POWERED LOUDSPEAKERS

パワードラウドスピーカー
FIND THE RIGHT SPEAKER FOR YOU

Positioning

ENTRY-LEVEL PA

Average Audience Size

Up to 350 people
Rehearsal Studio, Small bar/coffee shop, Small HOW,
Small Nightclub, Wedding Reception/Ceremony

General User Applications

Wedding/Event/Mobile DJ, Singer/Songwriter,
Small Band, Public Address, Karaoke

Thump12A

Thump15A

1300Wハイパワーパワーアンプを搭載したNew
Thump™シリーズは今までのThumpシリーズを超える

Wheeled Bag

クラス最高の低域を実現します。また新設計のミキ
サーと上位機種のSRMシリーズなどで実績のあるプ
リセットスピーカーモードを搭載することにより、今ま
で以上にさまざまな現場ですばやい最適なセッティ
ングが可能になりました。 さらにThump Boosted™シ
リーズはチャンネルEQ、レベル設定や音楽ストリーミ
ングなどThump Connect™アプリを使うことで
Bluetoothワイヤレスコントロールすることができます。
フルバンド、DJイベントなどでは18インチサブウー
ファーThump18sを組み合わせてお使いください。最
適な低域を最大限に拡声させることができます。

(12A/BST, 15A/BST)

Typical Room Size

Powered Loudspeaker Series
and Model Names

ACCESSORIES

Thump12BST

IN
COM
Thump15BST

(12A/BST, 15A/BST)

Thump18S 1200W Subwoofer

Recommended Mackie Mixer

COM

ProFX Series, DL Series
Wheeled Bag (12A/BST, 15A/BST)
Bag (12A/BST, 15A/BST)
Cover (18S)
SPM200 Speaker Pole
PA-A1 Eyebolt Kit (12BST/15BST)

Accessories

LOUDSPEAKERS

Bag

PRODUCT ADD-ONS
Recommended Subwoofer
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Cover
(18S)

Performance Specifications

SPECIFICATIONS
Power (Wattage)

1300W

1300W

Maximum SPL (dB)

126 dB

127 dB

Compression Driver Size
Woofer Size

1300W

126 dB

127 dB

12"

15"

1.4"
12"

15"

Coverage

90° × 60°

DSP (Crossover, Time/Phase Alignment,
Tuning Filter)

On Board Processing

Protection

System Tools

1300W

SPM200 Speaker Pole

Thermal Protection, peak and RMS limiting

User Processing

Bluetooth

クラス最高峰のパフォーマンス
新設計の1300WパワーアンプはDynamic Bass Response™とPower Factor Correction™テクノロジー
を採用し、今までのThumpシリーズ以上の低域再生を実現します。

4 Speaker Modes

6 Speaker Modes

No

Streaming, Linking and Control
with Thump Connect App

新設計内蔵ミキサー

1 × Female XLR and ¼" Balance TRS Combo Jack

Inputs

PA-A1 Eyebolt Kit
Construction

Outputs

Mounting
Configurations

Male XLR Balanced (Thru)

Male XLR Balanced (Mix Out)

Stack, Stand/Pole Mount, Floor Monitor

Flyable, Stack, Stand/Pole Mount, Floor Monitor

Box Construction

Weight

(12BST, 15BST)

Black Polypropylene Cabinet With Black Steel Grille

Power Supply
40.3 lb / 18.3 kg

楽器からマイク、ラインまでダイレクトに接続可能なWide-Z™テクノロジーを採用した2チャンネルの
Vita™プリアンプを搭載。アコースティックライブなど小規模イベントの場合、楽器やマイクをダイレ
クトにThumpシリーズに接続してください。簡単にセッティングが可能です。

フレキシブルな設定が可能なDSP
最適なサウンドが瞬時に設定可能なプリセットスピーカーモードを搭載。さまざまな用途で使用可
能です。Thump Boostedシリーズは視認性・操作性に優れたフルカラーディスプレイを搭載し、直
感的でかつ高品位なチャンネルプロセッシングが可能です。

ワイヤレスストリーミング、ワイヤレスコントロール＆リンク

100–240VAC
34 lb / 15.4 kg

特徴

34 lb / 15.4 kg

40.3 lb / 18.3 kg

Thump BoostedシリーズはあらゆるBluetooth®対応機器からダイレクトにワイヤレス音楽再生が可
能です。またThump Connect™アプリを使いすべての機能をワイヤレスコントロールすることができ
ます。さらにThump Boostedシリーズをリンクすることができステレオ音源再生や内蔵DSPを瞬時に
セットアップすることができます。

www.mackie.com

www.mackie-jp.com

www.mackie.com
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THUMP12A/THUMP15A

THUMP12BST/THUMP15BST

実績のあるTHUMPシリーズ
• 12インチ(Thump12A)/ 15インチ(Thump15A) 高出力ウーファー
1.4インチチタニウムドームコンプレッションドライバー
• 1300W 高効率D級パワーアンプ
- LF -1000W
- HF - 300W
• 次世代保護回路と加熱制御システムによりスピーカー損傷を

PROVEN THUMP PERFORMANCE
• 12" (Thump12BST) 15" (Thump15BST) high-output woofer /
1.4" titanium dome compression driver
• 1300W of ultra-efficient Class-D power
- LF -1000W
- HF - 300W
• All-new amplifier design with Dynamic Bass Response™
technology allows for incredibly fast transient response
delivering more chest-thumping low-end than ever
• Next-generation system protection and thermal limiting
keep your system safe
POWERFUL ON-BOARD DIGITAL MIXER
• 3-channel digital mixer
- High-resolution full-color screen displays levels, metering,
channel EQ and more
- 2 Digitally-controlled Vita+™ preamps with Wide-Z™
technology handle mic, line, and instrument signals with ease
- Stereo Bluetooth® input
- LR thru for simple wired connection to additional speakers
• Powerful DSP ensures you always get the best sound and
performance from your Thump system
- Six application-specific speaker modes that voice the
speaker, allowing Thump to sound and perform at its best
for your application
- Tweak each input with a 3-band channel EQ plus
variable high-pass filters on Ch. 1/2
WIRELESS CONTROL, STREAMING, AND LINKING
• Thump Connect™ control app for iOS and Android
- Get total control over your system, including levels and DSP
- 3 recallable memory presets
- Full control of all input and master volume controls when
speakers are linked
• Stream music directly to the system from your
Bluetooth-equipped device
• Wirelessly link Thump Boosted speakers together for music
streaming applications plus complete control over the entire
Thump system
- Cutting-edge Bluetooth technology allows up to 100 meters
of range between linked speakers
- Stereo or dual zone linking modes
- Creates an incredibly clean setup in minutes
- Control it all from your phone or tablet with the
Thump Connect™ app
RUGGED AND VERSATILE
• Completely redesigned professional enclosure
designed for heavy use
• Dual symmetrical monitor angles
• Loading in and out is easy with a new 4 handle design
• Equipped with fly points for permanent install
• Flexible mounting options including tripod and pole-mounting
• Universal power supply (100–240VAC) with Power Factor
Correction technology ensures consistent performance even with
unstable AC power
• 36 lb / 16.3 kg (Thump12BST) – 40.5 lb / 18.4 kg (Thump15BST)

事前に回避

クラス最高峰の低域再生を実現
• 新たに設計されたDynamic Bass Response™テクノロジーを採用
したパワーアンプを搭載し、今までに無いほどのパワー感とス
ピード感のある低域再生を実現

さまざまな現場に対応
• 楽器、マイク、ラインとあらゆる入力に対応可能なWide-Z™ テク
ノロジーを採用した2チャンネルのVita™プリアンプを搭載

• XLRスルーアウトを装備し、他のThumpシリーズの増設がケーブ
ル1本で可能
• 三脚スピーカースタンドやサブウーファーの上にポールマウント
が可能（ポール径35φ）
• フロアモニター使用時にはシンメトリー設置が可能
誰でも簡単に最適な設定が可能
• 用途に応じた4種類のスピーカーモードをワンタッチで切替可
• 緻密な2Wayクロスオーバー
• 高域/低域ユニット間の時間整合、位相補正
• さまざまな電源に対応可能なユニバーサル電源 (100–
240VAC) を採用し不安定な電源でも安定した動作を保証
軽量、ポータブル
• 過酷なツアーにも耐えられるプロフェッショナルエンクロー
ジャーを採用

• 持ち運びに便利な取手を4箇所に装備
• 16.1 kg (Thump12A) – 18.1 kg (Thump15A)

THUMP18S
1200W フロアを揺るがすほどの重低音

• 低域性能を最大限に引き出すプロフェッショナルバンドパス設計
• 18インチカスタム設計高出力ウーファー
• クールランニングD 級パワーアンプ

最適化された高出力パフォーマンス
• 高精度クロスオーバー(140 Hz)
• 強固な保護システム
さまざまな現場に対応
• モノラルとステレオどちらにも対応するデュアルXLR入力
• フルレンジスピーカーとの接続に最適化されたステレオハイパスアウトプット
• サブウーファーを追加で接続可能なステレオフルレンジアウトプット
• 調整可能な可変レベルと位相反転スイッチ
• フルレンジスピーカーをマウントするためのポールカップを装備
強靭な木製エンクロージャー
• 耐久性の高い塗装
• “戦車級に頑丈な” 木製エンクロージャー
• 37.2 kg

THUMP12A/THUMP15A

THUMP12BST/THUMP15BST

PROVEN THUMP PERFORMANCE

実績のあるTHUMPシリーズ
• 12インチ(Thump12BST) 15インチ (Thump15BST)高出力ウーファー
1.4インチチタニウムドームコンプレッションドライバー
• 1300W高効率D 級パワーアンプ
- LF -1000W
- HF - 300W
• 新たに設計されたDynamic Bass Response™テクノロジーを採用したパワー

• 12" (Thump12A)/ 15" (Thump15A) high-output
woofer / 1.4" titanium dome compression driver
• 1300W of ultra-efficient Class-D power
- LF -1000W
- HF - 300W
• Next-generation system protection and thermal limiting
keep your system safe

アンプを搭載し、今までに無いほどのパワー感とスピード感のある低域再
生を実現
• 次世代保護回路と加熱制御システムによりスピーカー損傷を事前に回
避

CLASS-LEADING, CHEST-THUMPING LOW END

• All-new amplifier design with Dynamic Bass Response
technology allows for incredibly fast transient response
delivering more chest-thumping low-end than ever

ULTIMATE FLEXIBILITY

• Built-in 2-channel mixer features Vita™ preamps with
Wide-Z™ technology to handle mic, line and instrument
signals with ease
• XLR thru output allows for simple wired connection to
other Thump loudspeakers
• Flexible mounting options including tripod and pole-mounting
• Dual-angle design perfect for use as a stage monitor

TOTAL SYSTEM OPTIMIZATION

パワフルなデジタルミキサー搭載
• 3チャンネルデジタルミキサー
- 音量、レベルメーター、チャンネルEQなどを表示する高解像度フルカ
ラースクリーンを採用

- 楽器、マイク、ラインとあらゆる入力に対応可能なWide-Z™ テクノロ
ジーを採用しデジタルコントロールが可能な2チャンネルのVita™プリア
ンプを搭載

- ステレオ Bluetooth® 入力
- LR スルーアウトを装備し、他のThumpシリーズの増設がケーブル1本
で可能

• 最高のサウンドとパフォーマンスを実現するパワフルなDSP
- 用途に応じた6種類のスピーカーモードプリセットを装備し最適なサウ

• Four Application-specific speaker modes for instant
system optimization
• Precision digital crossover
• Transducer time alignment
• Universal power supply (100–240VAC) with Power Factor
Correction technology ensures consistent performance even
with unstable AC power

ンドを瞬時に設定が可能

- すべての入力に3バンドEQ、さらにチャンネル1と2には可変可能ハイパ
スフィルターを装備

ワイヤレスコントロール、ストリーミング＆リンク
• iOS、Android用Thump Connect™ コントロールアプリ
- 音量、DSP含めすべての機能をコントロール
- 3つのリコール可能なユーザーメモリープリセット
- リンクされたスピーカーのすべての入出力ボリュームコントロールが可

LIGHTWEIGHT AND PORTABLE

• Completely redesigned professional enclosure designed
for heavy use
• Loading in and out is easy with a new 4-handle design
• 35.5 lb / 16.1 kg (Thump12A) – 40 lb / 18.1 kg (Thump15A)

能

• Bluetoothデバイスからダイレクトにワイヤレスで音楽ストリーミングが可能
• Thump Boostedスピーカーを音楽ストリーミングアプリケーション用にワイヤ
レスでリンクができ、さらにそれらのThumpシステム全体を一括でコント
ロールが可能
- 最先端のBluetooth技術により最大100mはなれた場所からでもリンク
が可能
- ステレオ、もしくはデュアルゾーンリンクモード
- わずか数分で誰でも簡単にセットアップが可能
- スマートフォンやタブレットからすべてをコントロール可能なThump
Connect™アプリ

THUMP18S
1200W OF ROOM-SHAKING LOW END

• Professional band-pass design for maximum output
and deep, room-filling lows
• 18" custom high-output woofer
• Cool-running Class-D amplification

OPTIMIZED FOR HIGH-OUTPUT PERFORMANCE
• Precision crossover (140 Hz)
• Robust internal system protection

APPLICATION FLEXIBLE
•
•
•
•
•

Dual XLR inputs for mono or stereo applications
Stereo high-pass outputs optimize sound when connecting top boxes
Stereo full-range outputs perfect for adding more subwoofers
User-adjustable level and polarity controls
Easily mount your full-range loudspeaker via pole cup

SOLID ALL-WOOD DESIGN

• Robust all-wood enclosure with high-durability finish
• “Built-Like-A-Tank” Mackie construction
• 82 lb / 37.2 kg

頑丈で多くの用途で使用可能なデザイン
• 過酷なツアーにも耐えられる新たに設計されたプロフェッショナルエンク

ロージャーを採用
フロアモニター使用時にはシンメトリー設置が可能
持ち運びに便利な取手を4箇所に装備
固定設備に対応可能なM10フライングポイントを装備
三脚スピーカースタンドやサブウーファーの上にポールマウントが可能
（ポール径35φ）
• さまざまな電源に対応可能なユニバーサル電源 (100–240VAC) を採用
し不安定な電源でも安定した動作を保証

•
•
•
•

• 16.3 kg (Thump12BST) – 18.4 kg (Thump15BST)

パワードラウドスピーカー

POWERED LOUDSPEAKERS

用途に合わせ選定

アクセサリー

ポジション

エントリーレベルPAシステム

対応人数

350人程度

対応会場サイズ

リハーサルスタジオ、カフェライブ、小規模イベントスペース、小規模ライブハウス、結婚式場/
セレモニー会場

主な用途

結婚式、ライブイベント、仮設DJイベント、弾き語り、インストアライブ、PA、カラオケ

パワードラウドスピーカー
シリーズ名、モデル名

Thump12A

Thump15A

車輪付Bag

(12A/BST, 15A/BST)

Thump12BST

Thump15BST

IN
COM
(12A/BST, 15A/BST)

Thump18S 1200Wサブウーファー

COM

ProFX シリーズ, DL シリーズ

推奨Mackieミキサー

車輪付Bag(12A/BST,15A/BST)
Bag(12A/BST,15A/BST)
カバー(18S)
SPM200 スピーカーポール
PA-A1 アイボルトキット (12BST/15BST)

アクセサリー

LOUDSPEAKERS

Bag

追加オプション
推奨サブウーファー
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カバー
(18S)

仕様
出力 (ワット)

性能・仕様

最大音圧レベル (dB)

1300W

1300W

126 dB

127 dB

12インチ

15インチ

126 dB

127 dB

12インチ

15インチ

90° × 60°

指向性

システムツール

1300W

1.4インチ

コンプレッションドライバー
ウーファーユニット

1300W

内蔵プロセッシング

DSP (クロスオーバー、時間軸/位相アライメン
ト、チューニングフィルター)

保護回路

サーマルプロテクト、ピークおよび RMS リミッター

スピーカープロセッシング

Bluetooth

SPM200 スピーカーポール

CLASS-LEADING PERFORMANCE

4 つのスピーカーモード

6 つのスピーカーモード

無

ストリーミング、 Thump Connect アプリによるリンク＆コントロール

All-new 1300W amplifiers deliver more chest-pounding low-end and reliability than ever
with Dynamic Bass Response™ and Power Factor Correction™ technology.

BUILT-IN MIXER

1 /4インチバランスTRS＆XLR3ピンメスコンボジャック×2

入力コネクター

構造

PA-A1 アイボルトキット
出力コネクター

XLR3ピンオスバランス出力 (スルー)

XLR3ピンオスバランス出力 (Mix Out)

マウント方法

スタック、3脚スタンド/ポールマウント、フロアモニター

フライング、スタック、3脚スタンド/ポールマウント、フロアモニター

エンクロージャー構造

重量

(12BST, 15BST)

ブラックスチール製フロントグリル付ブラックポリプロピレンキャビネット

15.4 kg

18.3 kg

15.4 kg

Smaller applications can plug directly into a Thump system for quick and easy setup.
Two Vita™ mic pres with Wide-Z™ technology ensure high-quality sound from any source.

FLEXIBLE DSP

Easily adapt Thump loudspeakers to your needs with application speaker modes.
Thump Boosted models feature advanced channel processing and full-color display.

WIRELESS STREAMING, CONTROL, AND LINKING

100–240VAC

電源

FEATURES

18.3 kg

Stream music directly from any Bluetooth® capable device plus get complete wireless
control via the Thump Connect™ app. Wirelessly link Thump Boosted speakers together
for easy streaming and control.

Thump12A：12インチ2wayパワードラウドスピーカー :市場予想価格￥34,300-（税別/本）
Thump15A：15インチ2wayパワードラウドスピーカー :市場予想価格￥40,000-（税別/本）
Thump12BST：12インチ2wayパワードラウドスピーカー with Bluetooth :市場予想価格￥45,800-（税別/本）
Thump15BST：15インチ2wayパワードラウドスピーカー with Bluetooth :市場予想価格￥57,300-（税別/本）
※いずれも予定価格です。発売開始時期為替レートにより価格変更の場合がございます。

www.mackie.com

www.mackie-jp.com
音響特機株式会社 MACKIEブランドグループ
〒103-0001東京都中央区日本橋小伝馬町10-1 TEL03-3639-7800 FAX03-3639-7801 e-mail sales_mackie@otk.co.jp
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Delivering proven, chest-thumping
low-end, the 1300W Thump™ and Thump
Boosted™ loudspeakers are equipped
with built-in mixers and
application-specific speaker modes for
more flexibility than ever. Thump Boosted
also features channel EQ, wireless
streaming and more, all controlled with
the Thump Connect™ app. Pair with the
companion Thump18S Subwoofer for
maximum low-end performance.

