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操作/安全の手引き
重要: 製品をお使いの前に、この書類をお
読みください。 より多くの情報は、このブ
ックレットの裏ページをご参照ください。

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。

注意
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。

注意
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 じて

います。 手を触れると感電の恐れがありま
す。

注意
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。

注意

取扱説明書を通してご覧ください。1.    
取扱説明書を大切に保管してくださ2.    

い。
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6.    

使ってください。
本機は、取扱説明書の指示に従い、適7.    

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。

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 (三9.    
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。

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。

すべての装置の接地（アース）が確保さ11.  
れていることを確認して下さい。

電源タップや12.  
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。

付属品は本機製造元が指定したもの13.  
のみをお使いください。

ート、スタンド、三脚、ブラケット、テー14.  
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15.  
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。

故障の際は当社指16.  
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。

JP 安全にお使いいただくために
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ステップ 1: 接続例

BUGERA BVP5500 接続例

バック

FSB102BVP デュアル
フットスイッチ

フロント

フロント

FSB102BVP デュアル
フットスイッチ

Virtualizer Pro DSP2024P

リターン

センド

バック

Racktuner BTR2000
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バックフロント

Xenyx 1202FX

リターン

Echo Machine
EM600

TU300 Tuner

Bass Chorus
BCH100

Bass Limiter
Enhancer BLE 100

Ultra Wah
UW300

FSB102BVP デュアル
フットスイッチ

センド

ベース
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ステップ 2:  
コントロール

BUGERA BVP5500 コントロール

INPUT JACK—この端子に楽器を接
続します。

L

L

J

GAIN

GAIN

GAIN

(CLIP) LED—アンプ回路からの信号レ 
ベルをモニターします。

MASTER VOLUME と VALVE 
GAIN—MASTER VOLUME でアンプの
ボリュームをコントロールします。VALVE 
GAIN を完全に時計回りの方向へ回すと、
ダイナミック•レスポンスを最大にします。 ; 
反時計回り方向に回すと、バルブのコンプレ
ッションとハーモニクスが得られます。
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GAIN CONTROL—このノブを使って、プリアン
プの入力レベルを調節します。

PRIMARY TONE CONTROLS— 
複数の周波数レンジをブースト、カットす
ることで、トーンを形作ります。

9-BAND GRAPHIC EQ—Graphic EQ スラ
イダーを使って、特定の周波数バンドをブースト、
カットします。

EFFECTS LOOP/INSERT CHANNEL—
外部のエフェクト•プロセッサーを信号経路に接
続したり、プリアンプのトーンをパワー•アンプに
送ります。

TUNER OUTPUT/FOOTSWITCH—INPUT 
JACK からのダイレクトな信号が分配されます。外部
のチューナーや FSB102BVP フットスイッチを接続
します。

SPEAKER CABLE JACKS—BVP5500
を、1/4インチまたはロック式プラグ付きのプロ
フェッショナル用スピーカー•ケーブルを使って、
スピーカー•キャビネットに接続します。合計の最
小ロードは4オームです。

LINE OUTPUT—BALANCED OUTPUT 
端子は、 BVP5500 の信号をミキサーやレコ
ーダーに送ります。LEVEL ノブは信号のボリ
ュームを調節します。PRE/POST ボタンを使
って、直接フロントパネルの楽器入力からの信
号か、プリアンプとエフェクト•ループでプロセ
スされた信号かを選択します。
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ステップ 3: はじめに

BUGERA BVP5500 はじめに 1-11

下図の通りにコントロールをセッ
トします：GAIN CONTROL と 
MASTER VOLUME を完全に
絞り、VALVE GAIN を最大に、

他のすべてをセンターにします。

INPUT JACK に1/4インチの 
TS プラグ付きの楽器用ケーブル
を使って、ベース•ギターを接続し
ます。

演奏しながら GAIN 
CONTROL を (CLIP) LED が
常時ではなく時折点灯するまで、
時計方向に回します。

MASTER OUTPUT 
VOLUME CONTROL を回し、
必要なレベルまでボリュームを上
げます。

L

L

J

GAIN

GAIN

GAIN

PRIMARY TONE 
CONTROLS を調節し、音色を
変えます。

VALVE GAIN CONTROL を
調節し、音色を変えます。 

GRAPHIC EQ スライダーを上
下に動かし、トーンの最終的な調
整を行います。LEVEL スライダー
を調節し、メインの GRAPHIC 

EQ スライダーによるゲインの変化を補正
します。 
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技術仕様
オーディオ入力

入力 ¼" モノ•ジャック アンバランス (0dB / -15 dB)

入力インピーダンス 1 MΩ, アンバランス (パッド 82 kΩ, アンバランス)

エフェクト LOOP リターン ¼" モノ•ジャック, アンバランス

入力インピーダンス 100 kΩ, アンバランス

パワーアンプ入力 ¼" モノ•ジャック, アンバランス

入力インピーダンス 100 kΩ, アンバランス

オーディオ出力

チューナー出力 ¼" モノ•ジャック, アンバランス

出力インピーダンス 2.2 kΩ, アンバランス

エフェクト LOOP センド ¼" モノ•ジャック, アンバランス

出力インピーダンス 2.2 kΩ, アンバランス

LINE 出力 XLR コネクター, バランス

出力インピーダンス 300 kΩ, アンバランス

PREAMP 出力 ¼" モノ•ジャック, アンバランス

出力インピーダンス 2.2 kΩ, アンバランス

出力レベル 最大 +4 dBu

ラウドスピーカー•コネクター 2 x ¼" TS ジャック, 1 x 回転ロック式プロフェッショナル•スピーカー•
コネクター

ロード•インピーダンス 最小 4 Ω

システム•データ

出力パワー

ピーク•パワー 550 ワット / 4 Ω
300 ワット / 8 Ω

トーン•コントロール

ベース ±12dB @ 50 Hz

ミッド ±15dB @ 220Hz, 450Hz, 800Hz, 1.6 kHz, 3kHz

トレブル +14dB/-19dB @ 5kHz

グラフィック EQ

33 Hz ±15dB

80 Hz ±8dB

150 Hz ±8dB

300 Hz ±8dB

600 Hz ±8dB

900 Hz ±8dB

2 kHz ±8dB

5 kHz ±9dB
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8 kHz ±10dB

Level ±10dB

BRIGHT スイッチ +6dB @ 2kHz

ULTRA HIGH スイッチ +6dB @ 5kHz

ULTRA LOW スイッチ +2.5dB @ 50Hz
-12dB @ 560Hz
+1.5dB @ 5kHz

パワーサプライ

消費電力 最大 650 W

主電源電圧

100 -120 V ~ (50/60 Hz) T 8 A H 250 V

220 -230 V ~ (50/60 Hz) T 4 A H 250 V

電源コネクター 標準 IEC コネクター 

外形寸法/重量

外形寸法 (H x W x D) 19.1 in / 48.5 cm x 12.4 in / 31.5 cm x 3.7 in / 9.5 cm

重量 27.3 lb / 12.4 kg

技術仕様
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重要な注意事項
次の事項の確認を怠ると、アンプ
リファイヤーやラウドスピーカー
の損傷の結果となる場合があり

ます。この用な場合による損傷は、保証の対
象外となります。
ラウドスピーカーが正しいインピーダンス• 
であること。適切な出力ソケットが使われて
いることを確認してください。
アンプ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
ン用のケーブルは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。ボール紙
の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。
機器が損傷していた場合は、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、つ• 
ね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。
十分な通風を確保してください。オーバー• 
ヒートを避けるため、温熱機のそばで使用
しないでください。
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。
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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。 BUGERA 製品の故障につ2.    
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。

その他の重要な情報
その他の重要な情報
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この製品について
もっと情報が必要
ですか？
上級者のために、
弊社ではより詳し
い PDF 形式の 
Owner’s Manuals 

を www.behringer.com で提供していま
す。 英語、フランス語、スペイン語、多くの製
品ではドイツ語でもダウンロード可能です。
本取扱説明書は英語、ドイツ語、フランス語、
スペイン語、イタリア語、ロシア語、ポーラン
ド語、オランダ語、フィンランド語、スウェー
デン語、デンマーク語、ポルトガル語、ギリシ
ャ語、日本語、中国語でご用意しています。

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。 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、 BEHRINGER 
InternationalGmbH 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。
複製権所有 / ALL RIGHTS RESERVED.  
Ⓒ 2009 BEHRINGER International GmbH,  
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-3847877 Willich, 
Germany. Tel. +49 2154 9206 0,  
Fax +49 2154 9206 4903


