LVLV-2.0 専用ケース[LVX
専用ケース[LVX[LVX-CAS2]
取扱説明書

第1版

―このキットに梱包されているもの―
・LVLV-2.0 専用ケース（LOW
専用ケース（LOW シャーシ、TOP
シャーシ、TOP カバー、フロントパネル
カバー、フロントパネル）
、フロントパネル）
･専用ケース部品（インシュレータ 4 個、インレットユニット 1 個、ヒューズ 3A（
3A（LV1LV1-TR80、
TR80、LVXLVX-TR50 用）2
用）2 本、
ヒューズ 1A（
1A（LVXLVX-TR20 用）2
用）2 本)
･ヘッドホンジャック基板（コネクタ取付済） 1 個
･基板固定スペーサー、ビス類
･取扱い説明書（本書）
･電源コード（
電源コード（ 1m ） 1 本
この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。LV-2.0 専用ケースは加工不要な LV-2.0 の専用ケー
スです。各モジュール基板とトランスをネジ止めし、トランス、モジュール間を配線するだけの状態に加工されています。この
専用ケースは、市販のユニバーサル基板を取り付け可能な穴加工も施してありますので、利用者が独自に開発したモジュー
ルの取り付けも容易に行うことができる設計となっています。
※TOP カバーと LOW シャーシは上面の 2 カ所を仮ビスで固定してあります。仮ビスは組み立て時には使用しません。
※フロントパネルは、発泡剤でくるんで同梱されています。

＊より詳しい情報は特設サイトをご参照ください→http://www.linkman
＊より詳しい情報は特設サイトをご参照ください→http://www.linkmanhttp://www.linkman-audio.com/lvaudio.com/lv-2.0/options.html
＜特徴＞
●LV のコンセプトにより、デザイン、設計された専用ケース。
フロントパネル、LOW シャーシ、TOP カバーの 3 ピース構造。
モジュール機能追加により入出力端子が変更になった場合、リアパネルの交換により対応が可能です。
●高級感あふれる 7mm 厚アルミ製フロントパネル。
●各基板を統一された配線で配線が可能です。
＜外形寸法＞
外形寸法＞
奥行き×幅×高さ： 219mm×300mm×63mm （底面インシュレータ含まず）
インシュレータまで含めた高さ：76.4mm
【ケース本体 部材リスト
部材リスト】
リスト】
型式

仕様

名称

入数

LV2-FP

A5052 アルミ 7mm 厚 黒色アルマイト処理

フロントパネル

1

LV2-LC

SPCC スチール 1mm 厚 黒色サテン塗装

LOW シャーシ

1

LV1-UC

SPCC スチール 1mm 厚 黒色サテン塗装

UP カバー

1

762-18/002

ヒューズホルダ・スイッチ付

AC インレット

1

FGMB125V3A

ミゼット型 125V 3A

ヒューズ（LV1-TR80、LVX-TR50 用)

2

FGMB125V1A

ミゼット型 125V 1A

ヒューズ（LVX-TR20 用）

2

LV1.0-DISPLAY-WINDOW-FILTER

グレースモークアクリル板

表示窓フィルター

1

M3×6mm3 点セムス 三価クロメート

M3×6mm3 点セムス 三価クロメート

フロントパネル固定ビス

4

M3×6mm 黒皿キャップ

M3×6mm 黒皿キャップ

カバー固定ビス

8

M4×12mm 黒鉄バインド

M4×12mm 黒鉄バインド

インシュレータ固定ビス

4

鉄タッピングバインド 3X5 黒

鉄タッピングバインド 3X5 黒

リアパネル固定ビス

8

RA-45S

シルバー

インシュレータ

4

YP435YC13B1.8M

3P-2P（アースコード付）

電源コード

1

KB-HPJM

加工済み

ヘッドホンジャック基板

1

【トランス・基板固定 部材リスト
部材リスト】
リスト】
型式

仕様

名称

入
数

ASB-305E

5mm

コントロール基板 固定用スペーサー

4

ASB-306E

6mm

ヘッドホンジャック基板 固定用スペーサー

2

ASB-308E

8mm

システムマイコン基板 固定用スペーサー

4

AC/DC 基板 固定用スペーサー
DC/DC 基板 固定用スペーサー
ASB-310E

10mm

パワーアンプ基板 固定用スペーサー

24

ヘッドホンアンプ基板 固定用スペーサー
スピーカープロテクション基板 固定用スペーサー
ASB-320E

20mm

プリアンプ基板 固定用スペーサー

4

BSB-310E

10mm

USCDAC 基板 固定スペーサー

4

CB-301.5E

1.5mm スペーサー

プリアンプ基板 高さ調整用スペーサー

4

M4 x 10mm 黒色 鉄トラス

M4 x 10mm 黒色 鉄トラス

TR80、TR50 トランス 固定用ビス

4

M4 三価クロメート 1 種

M4 三価クロメート 1 種

TR80、TR50 トランス 固定用ナット

4

M4 三価クロメート スプリング

M4 三価クロメート スプリング

TR80、TR50 トランス 固定用ワッシャ

4

菊ワッシャ M

菊ワッシャ M

システムマイコン基板 固定用菊ワッシャ
プリアンプ基板 固定用菊ワッシャ

2

AC/DC 基板 固定用ビス
DC/DC 基板 固定用ビス
パワーアンプ基板 固定用ビス
システムマイコン基板 固定用ビス
M3 x 5mm 黒色 鉄バインド

プリアンプ基板 固定用ビス

M3 ｘ 5mm 黒色 鉄バインド

USBDAC 基板 固定用ビス

70

ヘッドホンアンプ基板 固定用ビス
スピーカープロテクション基板 固定用ビス
コントロール基板 固定用ビス
TR20 トランス 固定用ビス
M3 x 4mm 黒色 鉄バインド

M3 x 4mm 黒色 鉄バインド

HP Jack 固定用ビス

4

＜ご注意 ＞
●本製品には、乳幼児が誤って飲みこむ可能性がある小さな部品が含まれています。工作時、および保管にはご注意くだ
さい。
●本製品は医療機器、軍事・航空宇宙機器、原子力制御機器、各種安全装置など故障や誤動作によって人体に危害を及
ぼすような機器、および高い信頼性が要求される機器への使用は想定しておりませんので、これらの用途には使用しない
でください。また使用によって発生した損害などについて、弊社はその責任を負いません。
＜開発・製造＞

＜販売代理店＞

マルツエレック株式会社
Linkman 株式会社
〒910-0015 福井県福井市二の宮 2 丁目 3-7
TEL：0776-25-0427 FAX：0776-25-0220

〒101-0021 東京都千代田区外神田 5 丁目 2-2
セイキ第 1 ビル 7F
TEL:03-6803-0209 FAX:03-6803-0213

