




安全上のご注意
ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害
や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。
お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

使用している表示

本書で使用している警告表示、注意表示の意味は次のとおりです。

警告 この表示の項目を守らないと、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示して
います。

注意 この表示の項目を守らないと、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が
想定される内容を表示しています。

使用している記号

本書で使用している記号の意味は次のとおりです。

この記号は禁止行為の説明を表示します。

この記号は注意していただきたい行為の説明を表示します。

この記号は必ず実行していただきたい行為の説明を表示します。

警告

警告

本機は AC100V 専用です。それ以外の
電源（AC200V、船舶の直流電源など）
では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

本機に水が入ったり、機器がぬれたり
しないようご注意ください。雨天・降
雪時や海岸・水辺での使用は特にご注
意ください。
火災・感電の原因となります。

直射日光の当たる場所や、湿気、ほこり、
油煙、湯気の多い場所には置かないで
ください。
火災や感電の原因となります。

本機の上に水などの入った容器や小さ
な金属物を置かないでください。
こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電
の原因となります。

電源コードの上に重い物を載せないで
ください。特に、敷物などで覆われ
たコードに気付かずに重い物を載せた
り、コードが本機の下敷きになること
のないよう、十分にご注意ください。
コードが破損して、火災・感電の原因となります。

濡れた手で操作しないでください。
感電の原因となります。
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警告

注意

注意
運搬および移動時に外部から強い衝撃
を与えないように注意してください。
故障の原因となることがあります。

内部の温度上昇を防ぐため、本機のケー
ス前面と後面には通風孔を開けてあり
ます。
通風孔がふさがると内部に熱がこもり、火災の
原因となることがあります。
特に次のような使い方は避けてください。
・ 機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。
・ 本箱や押し入れなど、専用ラック以外の風
通しの悪い狭いところに押し込める。
・ テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや
布団の上に置いて使用する。

EIA 標準のラックに本機をマウントす
る場合は、ラックの背面を開放して、
ラックを壁から 10cm 以上離してくだ
さい。
放熱が不十分だと機器内部に熱がこもり、火災
や故障の原因となることがあります。

パワーアンプなどの発熱しやすい機器
と一緒にマウントする場合は、機器と
機器の間を空けたり通風パネルなどを
取り付けるなど、本機に熱がこもらな
いようにしてください。その場合は、
本機を重ねてマウントできます。
放熱が不十分だと機器内部に熱がこもり、火災
や故障の原因となることがあります。

不安定な場所に置かないでください。
本機が転倒して落下したり、けがの原因となる
ことがあります。

本機の入力に指定外の信号を入れない
でください。
故障の原因となります。

本機の出力を短絡したまま放置しない
でください。
機器内の温度が上がり、故障やその他の事故の
原因となることがあります。

本機を分解しないでください。内部の
点検・整備・修理が必要と思われると
きは、弊社サポートにご依頼ください。
感電の原因となります。

本機を改造しないでください。
火災・感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら、早めに本機の電源
スイッチを切り、電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。
感電・故障の原因となります。

落雷のおそれがあるとき、電源プラグ
が接続されたままならば、電源プラグ
には触れないでください。
感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ
たり、加熱したりしないでください。
コードが破損して、火災・感電の原因となります。

煙が出る、変なにおいや音がするなど
の異常がみとめられたときや、内部に
水などの異物が入った場合は、すぐに
電源スイッチを切り、電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。そのあ
と、弊社サポートにご連絡ください。
異常状態のままで使用すると、火災・感電の原
因となります。

万一、本機を落としたり、キャビネッ
トを破損した場合は、電源スイッチを
切り、電源プラグをコンセントから抜
いて弊社サポートにご連絡ください。
そのままで使用すると、火災・感電の原因とな
ります。

断線・芯線の露出など、電源コードが
傷んだら、弊社サポートに交換をご依
頼ください。
そのままで使用すると、火災・感電の原因とな
ります。

LAP4S

2



注意

本機の安全表示について

注意ラベル

本機には下図に示す位置に製品を安全にお使いいただくための注意ラベルが貼付されています。ラベ
ルの表示にしたがって正しく安全にお使いください。

　「危険電圧部有り 

      感電による火傷や死亡の恐れ有り 電源を切ってからカバーを開いて下さい」

本機のカバーを外さないでください。感電の原因になります。

注意

警 告

感電による火傷や死亡の
恐れ有り

電源を切ってから
カバーを開いて下さいPWR S1 S2 FAN OH

Linux Audio Platform
LAP4S

危険電圧部有り

電源プラグを抜くときは、電源コード
を引っ張らないでください。必ずプラ
グを持ってください。
コードを引っ張ると、コードが破損して、火災・
感電の原因となることがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししな
いでください。
感電の原因となることがあります。

移動時は電源スイッチを切り、電源プ
ラグをコンセントから抜いてください。
コードが破損して、火災・感電の原因となるこ
とがあります。

長期間使用しないときは電源プラグを
コンセントから抜いてください。
そのままにしておくと、火災の原因となること
があります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。
感電の原因となることがあります。
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品名

品番

製造番号

保証期間 本体

お買い上げ日

お名前

電話　　　　　　（　　　　　　　）

店　名

所在地

電　話 （　　　　　　　）

販売店

お客様

〒103-0015　東京都中央区日本橋箱崎町41番12号

               TEL： 03-5652-3600

１．保証期間中、正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態）で故障した
　　場合には、無料修理をいたします。
２．保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店
　　にご依頼ください。
３．ご贈答品、ご転居後の修理についてお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ヤマハサウンドシステム
　　各営業所までお問い合わせください。
　　年間保守点検をご契約のお客様は、ヤマハサウンドシステム カスタマーサポートセンターまでお問い合わ
　　せください。
４．保証期間内でも次の場合は有料となります。
　（１）本書のご提示がない場合。
　（２）本書にお買い上げ年月日、お客様、お買い上げの販売店の記入がない場合。
　（３）本書の字句を書き換えられた場合。
　（４）使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷。
　（５）お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
　（６）火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。
　（７）お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
５．この保証書は日本国内においてのみ有効です。
６．この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

＊この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書
によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明
の場合は、お買い上げの販売店、ヤマハサウンドシステム各営業所までお問い合わせください。
年間保守点検をご契約のお客様は、ヤマハサウンドシステム カスタマーサポートセンターまでお問い合わせくだ
さい。

保　証　書

ヤマハサウンドシステム株式会社

年　　　　月　　　　　日

ご住所
〒

お買い上げ日から１年間

マトリクスプロセッサー

LAP4S

本書は、本書記載内容で無料修理を行う事をお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書を
ご提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



ヤマハサウンドシステム　カスタマーサポートセンター

※名称、所在地、電話番号は変更になる場合がございますのでご了承ください。

東京営業所

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町41番12号 KDX箱崎ビル

TEL：03-5652-3600
FAX：03-5652-3927

ヤマハサウンドシステム営業所のご案内

　　　　　　受付時間：月曜～金曜　9：00～17：00
　　　　　　　　　　　土日・祝日　10：00～18：00

(システム全般についてのお問い合わせは土日・祝日にも対応いたします。ただし、センター指定定休日を除く）

〒984-0806
宮城県仙台市若林区舟丁16番地 小林ビル

TEL：022-796-0061
FAX：022-212-2070

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1丁目18番28号 ヤマハ名古屋ビル

TEL：052-201-4922
FAX：052-201-5650

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7番18号 まるみやビル

TEL：06-6301-7263
FAX：06-6301-7269

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目28番3号 三洲博多駅前ビル

TEL：092-452-2811
FAX：092-452-2796

           フリーダイヤル    0120-022-808

福岡営業所

仙台営業所

名古屋営業所

大阪営業所

年間保守点検をご契約のお客様は下記窓口までお問い合わせください。
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