックするまで深く差し込んでください。 

⑩ 端子にスピーカーケーブルを接続します。＋(プラス)/－(マイナス)を間違えないように接続し
てください。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

⑪ スピーカーをブラケットに収め、ブラケッ
ト・カップ固定ビスでブラケットとブラケッ
ト・カップを結合し、スピーカーを固定して
ください。 

⑫ 各ケーブルを使用するアンプのスピーカー
用出力端子に接続します。Ｌ(左)/Ｒ(右)、
＋(プラス)/－(マイナス)を間違えないよう
に接続してください。 

 
 
 
 
 
 



 

 Ⅲ.一体型マルチチャンネル再生用スピーカーとして使用する場合の接続 
 
４本連結した一組の CONTROL NOW スピ
ーカーアレイ･システムをマルチチャ
ンネル用スピーカーとして使用する
ことが出来ます。JBL 独自の優れた指
向性制御技術により、各スピーカーシ
ステムは十分なチャンネルセパレー
ションを保ったまま広い空間の隅々
にまで均一なサウンドを提供する事
が出来ますので、一組のアレイシステ
ムのみを用いて４ch マルチチャンネ
ル用スピーカーとしても、フロントス
ピーカーと組み合わせた６～７ch マ
ルチシステムのサラウンドチャンネ
ル専用スピーカーとしても活用出来
ます。 

 
接続の仕方： 

① ドロップチューブの中を通
した４本のスピーカーケー
ブルの端末を、４つのケー
ブル通し穴からそれぞれブ
ラケットの外へ導き出して
おきます。 

 
② スピーカーケーブルを１本目

の CONTROL NOW のスピーカー
端子に接続します。＋(プラ
ス)/－(マイナス)を間違えな
いように接続してください。 

 
 

 
③ ケーブルを接続したスピーカーをブラケットに装着

します。 
④ 同様に、４本すべてのスピーカーにケーブルを接続

し、ブラケットに装着します。 
 

⑤ ブラケット・カップ固定ビスでブラケットとブ
ラケット・カップを結合し、スピーカーを固定
してください。 

⑥ 使用する AV アンプの説明書に従い、アンプの
各チャンネル用スピーカー出力端子に各ケー
ブルを接続します。チャンネル、＋(プラス)/
－(マイナス)を間違えないように接続してく
ださい。 

 

 

 
ホームページ http://www.harman-japan.co.jp 

製品に関するお問い合わせは、下記マーケティング部まで、 
修理に関するお問い合わせは、東京サービスセンターまでご連絡ください。  

本社・営業部          〒110-0005 東京都台東区上野 5-7-7 公徳堂ビル 4F TEL 03-3836-5641(代) FAX 03-3835-3084 
マーケティング部      〒110-0005 東京都台東区上野 5-7-7 公徳堂ビル 2F TEL 03-3836-5660(代) FAX 03-5688-0024 
東京サービスセンター  〒135-0033 東京都江東区深川 1－6－29 結城運輸倉庫㈱内 TEL 03-5639-3011(代) FAX 03-5639-3044 
大阪営業所            〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-12-15 双葉ビル 602 号 TEL 06-6301-1396(代) FAX 06-6307-2861 
福岡営業所            〒816-084 福岡県春日市上白水 4-40 TEL 092-573-2023(代) FAX 092-583-6050 

MKT.2008.05.09 

四角形
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