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製品に関するお問い合わせ先

ティアック株式会社 タスカム カスタマーサポート

TEL: 0120-152-854（一般電話から）/ 042-356-9137（携帯・PHSから）
FAX: 042-356-9185

www.tascam.jp/inquiry/index.php（タスカム お問い合せページ）

StageSource™ L3tは、マルチ機能デザインとパワフルなDSP、高精度のコンポーネン
トの組み合わせにより、ハイパワーのパフォーマンス、真のスケーラビリティの両方を完
璧なバランスで実現します。マルチチャンネル・ミキサー装備のコンパクトな3ウェイ・
スピーカー・システムであるStageSource L3tは、バランスに優れ、クリーンで表現力
豊かなオーディオを提供する1,400 Wトライアンプ方式を採用。StageSource L3s
サブウーファーを追加すれば、システムの能力を自由にスケーリングできます。この
StageSourceシステムは、Smart Speakerテクノロジーの搭載とL6 LINK™ デジタル・
ネットワーキングにより、あらゆるライブ・サウンドのアプリケーションでクラス最高のパ
フォーマンスを発揮します。

StageSource™ L3tは、最も高い対応力を誇るミュージシャン向けスピーカー・システム
となるようデザインされています。6種類用意されたDSPベースのパワフルなSmart 
Speakerモードにより、その出力をPAのFOHやフロアモニター、パーソナルPA、キー
ボードやアコースティック・ギターのバックライン（楽器用スピーカー・システム）、さらに
はマルチエフェクト・ギター・プロセッサー用のハイパフォーマンスなエレキギター・ス
ピーカー・システムなど、様々なパフォーマンスのシナリオに合わせて最適化できます。

ライブ・サウンドで2本以上のスピーカーが必要な場合、StageSource製品はL6 LINK
と呼ばれる独自のデジタル・ネットワーキング・プロトコルを活用することでセットアップ
を簡略化できます。スピーカー本体が自らコンフィギュレーションを行い、ステレオ・シ
グナルをパンで振り分け、Smart Speakerモードの調整を行ってシステム全体の最適
化を実行。StageSource L3sサブウーファーを追加すると、システムはサミングしたシ
グナルを自動的に送って、クロスオーバーを設定します。

StageSource L3tはマルチ機能デザインを採用するため、1台のL3tをスタンドアロー
ンPAとして使用する場合にも、複数のL3tスピーカーをメインPAやモニター、バックラ
インとして使う際にも、その規模を自由にコントロールできる真のスケーラビリティを実
現。StageSource L3sサブウーファーとの組み合わせにより、ライブ・サウンドや設備
音響のニーズにマッチする、様々なコンフィギュレーションを実現できます。

line6.jp | facebook.com/line6japan
twitter.com/line6japan | youtube.com/line6japan

Line 6 Japan 株式会社

スペック

音響特性
周波数帯域 （-10 dB） 40 Hz ‒ 19 kHz（Reference/PAモード、フリーフィールド）
周波数特性 （±3 dB） 47 Hz ‒ 18 kHz  （Reference/PAモード、フリーフィールド)
最大SPL出力  132 dB peak @ 1m（unweighted, measured indoors with music program material）
指向角度（-6 dB） 水平100度 x 垂直50度
クロスオーバー周波数  LF1ローパス =  250 Hz
 LF2 to HFクロスオーバー = 2.2 kHz ‒ 7 kHz（可変、スピーカー・モードに依存）
LFトランスデューサー 2 x 10インチ拡張レンジ・ウーファー（2インチ・ダイアメーター・ボイスコイル、4 Ωインピーダンス）
HFトランスデューサー 1インチエグジット・コンプレッサー（1.4インチ・ダイアメーター・ボイスコイル、8 Ωインピーダンス）

電気特性 ‒ サイド・パネル
入力タイプ マイク/インストゥルメントXRL-1/4” バランス入力 x 2
入力インピーダンス 2.3 kΩバランス （Pad = 0 dB）, 23.7 kΩバランス （Pad = 20 dB）

電気特性 ‒ リア・パネル
入力タイプ ラインレベルXLR-1/4” バランス （入力インピーダンス100 kΩバランス）、
 ステレオRCAアンバランス（入力インピーダンス20 kΩバランス）、L6 LINK™ XLR

DSP部
スピーカー・モード  Reference/P.A.、Playback、Floor Monitor、Keyboards、Acoustic Guitar、Electric Guitar
内蔵エフェクト リバーブ、モジュレーション、フィードバック・サプレッション、アコースティック・モデリング
センサー スピーカー・オリエンテーション、ポール・センサー、電力＆温度、パワー・サプライ温度

パワー・アンプ部
パワー・アンプ・タイプ 655W クラスD （LF1）, 655W クラスD （LF2）, 175W クラスAB（HF）

電源電圧 100 ‒ 240 VAC, ±10%, 50/60 Hz, 自動電圧選択

消費電力 250 W（1/8th power）

外形寸法 312（W） x 312（D） x 861（H） mm

重量 26.1 kg

● 1,400 Wトライアンプ方式の3ウェイ・スピーカー・システム

● Smart Speakerモードを搭載し、スケーラブルなマルチ機能デザイン

● Smart Effectとフィードバック・サプレッション機能を搭載したマルチ
チャンネル・ミキサーを装備

● マルチスピーカーのPAシステムを構築できるL6 LINK™デジタル・ネッ
トワーキング対応

● パワフルな1,400 W、3ウェイ・デザイン
1,400 Wトライアンプ方式の3ウェイ・スピーカー・システム、デュアル支柱を採用したツ
アー仕様の強靭なプライウッド製エンクロージャーが実現する抜群のパワーと信頼性

● Smart Speakerモード
DSPベースのパワフルなSmart Speakerモード6種類が用意されており、最も高い対
応力を誇るミュージシャン向けスピーカー・システムとなるようデザインされています。

● オリエンテーション＆ポールマウント・センサー搭載
 StageSource L3tは内蔵する加速度センサー、光学センサーとDSPを、迅速なセット
アップとシステムのサウンドの最適化に役立てます。システムが検出した情報をもとに、そ
の用途に適したSmart Speakerモードを選択し、パフォーマンスを自動的に調整します。

● ワールドクラスのSmart Effectを内蔵した統合マルチチャンネル・ミキサー
L3tは統合サウンド再生システムを内包しています。マイクや楽器、外部ミキサーや
MP3プレーヤーを入力できるフル機能のミキサーを搭載しており、ソロ・パフォーマンス
でも大規模な会場でも優れたサウンドを実現するツールが全て揃っています。

デジタル･ワイヤレス･ヘッドセット・マイク

デジタル･ワイヤレス･ハンドヘルド･マイク

デジタル･ワイヤレス･ラベリア・マイク
抜群の対応力を備えたミュージシャン向けスピーカー･システム
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抜群の対応力を備えたミュージシャン向けスピーカー･システム

STAGESOURCE L3t

● 統合フィードバック・サプレッション＆リミッティング
フィードバック（ハウリング）や不要な歪みは、パフォーマンスを台無しにしてしまいま
す。StageSource L3tは、インテリジェントな12バンド・フィードバック・サプレッ
ション＆リミッティング機能を活用することで問題のある周波数を識別し、そのレベル
をトータル・サウンドに影響を与えることなく調整します。

● L6 LINKによる迅速なネットワーキング
バンド演奏やライブ・サウンドのイベントなどで、複数スピーカーで構成したPAシステ
ムが必要となる場合も、L6 LINKを活用すると自動的にコンフィギュレーションが行
われるため、そのセットアップを大幅に簡略化できます。

● マルチ機能デザインとスケーラビリティ
StageSource製品はマルチ機能デザインを採用しているため、ライブ・サウンドの
ニーズに応じてシステムのコンポーネントをバックラインやモニター、大規模PAなど
様々な用途に使用できます。
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・Line 6製品についてのお問い合わせ

Line 6インフォメーションセンター
（電話受付=祝祭日を除く月～金11:00～17：00）

■TEL : 0570-062-808（ナビダイヤル、全国共通番号）

　　　※IP電話は03-6701-0038 発信者番号を通知する設定にしておかけください。

■オンラインサポート : http://jp.yamaha.com/support/
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