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EUROCOM SN2408
Energy-Efficient 80-Watt Mixer Amplifier with Dual 70/100 V and 
4 Ω Outputs for Distributed Music, Paging and AV Applications



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。高品質
なプロ用スピーカーケーブル 
(¼" TS 標準ケーブルおよびツイ
スト ロッキング プラグケーブ
ル）を使用してください。

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
電流が生じています。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

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
操作できるよう手元に設置して
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。

14.  カートス
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。 
15.  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.  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。

技術的な仕様および外観は予
告なく変更することがあり
ます。BEHRINGER, KLARK TEKNIK, 
MIDAS, BUGERA, および 
TURBOSOUND は、MUSIC GROUP 
(MUSIC-GROUP.COM) のブラン
ドです。すべての商標はそ
れぞれの所有者の財産で
す。MUSIC GROUP 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。MUSIC GROUP 製
品の販売は、当社の正規代
理店のみが行っています。
ディストリビューターとディ
ーラーは MUSIC GROUP の代理

人ではなく、あらゆる表現、
暗示された約束、説明等に
よって MUSIC GROUP を拘束す
る権利はまったくありませ
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、MUSIC GROUP IP 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。

製権所有
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, 
P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands

適用される保証条件と 
MUSIC Group の限定保証に関する
概要については、オンライン上 
www.music-group.com/warranty にて
詳細をご確認ください。

法的放棄

限定保証

安全にお使いいただくために
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ステップ 1: フックアップ

EUROCOM SN2408 フックアップ
SN2408 システム構成

SN2408

AX6220

TEL / PAGE

ST2400 ST2400

CD Player

CL106

CL106

TN6232

CL106

Tuner
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ステップ 2: コントロール

EUROCOM SN2408 コントロール

EUROCOM SN2408

1 2 3 4 5 LO HI

HI EQ コント
ロール 高音
域 (トレブル) 
を調節します。

デュアルファン
クション・イン
ジケーター・
リング 電源
を投入すると
黄色に点灯、
クリップがす
ると赤色に点
灯します。

入力レベル
コントロール 
1–5 マイク入力
もしくはライン
レベル入力信
号のゲインを
調節します。

LO EQ コントロ
ール 低音域 
(ベース) を調
整します。

電源 スイッチ
で電源オン / 
オフします。

マスターボリ
ューム 全体の
音量レベルを
調節します。

電源ソケット 
同梱の IEC 電
源ケーブルを
接続します。

BALANCE コン
トロールは
LO-Z、HI-Z 間
のパワーアン
プの駆動レ
ベルを調節し
ます。

MUTE DEPTH 
コントロール
は、ミュート時
の BGM レベル
を調節します 
(例えば、呼出
放送など)。

AUX INPUT 4 – 5 
RCA に入力し
たラインレベ
ル信号はモノ
ラルにサムさ
れます。

AC 電圧 スイッ
チで 115 V もし
くは 240 V を
選択します。

AMPLIFIER 
OUTPUTS 4 ピ
ン Euroblock コ
ネクターは同
梱の接続コ
ネクターを使
用し、ハイ/ロ
ーインピーダ
ンス・ラウド
スピーカーを
接続します。

HI-Z MODE スイ
ッチでハイイン
ピーダンス・ア
ンプ向け 70 V 
もしくは 100 V 
どちらかを選
択します。

MIC / LINE / 
PHTM スイッチ
でマイクレベ
ル、ラインレベ
ル、ファンタム
付きマイクレベ
ルの何れかを
選択します。
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ステップ 2: コントロール

EUROCOM SN2408 コントロール

バランス型 1/4 インチ TRS コネクター

バランス型 XLR コネクター

3 ピン Euroblock コネクター

アンバランス型 1/4 インチ TS コネクター

4 ピン Euroblock コネクター

4 ポール Euroblock コネクター

strain relief clamp

sleeve

ring
tip

sleeve
ground/shield

ring
cold (-)

tip
hot (+)

1 = ground/shield
2 = hot (+)
3 = cold (-)

input

12
3

output

1 2

3

1
2

3

1. ground/shield
2. hot (+)
3. cold (-)

strain relief clamp

sleeve

tip

sleeve
ground/shield

tip
signal

1
2

3
4

1. ground/shield
2. hot (+)
3. cold (-)
4. mute

1
2

3
4

1. LO-Z common
2. LO-Z (+)
3. HI-Z common
4. HI-Z (+)

Connectors

MUTE ASSIGN ス
イッチ 1-8 は
設定可能な
ミュート機能
により、各入
力チャンネル
の信号を送
信するか受信
するかを設定
できます。

OUTPUT ASSIGN 
スイッチは
入力信号
を ZONE 2 出
力 (スイッチ 
1-6) および
外部プロセ
ッサー (スイ
ッチ 7 と 8) 
接続へのルー
ティングを設
定します。

EUROBLOCK コ
ネクター バ
ランスやアン
バランスマイ
ク、もしくは
ラインレベル
信号を接続し
ます。ピン 1-3 
は並列で配
線されていま
す。(ピン 4 は
コンタクトアク
ティブミュート
に使用します)

PRE OUT / AMP 
IN RCA 端子は
LO-Z と HI-Z ア
ンプのために
使用します。
外部信号プロ
セッサー (例
えばコンプレ
ッサー / リミ
ッター、または
プリアンプと
パワーアンプ
間のイコラ
イザー）を挿
入するため
に使用してく
ださい。

ZONE 2 ライン
レベル音声出
力と LEVEL コ
ントロールを
搭載し、第二
リスニングゾ
ーン専用の外
部機器を接
続します。

TEL / PAGE 入
力は取り外し
可能な 3 ピン 
Euroblock コネク
ターによって、
電話呼出シス
テムとの接続
を可能にしま
す。LEVEL コン
トロールは、
入力感度を調
節します。

MIC / LINE 入
力 1–3 XLR / TRS 
コンビネーシ
ョンコネクタ
ーと 4 ピン 
Euroblock コネ
クターを搭載
し、バランスも
しくはアンバラ
ンス、マイクや
ラインレベル
信号を接続し
ます。
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ステップ 3: はじめに

EUROCOM SN2408 はじめに
接続

ラウドスピーカーが必要
としている出力が HI-Z 
アンプの使用できる出

力を上回らない事を確認してく
ださい。駆動させる全てのラウド
スピーカーのトランスフォーマー
タップを合計してください。例え
ば、10 W のトランスフォーマータ
ップを使用している 70 V のラウ
ドスピーカー 4 台は 40 W のパワ
ーを必要とします。SN2408 には 
80 W を超えて使用しないでくだ
さい。注意: どの様な接続の場
合でも終了する前には、全ての
機器の電源を落とし、AC 電源を
切り離してください。

システムのラウドスピー
カー必要電圧に合わせ
る為に、HI-Z MODE スイ

ッチを 70 V か 100 V に設定してく
ださい。

ラウドスピーカーのイン
ピーダンスが SN2408 の 
LO-Z アンプの最小イン

ピーダンス (4 Ω) を上回らない事
を確認してください。例えば、並
列に繋がれた 2 台の 8 Ω ラウド
スピーカーは合計で 4 Ω のインピ
ーダンスに等しくなります。

どの様な接続の場合
でも終了する前には、
全ての機器の電源を

落とし、AC 電源を切り離してく
ださい。

PRE OUT – AMP IN を使用
しない場合には OUTPUT 
ASSIGN スイッチ7と 8 が 

ON になっている事を確認してく
ださい。

すべての適切なオーデ
ィオと電源を SN2408 に
接続してください。

MIC/LINE 入力の入力感
度スイッチを適切な設
定にしてくださ

い。LINE はラインレベル信号
に、MIC はマイクレベル信号に、
また PHTM はファンタム電源
を使用する場合に選択してく
ださい。
外部機器の接続
OUTPUT ASSIGN スイッチ7と 8 は、
プリアンプとパワーアンプの間に
ある通常の信号の繋がりを切り
離します。PRE OUT と AMP IN 接続
を利用して外部シグナルプロセッ
サーをつなぐために、この機能を
使用してください。

LO-Z アンプに外部機器
を接続する場合に
は、OUTPUT ASSIGN スイッ

チ7を OFF に設定してくださ
い。HI-Z アンプ場合にはスイッ
チ 8 を使用します。

適切な PRE OUT コネクタ
ーからプロセッサーの
ラインレベル入力コネク

ターに接続してください。
プロセッサーの出力か
ら適切な AMP IN コネク
ターに接続してく

ださい。

Equalizer

2400 Series

ボリュームとゲイン
出力を上げる前に、入
力レベルコントロール 
1–5 およびマスターボ

リュームを反時計方向 (off) に完
全に回し切ってください。

マスターボリュームは 
10-12 時方向にしてから
始めます。
ゆっくりと、各入力チャ
ンネルのゲインを上げ
てください。
マスターボリュームを
望ましい全体的な音量
に合わせてください。
全体のベースとトレブ
ルを調整するため
に、LO と HI EQ コントロ

ールを設定してください。
70/100 V のラウドスピー
カーと 4-16 Ω のラウド
スピーカーの相対的な

ボリューム・レベルを決める為
に BALANCE コントロールを調整
してください。
基本的な BGM と呼出システムセ
ットアップ
基本的なミュート機能はボイス
アクティベートかコンタクトアク
ティベートどちらかのミュート
信号を受信した時、指定した量
に応じて、背景音レベルを下げ
ます。
基本的なミュートに加え、 
SN2408 はあなたに複数のプロ
グラミング・オプションを用意し
ています。一つ、もしくは複数の
チャンネルをミュート信号 (ミュ
ートの Send = ON) のソースに指
定できます。そして、ミュート中
にボリュームを残すか、減衰す
るか (ミュートの Receive = ON)、

個々にプログラムが出来ます。
基本的なミュートシナリオを準
備するために、以下の手順を参
照してください (より詳細なミュ
ートオプションについては MUTE 
ASSIGN の 説明をご覧ください):

MUTE ASSIGN ディップス
イッチ 1 を ON (MUTE 
SEND) してください。
INPUT1 の LINE/MIC/PHTM 
スイッチを真ん中の MIC 
にしてください。
INPUT1 の MIC/LINE にダ
イナミックマイクを接続
してください。
AUX INPUT 4 にラインレ
ベルの音源を接続して
ください。
MUTE DEPTH コントロー
ルを時計方向に回し
切った位置 (減衰しま

せん) にセットしてください。
フロントパネルで 
AUX INP UT 4 のボリュー
ムコントロールを使用

し、望ましいボリュームレベルに 
BGM を合わせてください。

マイクで話している間、
アナウンスが BGM 上で
明瞭に聞き取れるよう

に、後部パネルの MUTE DEPTH コ
ントロールを、そしてフロントパ
ネルでは INPUT1 MIC のボリュー
ムコントロールをそれぞれ調節
してください。

MUTE DEPTH コントロ
ールを反時計回りに
完全に回し切ると 

30 dB 減衰します。ミュート機能
を解除 (0 dB 減衰) するには、 
MUTE DEPTH コントロールを時計
方向に完全に回し切ります。

コンタクトアクティベー
トミュート
MIC/LINE Euroblock コネクターのい
ずれか一つのピン 1 と 4 を短
絡させる事により、MUTE SEND 機
能が起動します。これら端子は
ミュート専用スイッチへの接続、
もしくは外部機材への接続のた
めに使用されます。

設定スイッチ 

MUTE ASSIGN スイッチは、
音声入力に対し選択可能なミ
ュートコントロール機能を設
定できます。MUTE SEND 機能
は、MUTE RECEIVE に割り当てら
れた全てのチャンネルにミュー
ト信号を送ります。MUTE SEND 
に割り当てられる入力チャン
ネルに音声信号（例えば、呼
出アナウンスなど）が通ると
き、MUTE RECEIVE に割り当てられ
た全ての入力チャンネルは減衰
させられます。MUTE DEPTH コント
ロールは0から -30 dB までの範
囲で減衰レベルを調節します。
注: ZONE 2 に割り当てた音源は
ミュートされません。

GND        +            -        MUTE

1 2 3 4
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MUTE SEND と MUTE RECEIVE 機能が
同じ入力チャンネルに割り当てら
れないことを確認してください。
MUTE ASSIGN 

スイッチ 入力チャ
ンネル 機能

1 INPUT 1 Mute Send
2 INPUT 2 Mute Send
3 INPUT 3 Mute Send
4 TEL/PAGE Mute Send
5 INPUT 1 Mute Receive
6 INPUT 2 Mute Receive
7 INPUT 3 Mute Receive

8 TEL/PAGE Mute Receive

OUTPUT ASSIGN

スイッチ 入力チャ
ンネル 機能 

1 INPUT 1 ZONE 2 にアサ
イン

2 INPUT 2 ZONE 2 にアサ
イン

3 INPUT 3 ZONE 2 にアサ
イン

4 INPUT 4 (AUX) ZONE 2 にアサ
イン

5 INPUT 5 (AUX) ZONE 2 にアサ
イン

6 TEL/PAGE ZONE 2 にアサ
イン

7 N/A PRE OUT を LO-Z 
AMP IN に接続

8 N/A PRE OUT を HI-Z 
AMP IN に接続

ステップ 3: はじめに

EUROCOM SN2408 はじめに
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技術仕様
入力

マイク入力 3 x XLR / 1/4 インチ TRS コンビネーションコネクター (-50 dBv, 600 Ω バランス)
3 x 4-pin Euroblock (0 dBv, 10 kΩ バランス)

ファンタム出力 +24 VDC
AUX 入力 2 x RCA ステレオサム (0 dB, 10 kΩ アンバランス)
Tel/Page 入力 3-ピン Euroblock (-10 dBv, 600 Ω バランス)

出力
Zone 1 スピーカー出力 1 x 4-ピン Euroblock コネクター (LO-Z と HI-Z)
Zone 2 ライン出力 1 x 3-ピン Euroblock コネクター
インピーダンス +4 dBV, 600 Ω バランス

アンプ

アンプチャンネル LO-Z: 1 x 4 Ω, 最小
HI-Z: 1 x 70 / 100 V, スイッチング

パワー出力 LO-Z 1% THD, 
1 kHz サイン波

80 W RMS @ 8 Ω
125 W RMS @ 4 Ω

最小インピーダンス 4 Ω
パワー出力 HI-Z 1% THD, 
1 kHz sine wave

80 W RMS @ 70 V
160 W RMS @ 100V

最小インピーダンス 62.5 Ω @ 70 V
62.5 Ω @ 100 V

システム情報

コントロール

3 x マイク /ラインゲイン (入力 1 – 5)
Lo トーン: ± 15 dB @ 100 Hz
Hi トーン: ± 15 dB @ 10 kHz
マスターヴォリューム
Tel / Page レベル
Zone 2 センドレベル
Mute depth
電源 on / off
電圧, 115 / 230 VAC
HI-Z モード, 70 / 100 V
3 x ファンタム / マイク / ライン, 3-ポジションスライドスイッチ
ミュートアサイン, 8-ポジション ディップ スイッチ
出力アサイン, 8-ポジション ディップ スイッチ

インジケーター
デュアルファンクション・インジケーター・リング 
(ヴォリュームコントロール):
黄色 (電源 on)
赤 (Clip)

出力回路 2 x Class D, トランス
デュアル アウトプット (LO-Z / HI-Z)

アンプ保護回路 サーマル / DC 保護回路
オートマチック リミッター

周波数帯域 50 Hz – 18 kHz, ± 1 dB @ 1 W (70 / 100 V)

増幅域
マイク: 65 dB
Aux: 80 dB
Tel: 78 dB

歪み率 (THD+N) 0.05% @ 1 W, 1 kHz dBr into 8 Ω load
S/N 比 90 dB @ 1% THD+N

パワーサプライ (ヒューズ)
メイン電圧 スイッチング, 100-120 / 220-240 V~, 50-60 Hz
ヒューズ T 6.3 A H 250 V
出力効率 70 %
消費電力 80 W @ 1/8 最大出力
メインコネクター 標準 IECコネクター付き電源コード

寸法 / 重量

寸法 (高 x 幅 x 奥行き) 約. 3.3 x 12 x 14.2 インチ 
約. 83 x 305 x 360 mm

重量 約. 9.2 lbs / 4.2 kg
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その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧
の選択: ユニットをパワーソ
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、230 V と 120 V 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。
2. 故障: MUSIC Group ディーラ
ーがお客様のお近くにないと
きは、behringer. com の “Support” 
内に列記されている、お客様
の国の MUSIC Group ディスト
リビューターにコンタクトす
ることができます。お 客様
の国がリストにない場合は、
同じ behringer. com の “Support” 
内にある “Online Support” でお客
様の問題が処理できないか、
チェックしてみてください。
あるいは、商品を返送する前
に、behringer.com で、オンライ
ンの保証請求を要請してくだ
さい。

3. 電源接続。電源ソケットに
電源コードを接続する前に、
本製品に適切な電圧を使用
していることをご確認くだ
さい。不具合が発生したヒュ
ーズは必ず電圧および電流、
種類が同じヒューズに交換す
る必要があります。

その他の重要な情報
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installed sound




