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安全にお使いいただくために
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注意： 感電の恐れがありますので、カバーやそ
の他の部品を取り外したり、開けたりしないでくださ
い。製品内部には手を触れないでください。故障の際
は当社指定のサービス技術者にお問い合わせくださ
い。
警告： 火事および感電の危険を防ぐため、本装
置を水分や湿気のあるとろには設置しないで下さい。
装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶
など水分を含んだものは、装置の上には置かないよう
にしてください。
このマークが表示されている箇所に
は、内部に高圧電流が通じています。
手を触れると感電の恐れがあります。
取り扱いとお手入れの方法について
の重要な説明が付属の取扱説明書に
記載されています。ご使用の前に良く
お読みください。
1 取扱説明書を通してご覧ください。
2 取扱説明書を大切に保管してください。
3 警告に従ってください。
4 指示に従ってください。
5 本機を水の近くで使用しないでください。
6 お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってくださ
い。
7 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を
妨げない場所に設置してください。取扱説明書に
従って設置してください。
8 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調
理台やアンプといった熱源から離して設置してく
ださい。
9 ニ極式プラグおよびアースタイプ ( 三芯 ) プラグ
の安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プ
ラグにはピンが二本ついており、そのうち一本は
もう一方よりも幅が広くなっています。アースタ
イプの三芯プラグにはニ本のピンに加えてアース
用のピンが一本ついています。これらの幅の広い
ピン、およびアースピンは、安全のためのもので
す。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの
形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセ
ントの交換をして下さい。
10 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないよう
ご注意ください。電源コードやプラグ、コンセン
ト及び製品との接続には十分にご注意ください。
11 すべての装置の接地（アース）が確保されている
ことを確認して下さい。
12 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用
されている場合には、これが直ぐに手に届く場所
に設置して下さい。
13 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使い
ください。
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ート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルな
どは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機
の付属品となるもののみをお使いください。カー
トを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪
我に十分ご注意ください。

雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場
合は、電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。
16 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合
わせください。電源コードもしくはプラグの損
傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下
した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場
合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面
に落下させてしまった場合など、いかなる形であ
れ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点
検を受けてください。
17 注意 - これらの指示は、資格のあるサービス技術
者に向けたものです。感電の危険を防ぐため、有
資格者以外は、装置の操作方法に記載された内容
以外の整備は、行わないようにしてください。修
理は、資格のあるサービス技術者のみが行うよう
にして下さい。
注意 ! 機器には蓄電池が装備されています。蓄電池は
火の中に入れないでください。爆破する危険がありま
す。バッテリを正しく交換しないと爆発する危険が
あります。同じ種類のバッテリのみを使用してくだ
さい。
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EUROPORT EPA40
1. 概要

をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。EPA40 は、ビジネス会議、ツ
アーガイド、学校行事、その他さまざまな用途にお使いいただけるポータブル PA システムです。
非常にコンパクトで軽量ながら、5 インチフルレンジスピーカーが素晴らしいのサウンドを提供し
ます。付属の ULTRAVOICE XM1800S マイクは堅牢な設計ですので、ライブなどの厳しい使用条
件でも優れた威力を発揮します。
 この説明書では装置の機能を理解するために必要となる専門用語が解説されています。必要に
応じて再読できるよう、説明書は一度読み終わった後も大切に保管して下さい。
EPA40

1.1

ご使用の前に

1.1.1 出荷
製品は、安全な輸送のために工場出荷時に十分な注意を払って梱包しておりますが、万が一包装ダ
ンボールが破損している場合は、機器の外面に破損がないことをご確認ください。
 装置が万一損傷している場合には、保証請求権が無効となる恐れがありますので、製品を当社
へ直接返送せず、必ず販売代理店および運送会社へご連絡下さい。
 装置の保管あるいは出荷時は、装置の破損を防ぐために、必ずオリジナルの梱包を使用してく
ださい。
 装置や梱包箱を子供の手の届かない場所に置いて下さい。
 環境を損なわないように梱包材を廃棄してください。
 蓄電池は家庭用のゴミと一緒に廃棄しないでください。不要になった蓄電池は地域のゴミの集
積場所に出すか、代理店までお持ちください。地域のゴミの集積場所に出したり、代理店まで
戻す場合は、蓄電池を放電します。完全に放電していない蓄電池は、短絡しないように保護し
ます。電極や電気接触面にセロテープを張って絶縁します。
1.1.2 スタートアップ
 注意機器の電源を入れる前に、蓄電池を少なくともを 4 時間充電してください。機器は付属の
回路部品と接続します。充電状態は 充電が完了すると LED は点滅しなくなります。
十分な換気を確保し、過熱を防ぐために、機器は暖房の下やそばに設置しないでください。
EPA40 に電源を供給する際には、本機に付属されている電源ユニットを必ずご使用くださ い。
バッテリは太陽や火など高熱にさらされる場所には置かないでください。温度が低いとバッテリ
の保存性能が悪くなります。
 注意機器は非常に大きな音量を出します。音圧が高いと、聴力に悪い影響を与えたり、機器の
破損につながることがあります。常に適度な音量でお使いください。
 電波の強い放送局や高周波音源の範囲内では、音質が減退する可能性があります。その場合は、
送信機と機器の距離を離し、すべての接続にシールドケーブルを使用してください。

2. コントロールパネルと接続端子類

スピーカー。
キャリーハンドル。
ショルダーベルト通し穴。
1.

概要
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EUROPORT EPA40

（MIC レベル）調節ダイヤルで音量を調整します。
POWER（電源）スイッチで機器の電源を入れます。電源が入ると POWER（電源）スイッ
チの LED が点灯します。
 本装置の POWER スイッチをオフにしても主電源が完全に切れたわけではありませんので、本
体を長期間使用しない場合は電源ケーブルをコンセントから抜いて下さい。
蓄電池の充電中は CHARGE（充電）LED が黄色に点滅します。蓄電池が完全に充電される
と CHARGE（充電）LED は消灯します。
LOW BAT（低バッテリ）LED は、取り付けた蓄電池の充電が必要なことを示します。
付属の BEHRINGER XM1800S マイクを MIC IN 入力に接続します。
 マイクはスピーカーの前に置かないでください。フィードバック（甲高い不快音）が起ること
があります。機器を使用する際には、マイクは常にスピーカーの後ろにしてフィードバックを
防止します。
外部サウンドソース（CD プレイーヤー、MP3 プレイヤーなど）は LINE IN 入力に接続します。
MIC LEVEL

図 2.1:EPA40 の側面図
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回路接続には 2 極タイプ接続端子 DC IN を使います。回路アダプターが付属しています。機
器は付属の回路部品にのみ接続します。
コントロールパネルと接続端子類
2.

EUROPORT EPA40

蓄電池とショルダーベルトの収納部蓄電池を使用する場合は収納部を開けます。収納部の下
半分にバッテリを入れます。バッテリロックを解除してバッテリ収納部を開けます。
バッテリは次のように取り付けます : バッテリの極面を機器の極面と合わせます。プラス側
（赤）が EPA 操作フィールドの横（機器の背面から見て左側）になるように取り付けます。
バッテリを挿入してロックを閉めます。蓄電池収納部を閉めます。
 蓄電池はプラスとマイナスの極性に注意して取り付けます。
機器のシリアル番号は機器の底部にあります。
3. テクニカル・データ
INPUTS

MIC IN
LINE IN

出力
スピーカー
マイク
タイプ
指向特性
ケーブル長
システムデータ
電源
蓄電池タイプ
充電時間
蓄電池駆動時間
外部充電機器タイプ
電圧
回路接続
外形寸法 / 質量
外形寸法 ( 高さ x 幅 x 奥行 )
質量 ( 回路部品含まず )

6.3 mm
3.5 mm

ジャック , アンバランス
ジャック , アンバランス

OUTPUT

40 W
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インチ広域スピーカー

BEHRINGER XM1800S,

スーパーカーディオイド
1 m スパイラルケーブル

ダイナミック

内蔵蓄電池
12 V DC / 2600 mAh
約 4 時間
最大 8 時間

18 V DC / 3 A
100 - 240 V~, 50/60 Hz (SMPS)

標準常温機器接続

約 217 mm x 180 mm x 284 mm
約 2.6 kg

BEHRINGER 社は、 最高の品質水準を保つ努力を常に行っ ています。 必要 と 思われる改良等は、 事前の予告な し に行われますので、 技術デー
タ および製品の写真が実物 と 多少相違す る場合があ り ますが、 あ ら か じ めご了承 く だ さ い。 技術仕様および外観は予告な く 変更する場合が
あ り ます。

テクニカルデータや製品の外観は予告なしに変更される場合があり ます。 こ こに記載された情報は、 印刷時のものです。
BEHRINGER 社は、 こ こに含まれたすべて、 も し く は一部の記述、 画像および声明を基にお客様が起こ した行動によって
生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスペッ クが製品と微妙に異なる場合があり
ます。 製品の販売は、 当社の正規代理店のみが行っています。 製品のデ ィ ス ト リ ビューター （配給元） およびデ ィ ーラー
（販売業者） は、 BEHRINGER の特約代理店ではな く 、 これらは明示 ・ 暗示を問わずあ らゆる行動および表現によ っ て
BEHRINGER を拘束する権限を一切有し ません。本取扱説明書に記載された情報内容は、 BEHRINGER International GmbH か
らの書面による事前の許諾がない限り、 いかなる利用者も これを複製、 使用、 変更、 送信、 頒布、 入れ替え、 工作するこ
とは禁じ られています。
ALL RIGHTS RESERVED. © 2007 BEHRINGER International GmbH.
BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Germany.
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903
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