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安全に関する注意事項
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安全に関する注意事項
1. 安全に関する注意事項と ADN 取扱説明書をお読みください。

2. 安全に関する注意事項と ADN 取扱説明書を遵守してください。 製品を他  
のユーザーに渡す場合は、必ずこの安全に関する注意事項と ADN 取扱説 
明書も一緒に渡します。

3. すべての警告を遵守してください。

4. 全ての指示を遵守してください。

5. 製品は水の近くでは使用しないでください。

6. 製品を清掃する際には、製品を電源から切り離します。 清掃には乾いた布 
を使用します。

7. 通気口を塞がないでください。 製品はこの ADN 取扱説明書の指示に従っ  
て設置してください。

8. 製品は、暖房装置やオーブンなど熱を発する器具の近くに置かないでくだ
さい（増幅器を含みます）。

9. 電源プラグを装備する製品 (セントラルユニット ADN CU1、電源 ADN PS、  
充電器 ADN-W L 10 および ADN-W CASE UNITS) は、ADN 取扱説明書の  
「技術データ」の章および電源プラグの記載に適合するタイプの電源でのみ
使用してください。 電源プラグ付き製品 ( セントラルユニット ADN CU1、  
電源 ADN PS、充電器 ADN-W L 10および ADN-W CASE UNITS)は 常に保  
護アース付きのソケットに接続してください。

10. 電源ケーブルを踏まないように、また特に電源プラグやソケットや製品
( セントラルユニット ADN CU1、電源 ADN PS、充電器 ADN-W L 10およ  
び ADN-W CASE UNITS) からの出口でケーブルが潰されないようにご注意  
ください。

11. Sennheiser が推奨する追加機器 /アクセサリだけを使用してください。

12. 製品には、製造元が推奨するカート、棚、三脚、止め具、あるいは、テー
ブル、または、製品に同梱されているカート、棚、三脚、止め具、あるい
は、テーブルだけを使用してください。 
カートを使用する場合は、カートが転倒して怪我をしないように、製品を
押す際には特にご注意ください。

13. 雷雨発生時や製品を長期間使用しない場合は、電源プラグ付き製品 ( セン 
トラルユニット ADN CU1、電源 ADN PS、充電器 ADN-W L 10 および ADN-  
W CASE UNITS) を電源から切り離してください。

14. 修理作業はすべて、資格のあるサービス担当者が行います。 
製品や電源ケーブルに何らかの破損がある場合、液体または異物が製品の
中に入った場合、製品が雨に濡れた場合、製品が正しく動作しない場合、
あるいは、製品を落とした場合は、点検および修理してください。

15. 電源プラグ付き製品 (セントラルユニット ADN CU1、電源 ADN PS、充電  
器 ADN-W L 10 および ADN-W CASE UNITS) を電源から切り離すには、電  
源ケーブルの電源プラグをソケットから引き抜きます。

16. 警告 : 製品は雨に濡れたり、湿気にさらされない場所に設置します。  そう  
でないと、発火や感電の危険があります。 

17. 製品は水しぶきや水滴が掛からない場所に設置します  製品の上には、花瓶  
などの水が入った物を置かないでください。

18. 電源ケーブルの電源プラグに破損がなく、容易に手が届くことを確認して
ください。
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装置裏面の危険警告 

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

電源プラグ付き製品 ( セントラルユニット ADN CU1、電源 ADN PS、充電器   
ADN-W L 10 および ADN-W CASE UNITS) の裏面には 左の図にあるステッ    
カーが貼付されています。 記号の意味は次のとおりです :

セントラルユニット ADN CU1、電源 ADN PS、充電器 ADN-W L 10 および    
ADN-W CASE UNITSの内部には、 感電の危険のある危険電圧がかかっていま   
す。

CAUTION / AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

セントラルユニット ADN CU1、電源 ADN PS、充電器 ADN-W L 10 および    
ADN-W CASE UNITS は決して開かないでください。電圧のかかっている部品   
に触れると、感電する危険があります。 セントラルユニット ADN CU1、電源  
ADN PS、充電器 ADN-W L 10 および ADN-W CASE UNITSの内部 には、お客    
様が修理できるコンポーネントは入っていません。 修理は、認定された Senn-  
heiser 認定サービス取扱店にご依頼ください。

取扱説明書に記載されている安全に関する注意事項および取り扱いに関する
指示をお読みの上、遵守してください。

過負荷による発火の危険があります

ソケットや延長ケーブルには負荷を掛けすぎないうようにしてください。 ソ 
ケットや延長ケーブルに負荷が掛かりすぎると、発火や感電の危険があります。

大音量によって聴覚を害する危険があります

製品はお客様が業務目的で使用します。 このため、使用の際には、所管の同業 
者組合の規定および規制を遵守してください。 Sennheiser は製造元として、発  
生する可能性のある健康上の危険についてお客様に明示する義務を負ってお
ります。

会議出席者がヘッドホンでマイクユニットの音声信号を使用する場合は、自分
で音量を調整できます。 その際には音圧を 85 dB (A) 超にすることができます。    
85 dB (A) は、作業日 1 日あたりに聴くことが法律によって許容されている最大    
音圧です。 この最大値は、労働医学の知識に従って判断基準として定められて 
います。 これよりも高い音量で使用したり、長い時間使用すると、聴覚障害に 
つながることがあります。 大音量で使用する場合は、聴覚障害を防止するため 
に使用時間を短くしてください。 過度の音量で長時間使用すると、次のような 
症状が現われます :

• 耳の中で鈴や笛のような音が聞こえる。
• 高音が聞き取れないような印象を受ける（短時間の場合も含む）。

これらの事を会議出席者に説明し、必要であれば、音量を中間値に設定するよ
う促してください。

規定に沿った使用

製品の規定に沿った使用には以下が含まれます。
• 製品はお客様が業務目的で使用します。
• 安全に関する注意事項と ADN 取扱説明書を読み、理解してください。
• 製品はADN 取扱説明書に記載された動作条件の範囲内で、ご使用ください。

製品は、ADN 取扱説明書に記載された以外の使い方や、動作条件を遵守しな 
い使い方はしないでください。 

www Manual

ADN 会議システム取扱説明書は弊社ウェブサイト www.sennheiser.com でもご  
覧いただけます。
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製造者宣言
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製造者宣言
保証

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG は本製品を 2 年間保証いたします。 

実際の保証条件については、弊社ウェブサイト www.sennheiser.com をご覧にな 
るか、または、最寄りの Sennheiser 取扱店までお問い合わせください。

次の要件に準拠しています

• 中国 RoHS 指令（特定有害物質使用制限指令）

以下により保証されています。

オーディオ機器、ビデオ機器、および同種の電子機器 – 安全要求事項 
CAN/CSA-C22.2 番号 60065 および UL 60065

商標

Sennheiser は Sennheiser electronic GmbH & Co. KG の登録商標です。
ADN 取扱説明書に記載されている他の製品名および会社名は、各所有者の商 
標名または商号名であることがあります。
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Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 W  edemark, Germany 
www.sennheiser.com 

Printed in Germany, Publ. 08/16, 549131/A03
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