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重要: 製品をお使いの前に、この書類
をお読みください。操作/安全の手引き JPBUGERA
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注意高電圧です！ 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
は手を触れず、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。機器
を使用しないときは、電源ケーブルを抜いて
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ころには設置し
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。

のマークが表示されている箇所
には、エンクロージャー内部に絶
縁されていない感電の恐れのあ

る高圧電流があることを警告しています。 

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。
取扱説明書を通してお読みください。1.	
取扱説明書を大切に保管してください。2.	
警告に従ってください。3.	
指示に従ってください。4.	
本機を水の近くで使用しないでくださ5.	

い。
お手入れの際は常に乾燥した布巾を使6.	

ってください。
本機は、取扱説明書の指示に従い、適切7.	

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。

本機は、電気ヒーターや温風機器、スト8.	
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。

ニ極式プラグおよびアースタイプ (三芯) 9.	
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、電気技師に相談してコン
セントの交換をして下さい。

電源コードを踏みつけたり、挟んだりし10.		
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。

付属品は本機製造元が指定したものの11.		
みをお使いください。

カート、スタン12.		
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13.		
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。

故障の際は当社指定のサービス技術者14.		
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。

本機を主電源に接続する際には、必ず保15.		
護のためアースされたコンセントに接続して
ください。

主電源または電源タップを遮断機として16.		
使用している場合は、遮断する機器が動作す
る状態にしてください。

注意! - サービスに関する指示は指定の17.		
サービス担当者のためのものです。感電の危
険を避けるため、サービスの指定を受けない
限り、取扱説明書に記載されていること以外
のサービスは行わないでください。.

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。  RED CHIP COMPANY LTD 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。この説明書は、著作
権保護されています。 本取扱説明書に記載された情報
内容は、 RED CHIP COMPANY LTD 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。. . BUGERA 製品は世界的に BEHRINGER 
企業グループにより独占的に流通されています。 EUでは
BEHRINGER Luxembourg Sarlに流通されています。 
製権所有 / ALL RIGHTS RESERVED.  
© 2009 RED CHIP COMPANY LTD.  
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,  
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

安全にお使いいただくために 重要な注意事項
次の点を遵守することを怠ると、
アンプリファイヤーやラウドスピ
ーカーを損傷する可能性があり

ます。この場合の損傷は保証の対象外となり
ます。

使用するラウドスピーカーにインピーダン• 
スを合わせ、適切な出力端子を使用してく
ださい。
アンプリファイヤーとラウドスピーカーの接• 
続には、必ずラウドスピーカー用のケーブ
ルを使用してください。楽器用のケーブルや
マイクロフォンマイクロフォン用のケーブル
は決して使わないでください。

ご使用の前にこの製品は輸送時の安全の
ために組み立て工場で注意深く梱包されて
います。箱の状態に損傷が見られる場合は、
機器をすぐ調べて、物理的な損傷がないか
どうか確認してください。
損傷した機器を弊社に直接送らないでくだ• 
さい。すぐに機器を入手した販売店と配達
した運送業者に知らせてください。それ以
外の場合は、すべての交換/修理の要求が
無効になる場合があります。
保管と運送による損傷を防止するため、常• 
にオリジナルの梱包を使用してください。
子供から目を離し、機器またはパッケージ• 
で遊ばせないでください。
すべてのパッケージ部材は環境的に適切• 
な方法で処分してください。
機器の周辺には十分な通風を確保してくだ• 
さい。加熱を防ぐため機器をヒーターなど
の近くに置かないでください。
すべての機器が適切にグランド接続されて• 
いることを確認してください。グランド接続
用の導体を機器や電源ケーブルから外さ
ないでください。機器は常時コンセントの
安全用のグランド接続に接続されている必
要があります。 
設置上の重要な注意事項• 強力な放送
電波や高周波の発信源の影響により、音質
が損なわれる場合があります。トランスミッ
ターと機器との距離を離したり、すべての
接続にシールドされたケーブルを使ってく
ださい。



BUGERA V5 • pg 4

www.bugera-amps.com

BUGERA V5 • pg 5

www.bugera-amps.com

V5
JPBUGERA	V5	フックアップ

ステップ 1: フックアップ

XENYX 1204FX

XM8500

VD1 TU300VD400

V5
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ステップ 2: コントロ
ール  PHONES – ¼インチTRSプラグで、ヘッドフォン

を接続します。

POWER SOURCE	– 同梱されているIECケーブルをこ
のソケットにと主電源に接続します。

 SPEAKER OUTPUT	– 内蔵のスピーカーまたは
外部のスピーカー•キャビネットをこの端子
に ¼インチ•スピーカー•ケーブルを使って
接続します。楽器用のケーブルは接続しない
でください。

INPUT – ギターをこの端子に接続します。 TONE – ギターのトーンのキャラクターを調節しま
す。

GAIN – 入力ゲイン、ハーモニクス、オーバードライブ
の量を調節します。

 VOLUME – スピーカーまたはヘッドフォンの全体の
ボリュームを調節します。  REVERB – リバーブ•エフェクトの量を調節し

ます。
 POWER – アンプをオン、オフします。電源が入って
いるときブルーの LED が点灯します。

 POWER ATTENUATOR – 5ワット、1ワット、0.1ワット 
のモードを切り替えます。
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ステップ 3: はじめに VOLUME コントロールを 0 まで下げ
ます(完全に左)。 

バックパネルの POWER 
ATTENUATOR スイッチで5Wモー
ドを選択します。

POWER スイッチを入れます。ブルー
の LED が点灯します。 

 まず、VOLUME を2まで上げます。

GAIN ノブを使って、ディストーション
の量を調節します。 

TONE ノブを使って、アンプのトーン
のキャラクターを調節します。

ノブを時計回りに回して、リバーブを
加えます。 

静かに練習をするときは、リアパネル
の ¼ インチ PHONES 端子にヘッド
フォンを接続します。このとき8インチ
の内蔵スピーカーは自動的にミュート

されます。 

EN 演奏をお楽しみください!

真空管アンプは、一般的には、真空管を飽和させ
ているとき、または強い信号が入力されていると
きベストなサウンドを生み出します。このためには
アンプの出力を大きな音にする必要があります
が、これはすべての演奏時に適切でなわけではあ
りません。ちょうど良い音量で真空管のサチュレ
ーションを作りたいとき、パワーアッテネーターは
とても便利です。

POWER ATTENUATOR が5Wの設定では、音
量は大きくなりますが、サチュレーションを得るた
めには、大きな音量で演奏する必要があります。ラ
イブパフォーマンスやバンドのリハーサル、PAシ
ステム用にマイクを立てるときはこの設定が使わ
れます。

スイッチを真ん中真ん中の1Wにセットします。ボ
リュームとゲインノブを時計回りに回すと、耳を痛
めることなく、アンプは厚いリッチなディストーシ
ョンサウンドを生み出します。

この設定がまだ大きすぎる場合、POWER 
ATTENUATOR スイッチを左の 0.1W の位置に
してください。この設定はベッドルームでの練習に
最適かもしれません。

EN V5 はギター本体のボリューム出力の変更
に大きく影響されます。ボリュームが最大のと
き、サウンドは強く歪みますが、ボリュームを下
げていくとトーンがクリーンになっていきます。
多くのプレイヤーが好みのトーンの設定を見
つけ、ギターのボリュームノブだけで、様々なト
ーンの種類を使い分けています。
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EN オーディオ入力

ギター入力 1/4インチ TS 端子

インピーダンス 1 Ω

オーディオ出力

ヘッドフォン 1/4インチ TRS 端子

インピーダンス 周波数補正, 32 Ω - 600 Ω

システム•データ

出力ステージ•パワー 5 W （ピーク•パワー）

ラウドスピーカー

タイプ 8G30A4 8インチ ウーファー

インピーダンス 4 Ω

パワー 30 W

パワーサプライ

主電圧

USA / カナダ 120V~, 60 Hz

UK / オーストラリア 230V~, 50 Hz

ヨーロッパ 230V~, 50 Hz

日本 100V~, 50/60 Hz

寸法 (H x W x D) 35.6 cm x 35.6 cm x 21.9 cm (14" x 14" x 8.6")

重量 10 kg/22 lbs

技術仕様 その他の重要な情報
その他の重要な情報 ヒューズの格納部/電圧の選択 ユニッ1. 

トをパワーソケットに接続する前に、各モ
デルに対応した正しい主電源を使用して
いることを確認してください。ユニットによ
っては、230V と120V の2つの違うポジ
ションを切り替えて使う、ヒューズの格納
部を備えているものがあります。正しくな
い値のヒューズは、絶対に適切な値のヒュ
ーズに交換されている必要があります。

故障。BEHRINGER 製品の故障に2. 
ついて、弊社は可能な限り迅速に修理
をさせていただく意向です。 商品を購
入した BEHRINGER 製品取扱店に
お問い合わせください。BEHRINGER 
ディラーがお近くにない場合
は、www.bugera-amps.com のサポー
ト•エリアに列記されている弊社の子会社
かディストリビューターにお問い合わせく
ださい。

マウント時の注意: 設置は資格のあ3. 
る人物が行わなければなりません。不適
切な取り付けにより、スピーカーが重大
な安全上のリスクとなる可能性がありま
す。Red Chip Company Ltd. は、この
製品の不適切な使用、設置または操作に
よる、いかなる損傷や人体の負傷に対す
る責務を負いません。スピーカーは人通り
の多い場所の真上に設置しないようにし
てください。システムが安全に安定した状
態であることを、資格のある人物が定期
的に確認する必要があります。スピーカー
は、強い磁気によって影響を受ける機器
から、少なくとも1メートル以上離れた位
置に設置しなければなりません。
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	本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。: 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。


