
BUGERA BC15
15-Watt Vintage Guitar Amp with 12AX7 Tube

クイックスタートガイド
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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。

BUGERA BC152

法的放棄

限定保証

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
源プラグが電源遮
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。

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。

ここに含まれる記述、写真、意見の
全体または一部に依拠して、いかな
る人が損害を生じさせた場合にも、 
MUSIC Group は一切の賠償責任を負いま
せん。技術仕様、外観およびその他の
情報は予告なく変更になる場合があり
ます。商標はすべて、それぞれの所有
者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、 
TURBOSOUND、BEHRINGER、BUGERA およ
び DDA は MUSIC Group IP Ltd. の商標ま
たは登録商標です。© MUSIC Group IP Ltd. 

2014 無断転用禁止。

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 music-group.com/warranty にて詳細をご
確認ください。

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

BUGERA BC15 フックアップ
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BUGERA BC15 コントロール
ステップ 2: コントロール

HEADPHONES ‒ ¼ イ
ンチ TRS プラグで、
ヘッドフォンを接続
します。この端子を
使って、信号をライ
ライブパフォーマン
スやレコーディング
用のミキサーに送る
こともできます。

INPUT ‒ ギターを
この端子に接続し
ます。

GAIN SWITCH ‒ ディ
ストーション / リー
ド•チャンネルを有
効にします。

SHIFT ‒ ギターのト
ーンの中音域のキ
ャラクターを変え
ます。

TREBLE ‒ ギタートー
ンの高周波数帯域
を調節します。

CD INPUT ‒ CD/MP3 
プレイヤー、メトロ
ノーム、ドラムマシ
ーンなどを接続し
ます。

BASS ‒ ギタートー
ンの低周波数帯域
を調節します。

GAIN KNOB ‒ ディス
トーションの量を調
節します。このボタ
ンは GAIN ボタンが
押されていないとき
は動作しません。

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。

MASTER ‒ マスタ
ー ボリューム コン
トロールを下げま
す (左に回しきり
ます)。
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BUGERA BC15 はじめに
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)。

電源スイッチをオンにします。 
LED が点灯します.

まず、MASTER ボリューム•ノブを 
9 時の位置まで上げます。

GAIN ボタンを押して、リード / 
クランチ•チャンネルを選択しま
す。GAIN ノブを使ってディストー

ションの量を調節します。

BASS と TREBLE ノブを使って EQ 
を調節します。中音域を調節する
には、SHIFT ボタンを押します。 

CD、バッキング•トラック、ドラムマ
シーンなどに合わせて演奏したい
ときは、機器を CD INPUT 端子に ¼ 

インチ TRS ケーブルを使って接続します。

ヘッドフォンを使って練習をする
ときは、¼ インチ HEADPHONES 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。 

演奏をお楽しみください! 
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BUGERA BC15 トーンの設定
ステップ 4: トーンの
設定

ハードロック•ディス
トーション

スパークリー•クリ
ーン

ファット•クリーン

クランチ•ブルース
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技術仕様
オーディオ入力

ギター入力 ¼ インチ TS 端子
オーディオ出力

ヘッドフォン出力 ¼ インチ TS 端子
システム•データ

出力ステージ•パワー 15 ワット RMS 4 Ω へ
ラウドスピーカー

タイプ Bugera 8G30A4 8 インチ ビンテージ•ラウドスピーカー
インピーダンス 4 オーム
パワー 30 ワット

パワーサプライ
主電圧

USA / カナダ 120 V~, 60 Hz

UK / オーストラリア 230 V~, 50 Hz

ヨーロッパ 230 V~, 50-60 Hz

日本 100 V~, 50-60 Hz

寸法

寸法 (H x W x D) 約 322 x 357 x 162 mm (13 1⁄8 x 14 1⁄16 x 6 3⁄8")
重量 約 6 kg (13.2 lbs)
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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: BUGERA 製品の故障について、
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 BUGERA 製品
取扱店にお問い合わせください。BUGERA ディ
ラーがお近くにない場合は、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。

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




