PR-176・PR-136用

中継端子Joint terminal
取扱説明書

MODEL

Instructions

SH-10

このたびは、中継端子をお買い上げいただき、誠にありがとうございました｡

Thank you for choosing our product from among various joint terminal.
[

3線式配線でアッテネーター（別売）を使用する際などには、工事の省力化を計るため中継端子SH-10をご
使用ください。

Use of the SH-10 joint terminal is recommended to save labor in installing a 3-wire cable speaker
with an attenuator (option).

安全上のご注意〈必ずお守りください〉

Cautions for Safety [Be sure to follow]

●ご使用の前に必ず､この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上､正
しくお使いください｡
●お読みになったあとは､必ず保存してください｡

• Be sure to read carefully "Instruction Manual" and this "Directions for safety" before using
equipment to use equipment correctly.
• Be sure to keep this manual readily available for future reference.

安全に正しくお使いいただくために Directions for safety (Be sure to follow.)

＿

この取扱説明書および製品への表示では､製品を安全に正しくお使いいただき､あなたや他の人への危害や財産への損
害を未然に防止するために､いろいろな絵表示をしています｡その表示と意味は次のようになっています｡内容をよく理解
してから本文をお読みください｡
In this Instruction Manual or indication on the product, we specifies various drawings for correct and safe use which
should be followed to prevent personal injury or property's damage. The drawings and those meanings are as follows.
Read the body carefully for your understanding .
＼ 記号は禁止の行為であることを告
◯
げるものです｡

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるも
のです｡

＼ means Prohibition.
The mark ○

The mark ● means Compulsion or Instruction.

この表示を無視して､誤った取扱いをす Abuse or misuse of the product disregarding
instructions given under this symbol could result in
ると､人が死亡または重傷を負う可能
death or serious physical injury.
性が想定される内容を示しています｡
工事は工事店に 依頼する
工事には､技術と経験が必要です｡､火災･感電､けが､器
物損壊の原因となります｡工事店にご相談ください｡

Wire the equipment correctly.
To prevent fire by short-circuit or miswiring.

配線は正し くおこなう
ショートや､誤配線により火災の原因となります｡

Power off the amplifier when wiring.
To prevent electric shock.

配線は ､アンプの電源を 切っておこなう
感電の原因となることがあります｡

適用スピーカー線

Leave the installation to a specialty store.
To prevent fire, electric shock, personal injury, or
breaking the equipment down.

Speaker Lines

●600Vビニル絶縁電線[IV電線]φ１、φ1.2、φ1.4 （単線専用）
●600V二種ビニル絶縁電線[HIV電線]φ1.2、φ1.4 （単線専用）
[
●600Vビニル耐熱電線[HP電線]φ１、φ1.2、φ1.4 （単線専用）
ご注意： ○上記の電線以外は使用しないでください。使用した場合は発熱したり、接触不良の原因になります。
○より線をハンダ仕上げして使用しますと、発熱の原因になります。絶対に使用しないでください。
●600V vinyl-insulated wire (IV wires) 1, 1.2, 1.4 mm in diam. (Single wire only).
●600V second-class insulated wire (HIV wires) 1.2 and 1.4 mm in diam. (Single wire only).
●600V vinyl-insulated heat-resistant wire (HP wires) 1, 1.2, 1.4 mm in diam. (Single wire only).
Notes: ○Do not use wires other than those specified above. Otherwise, heating and poor connections may result.
○Never use soldered stranded cable which may cause overheating.
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取付方法

Installation

SH-10
中継端子
Joint terminal

接続コード（共通） Wire (common)
接続端子COM（共通）に接続
Connect to the
input terminal(common)

中継端子を差し込む
Insert the joint terminal
PR-176/PR-136
PR-176/PR-136
接続端子 Input terminal

配線方法
2線式配線例

Wiring
Example for connection (2-wire speaker cable)
共通 Common(C)

C

通常 Normal(N)

N

N N N

C R N
C R N

C C C

PR-176/PR-136
接続端子
Input terminal

SH-10
中継端子
Joint terminal

N

AT-062A
アッテネーター(別売)
SP Attenuator (option)
R

3線式配線例

Example for connection (3-wire speaker cable)
共通 Common(C)

C

緊急 Emergency(R)

R

通常 Normal(N)

N

N N N

C R N
C R N

C C C

PR-176/PR-136
接続端子
Input terminal

SH-10
中継端子
Joint terminal

N

AT-062A
アッテネーター(別売)
SP Attenuator (option)
R

製造元

3-6 Shodai-Tajika, Hirakata,
Osaka 573-1132, Japan
Phone: 072/836/0030 Fax: 072/836/0029

発売元

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6 TEL.(072)855-3334(代)
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