
直流安定化電源

GSV400 (DC6V-15V可変）

GSV500 (DC6V-15V可変）

GSV1200 (DC1V-15V可変）

GSS400 

GSSSOO 

GSS1200 (DC13.8V固定）

(DC13.8V固定）

(DC13.8V固定）

安全上の注意
直流安定化電源をお使いの人へ

ご使用の前にこの「安全上の注意」と「取扱説明書」を

よくお訛みのうえ、 II・：しくお使いください。ま た

必要なときに説めるよう大切に保管してください。

心〉 認牛
言口

絵表示について

この「安全上の注意」は、裂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祁や財南への損害を

未然に防止するために絵表ホを使用しています。内容

をよく理解して から本文をお読みください。

△警告この鯰を五ぃ□年た・
， いをするとぃ憂ふg,i重働を

負珂丑が綱宕さ杜紅炉叫・し ；ざ，

企注意こ，祖“”して
いをすると、人飢

性が想定される内専
＇

および廣的綱出．可,,
が這定される内容を示：し，ごいます。デ

注ほ（齊fi·を含む）を促す内容があ

ることを伝えるものです。

たとえば、乙公〉は 「高温注意」を

ぷしています。

岱 Ii：の行為であることを伝えるもので

す。

たとえば、 (Oは「分解禁止」 を,1;

しています。

1i為を強制したり指 jドする内容を伝

えるものです。

たとえば、e：は「差し込みプラグ

をコンセントから抜くこと」を示し

ています。
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■万一、煙が出ている、 へんなにおい

がするなどの異常状態のま ま 使Illす

ると、火災．感電の原因となりま

す。すぐに竃源スイッ チを切り 、そ

の後必ず差し込みプラグをコンセン

ト から抜いて ください。栖が出なく

なるのを確砒して 、販光店に修理を

依頼して ください。お客様が直接修

理することは危険ですから絶対にお

やめください。

■この機器を改造しないで ください。

火災．感電の原因となります。

この機器のカバー、前面パネ

さないで ください。感電の原因とな

ります。内部の点検・調幣・修理は

販売店へ依頼して ください。

■指定された電源窺！［（家庭l!JAC

I O O V)で お使いください。それ以

外の軍圧を使用すると 火災・感軍の

原因となります。

■電源コ ー ドを傷つけたり、破損しな

いで ください。ま た、重いものをのせ

たり、加熱したり、引っ張ったり、無

理に曲げたりすると躍源コ ー ドが 破

損し、火災、感電の原因 となります。

■Ji-•この機器を落としたり、前面パネル

を破損した場合は、機器本体の電源ス

ィッチを切り、差し込みプラグをコンセン

トから抜いてください。その後、販売店

ヘ述絡してください。そのまま使Ji]する

と火災・感電の原因となります。
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可 ■竃源コ ー ドが偽んだ ら（芯線の露 ，差し込みプラグをコンセ ントから抜

出、断線など）、販光店に修理を依 いてください。

頼してください。そのまま使用する ■移動させる場合は、必ず差し込みプラ

と火災．感軍の原因となります。 グをコンセントから抜き、無線機の霞源

コードを外したことを確訟のうえ、行って可 ■ ぐらついたりした伽1や顛いた場 ください。コードが傷つき、火災・感電の

所など、イ況安定な場所に置かないで 原囚となることが あります。

ください。落ちたり、倒れたりし

て、けがの/J;(I月となります。 ■差し込みプラグを抜くときは、霜源

コ ー ドを引っ張らないでください。

■ この機器にあいている通気穴から内 コードに偽がつき、火災．感寵の原

部に金属類や燃えやすいものなど異 因となることがあります。必ず、差し

物を差し込んだり、落としたりしな 込みプラグを持って抜いてください。

いでください。火災．感電の原囚と ■濡れた手で差し込みプラグを抜き差

なります。小さなお＋様のいるご家 し しないでください。感電の原因と

庭では特にit!itしてください。 なることがあります。

■電源コードを熱器具に近づけないで

■万 一異物が機器の内部に人った場合 ください。コー ドの被覆が斜けて火

は、本体の道源のスイッチを切り、 災．感軍の原因となります。
差し込みプラグをコンセントか ら抜

いてください。その後、販売店へ述

可

●この機器の通気穴をふさがないでく

絡してください。そのまま使用する ださい。通気穴をふさぐと内部に 熱

と火災．感園の原因となります。 がこもり、火災の原因となります。次の

ような使い方はしないでください。

■ この機器の卜に化びん、植木鉢、コ ッ 押し入れ 、木箱などの風通しの悪い
プ、化粧品、楽品や水などの入った容 狭いところに押し込む。テ ー プルク

器 または小さな金属物を置 かないで ロス をかけたり、じゅうたんや布団

ください。こぽれたり、中に人った場 の r．に 置く。

合、火災・感電の原因となります。

■無線機 を接続する場合、プラス＋

■ )j ・ 、内部に水など が人った場合 A マイナス ーの表示に注意し、機器の

は、まず機器本体の電源 スイッチを 表示通り正しく 接続してください。

切り、差し込みプラグをコンセント 間違え ると内部lnl路が破111し、火

から抜いてください。その後、販売 災．感電の原因となります。

店へ連絡してください。そのまま使用

すると火災．感寵の原因となります。
＾＇ 

でください。火災．感電の原因とな

るこ とがあります。

注意 ■調理台や加湿器のそばなど、袖や湯

気が‘りたるような場所に憫かないで

可

●この機器の上に星い物を霞かないで ください。火災．感電の原因となる

ください。バランスがくずれて倒れた ことがあります。

り、格卜
＾

して、けがのI瓜囚となります。

■ 5年に一度く らいは内部の掃除を販

■おf•人れの際は、安令のため差し込 A ，，t），
1iなどにご相談ください。この機

みプラグをコンセントから抜いて 器の内部にほこ りがたまったまま、

行ってください。 長い間掃除をしないと火災 や故節の
■旅行など で長期間、この機器 を使川 原囚となることがあります。

にならないときは、安全のため必ず
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直流安定化電源

GSV400 (DC6V-15V可変）

GSV500 (DC6V-15V可変）

GSV1200 (DC1V-15V可変）

取扱説明書

GSS400 (DC13.8V固定）

GSS500 (DC13.8V固定）

GSS1200 (DC13.8V固定）

このたぴは1/1：流安定化准源をお買い求めいただきまして誠に
ありがとうございます。
ご使川の前にこの「取扱説明汽」と「安令卜の汁意」をよくお読
みのうえ、,1：しくお使いください。
また必要なときに，洸めるようK切に保行してください。

●用途
この製品は、アマチュア無線機を家庭）IJACIOOVで使う場合に必
安な俎源装憫です。

●注意シ ー ル
注 •
c^UTION 

電源本体の上面に貼ら
れている注意シ ー ル。
はがさずにご使用くだ
さし‘n このカパーを取り外さないでください． 内●

に●れると●電の恐れ
があり•す

三；；；ビ王；；＇

電源本体の背面に貼ら
れている警告シ ー ル D

はがさずにご使用くだ
さい。

●設置上の注意
1．洛宵、漏霞時の俣安対策のため必ず保守）11ア ースをとるように

してください。
2. 1/（射II光、iii!気、ほこりの多い場所は避けてください。
3．放熱Jijの穴をふさがないようにし、風通しが良い場所に水 ‘l勺こ

設梢してください。
4．モニター、テレビなどの画面近くに置くと映像が乱れることがあり

ます。できるだけ離して設憫してください。
5,'，彫源プラグをタコ足配線で此時1iu使/11すると、コード・プラグが

hl1熱されショ ートや発火の版因となり人変危険ですのでおやめ
ください。

6．水 ‘杓な場所に閥いてください。メータ ーの小すflhが変わる恐れ
があります。

●取扱上の注意
l． バッテリー允准、ランプ、 モーターなどの道源として使）Ilしますと、

起動19ヤに定格の数倍のiじ流が流れ故照の｝）；［因となりますので
おやめください。

2．接統する無線機の定格を確品してください。本機には複数の出
))端f•が設けてありますが、各/1\)J端f•ごとの紋k/1\)J'，じ流内
にて使JIJしてください。それぞれの端fごとまたは介，汁の/1\)J
が本機の定格を越えている場合は故悴の原因となりますのでご
使/11にならないでください。

3，定格外のヒュー ズを使わないでください。定格以l ．
．の道流が流

れた場合、無線機およぴ本機が破掛します。
4． この'，t源をJIJ途以外で使JIJされた場合に発’l:．した故節、＇）灌故は

切のit任を負いかねます。
5．落·，I;、定格外使JIJにより内部が破ilされ、III)J端fに定格以I·.

の直Iiが/1\)Jされることがあります。この場合はlfI：ちに逍源プラ
グをコンセントから抜き使JIJをやめ、販901，りまたは ‘り礼：サーピス
ヘご朴I淡ください。

●接続方法
l，必ず本機の直源スイッチをOFFにしてから、 9別し込みプラグを

家庭用ACIOOVコンセントに差し込んでください。
2．本機の鼈源スイッチをONにして、接続する無線機の 定格に合

うように(V)メ ータ ーで',lt/1,を合わせます。
(GSV 400,GSV500,GSV!200) 

3，接続する無線機の電源スイッチがOFFになっていることを確認
します。無線機からの コードを本機のIH)J端f•にしっかりと固定
します。＋と＋、ーと ー をよく確認して正しく接続してください。

4， 無線機の霞源スイッチをONにします。
(Ii')',U源を切る場介は、無線機の道源スイッチをOFFにしてか
ら、本機の竃源スイッチをOFFにします。

5.シガ ープラグ利アダプタ ーをお使いになる場合は、ケ ースが一
（マイナス）になるように設，ll•されていますので伶ヤl：には1分�il:
意してください。

●各部の名称とはたらき

①-三-

． 
o
i
5
 

⑦ァ ー ス端子」パ底面）

(l)POWERスイッチ：ONで准源が人りパイロットランプが点灯しま
す。OFFで雀源が切れ、パイロットランプは徐々に消えます。

②メ ータ ― : V…各HI)J端r·の軍IFをぷします。
A..•各/ll}J端 r·の知1籠流をぷします。

(3)METER SELECTOR: H\JJ道1£、出力電流の表ぷ切替スイッ
チです。

(4)VOLTAGE CONTROLLER://\}J道/1,を変えることができま
す。なお籠流特性は（図l)のようになります。

⑤DC POWER OUTLET：シガ ープラグ利アダプタ ーを使う場介
の端 rです。
(/1'）車に付属されているシガーライタ ーは使）l）できません

⑥スナップ端子：2系統の//\})が得られる端 r·です。
址k4A (GS V 400,GSS400)、
蚊人6A(GSV500,GSS500,GSV1200,GSSl200)。

赤が＋（プラス）、黒が 一 （マイナス）です。ケ ースは一（マイナ
ス）と接続されています。

⑦アー ス端子（底面）：太い線を使い地面との間に保安用アースを
必ずとってください。ガス竹、水逍刊；には接続しないでください。
（アース線は含まれていません）

(8)背面端子：最大15Aの//\}Jが得られる端r·です。
(GSV1200,GSSl200) 
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●出力電圧ー 出力電流特性
各Il1)J道,, ：

ーのときに流せる蚊k,1紺点です。(llXl-1)
16 
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出
力
電
流
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4 6 8 10 12 14 16 
出力電圧[VJ

GSV1200 

なに島繍纏匹ぃのに冑’"99鴫れて
9·, 999りlt,:＇9 ,.,＂.i: けで編冑長· ·ふ

9公 9 |l11軋9lli, ；9’99: ；t言：·素 革
・故障ではありません。本機が動作するのに必要な最低電
流が流れるので多少温まります。fで触れられないほど
熱くなったときは汎常です。lhちに足し込みプラグを抜
き、販9t店へお持ちください。

＊霊状

GSV500 
GSV400 ＊痘状 働伽箪iに＊俸

・故障ではありません。消
ます。

•本体に午いている通気穴をふさがないようにしてくだ
さい。

●特長
l．遺心流1呆設IIII路を1J.J蔵

也格以l”．の屯流が流れると1
9
1動的に保護圃路がはたらき出）J

准流、III)J道91:．ともに低卜させ俎源I111路の破出を防ぎます。
（保，i曼lIIl路がはたらいたときは述やかに無線機をはずしてくださ
い。此時llりそのままの状態で放置すると)JII熱して回蹄の破損や
やけどなどの恐れがあります。）

2.秘!,'�波屯）Jの影臀を極）J抑えた』没，il•となっています。
3.シガープラグ別アダプター ソケット付きなので車載）ll無線機も容

易に接続できます。
4.）よ範囲な111)J道）1:ーが設定IIf能

-1'Itll河変ツマミにより6V~l5Vまでの範圃で屯）tを設定できま
すa(GSV400,GSV500)
i'li:Jl:llf変ツマミにより］V-15Vまでの範圃で'，'じ）1；を設定できま
す。(GSV1200)

●故障かな？と思ったら

＊症状 本櫨からプー ンという奮がす
·AC100Vの波形1を（紅周波）が原因です。遺気こたつ、噌
気カ ー ペット、ドライヤ ー などと1Iilじコンセントを1史Jll
している場合に起きることがあります。りIJ系列のコンセ
ントから直源を取ると1|：まることがあります。

IIり：ちに屯源プラグを抜き、販兄），1iへお持ちください。

＊症状 撫鶴・璽議信状態にすると出力●圧が下がる
· 11\)J道）I:がわずかにさがり、待ち受け状態にすると11\JJ
這JI：が戻る場合・・・故障ではありません。

・111]Jitl［が極端にドがり、待ち受け状態にしても1!！）J湘
II:．が戻らない場介・・・無線機の直源スイッチを ・度りJって
再ぴ送信状態にします。
【11il史lIIJじ症状となる場合は無線機のil"tit流が本機の
定格遠流を超えていると思われますので無線桟の定格を
確認してください。］

電· ••• 
舞品臣； i： 

ラシ：：�”� : :� ···r······ · · 

常ではありませ
まで以灯しています。

電渾スイ
＇する

• 1J..J部にトランスが人っているので祉源を人れるとポン
と行がしますが楳常ではありません。

＊症状 を入れたと書嶋成．とという童“
・ぶ；翌應野'9

＊霰状 電濠スイッチを入れたが電流計
・無線横は接絞されていますか？
・無線攪の紺源スイッチは人っていますか？
熊線機の待ち受け状態ではilHt·,tt流が少なくiじ流；i|長が

少ししか伽れませんゥ

かない•)．

■お買いI-．げいただきました製品は、嵌
i
f（な品代行雌のもとに

生坪されておりますが、Jj •巡搬中の'j�故などによる破担があり
ましたら取扱店にお申し付けください。
■ この製品のイl：様および外観は、改良のため和りなく変更
することがありますのでごf永ください。

1996年7JJ 初版発1i
1996第4t波［

―
.業株式会社

ー●定格
形 名
ズ

＿

j這Jt:-
汀I-)J道）1:（ii:1)

- - （;ss_
..一

III)J這流 • •一／ー
・

GSS400/GSV400 I GSS500,、-'GSV500
AClOOV土5%

DCl3.8V 
DC6-15V 

連絨3.2A 8時間
断紐4A(1分()N/1分()FF)

＾ いい一―• 一—“ • 一 --

GSS1200 / ·· GSV 1200 

面ガ嘔）l-・炭勁＊

過滋流似設lIII路動作f_ii_i
―

リップル
Eユ―.:.マ

ー放熱万式―----

liIl路方式
f( ht 
、J 長

＇

法

---4.3A (13.8V 

連読5A 8時間
断紐6A(l分ON/I分OFF)
2％以ド（定格III)j-l紆

6.3A(13.8V時）

DCIV-15V
連続12A 8時間

断続15A(I分ON/I分OFF)

lOrnVp-p以ド
2A

. 
--

l
’
I然令冷

リニアシリー ズ租
3kg 一．�．

160 (W) x92(11) x 165 (D) mm 

- 17A(13.8V時
3mVp-p以F

,tA．． 

2.5kg 
160 (W) x92(H) x 145(D)mm 

5.8kg 
160(W)X100(II)X235(D)mm 

製品についてのお問い合わせは
第一電波工業株式会社 国内事業部 〒350-0022埼玉県川越市小中居445-1 TEL.049-230-1220:代）FAX.049-230-1223

DIAMOND ANTENNA CORPORATION Miyata Building, No. l 5-l, l -chome Sugamo,Toshimaku Tokyo,Japan l 70-0002 TEL.03-3947-l 4 l l FAX.03-3944-298 l
ホームページhttp://www.diamond-ant.cojp 
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