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壁面への取付
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注意：ドリルロッドはハードウェアキッ
トに含まれています。
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注意：加えて、オプション の補助的サポート
としてスタッドをネジで固定することもでき
ます（ネジは含まれていません）。
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* 標準の 7/8 インチのハードワイヤクラン
プを使用します。

注意：標準的な吊り天井用ワイヤが必要です。

注意： ハードワイヤ接続用ケーブルは、ハード
ウェアキットに含まれています。

ハードワイヤ接続

仕様

注意：電気的ハードワイヤ接続はすべて、資格をもつ電気技術者が行う必要があります。国および地域の電力規制に従ってください。
ハードワイヤ接続は装置を天井に取り付ける場合にのみ適用できます。詳細については、「つり天井への取付」の手順 6 と 7 を参照してください。

物理的仕様

電気仕様

動作および LED

外形寸法（装置のみ）： 9.7 x 13.7 x 3.4 インチ
高さ x 幅 x 奥行き
（246 x 348 x 86 mm）

電源

100 ～ 230 V、50、60 Hz

低/高

正味質量（装置のみ） 9.5 ポンド（4.3 kg）

定格電流

2.0 A

騒音レベル

梱包質量

公称エアフロー

32.8 ポンド（14.9 kg）

低/高

325 CFM/474 CFM

53 dB/60 dB

修理サービス
モニタリングケーブルのシグナル
ケーブルの色

名前

シグナルの説明

AP9619 に接続している場合 AP9340 または AP9350
に接続している場合

極性

緑色

コモン

該当なし

ゾーン 1 NC* または
ゾーン 2 NC*

ユーザ 1 負（-）または 該当なし
ユーザ 2 負（-）

白 / 茶色

コンタクト 1

ファンのオフ

ゾーン 1 COM**

ユーザ 1 正（+）

ファンのオフ時に開く

茶色

コンタクト 2

ファンの異常

ゾーン 2 COM**

ユーザ 2 正（+）

異常発生時に開く

* 通常閉 / ** コモン

トラブルシューティング
問題と原因

カスタマーサポート

対処方法

ファンの異常（コンタクト 2 開）
モニタリングケーブルが接続されていない
ファンが商用電源に接続されていない
どちらかまたは両方のファンに異常がある

モニタリングケーブルが正しく配線されているか確認してください。
ファンが商用電源に接続され電源を供給されていることを確認してください。
（注意：ファンのオフを示すコンタクトが開きます。）
正面パネルの「ファンの異常」LED のステータスを確認して、APC テクニカルサ
ポートにご連絡ください。

ファンのオフ（コンタクト 1 開）
ファンのスイッチがオフになっている

ファンのスイッチが Low（I）または High（II）の位置に入っているか確認して
ください。

モニタリングケーブルが接続されていない

モニタリングケーブルが正しく配線されているか確認してください。

ファンが商用電源に接続されていない

ファンが商用電源に接続され電源を供給されていることを確認してください。
（注意：ファンの異常を示すコンタクトが開きます。）

ファン 1 またはファン 2 の LED が点灯
どちらかまたは両方のファンに異常がある

Wiring Closet Ventilation Unit の修理が必要な場合は、販売店に返送せず、以下の手順に従ってください。
1. APC Web サイト www.apc.com から APC コールセンターに連絡してください。
• 装置前面にあるモデル番号、シリアル番号、および購入日が必要となります。APC カスタマサポートにお問い合わせいただいた場合は、担
当者が発生している問題をお伺いし、電話で問題が解決できるかどうか判断いたします。電話による解決が難しいと判断された場合には担
当者が RMA 番号（修理受付整理番号）をお知らせします。
• 保証期間中であれば無償で修理させていただきます。
• 製品の修理サービスや返品手順は、国によって異なります。各国別の説明については、APC Web サイトを参照してください。
2. 装置は元の梱包材に梱包してください。梱包材を廃棄してしまった場合は、APC の Web サイトの入手方法に従って新しい梱包材をお求めく
ださい。
• 輸送中の破損を防ぐため、適切に装置を梱包してください。梱包には玉状の発泡スチロールを使用しないでください。輸送中に発生した破
損は保証の対象にはなりません。
3. 梱包箱の外側に RMA 番号を記載してください。
4. 装置には保険をかけ、送料を発送元にて支払った上で、弊社指定の場所まで返送してください。

APC テクニカルサポートにご連絡ください。

ファンの交換
「壁面への取付」または「つり天井への取付」の対応する手順を参照してください。

詳細は APC Web サイト www.apc.com を参照してください。国選択フィールドから該当する国を選択し、Web サイトの上部にある [ サポート ] タ
ブを選択してください。該当する国を選択したら、www.apc.com/support/contact でサポートの電子メールアドレスおよび電話番号を参照して
ください。

適合規格
cUL、FCC Part 15、CE、VCCI、CISPR 22、CISPR 24、AS/ANZI CISPR 22

品質限定保証規定
American Power Conversion（APC）は、お客様が製品を購入された日から 2 年間は、その材料や加工に欠陥がないことを保証します。本保証期
間内に欠陥が見つかった製品に対する保証は、製品の修理または交換に限定されます。保証期間中に製品に欠陥が生じた場合は、APC カスタ
マーサポートにご連絡の上、RMA 番号（修理受付整理番号）をお取りください。返品の際には、故障についての簡単な説明と、購入日と購入店
を示す領収書の写しを同封し、送料を事前に支払った上で、弊社指定の場所まで返送してください。その他の損害、たとえば事故、過失、操
作誤り、または製品の改竄などによる損傷に対しては、この保証はいっさい適用されません。本保証は購入後 10 日間以内に適切に登録された
製品に対し、製品を新規購入されたお客様ご本人にのみ適用されます。
American Power Conversion は、本保証書の規定以外には、商品性および特定の目的に対する適合性を含み、明示的または暗示的な保証は一切
いたしません。地域によっては暗示的な保証の限定または除外が禁じられている場合もあるため、前記の限定と除外が購入者に適用されない
こともあります。
APC はいかなる場合においても、本製品の使用から生じる、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的な損害に関して、そのような損害の可能性
についての通告があった場合でも、上記の保証規定以外は一切責任を負わないものとします。APC は利益の損失、設備の損傷、設備の使用不能
による損失、ソフトウェアの喪失、データ喪失、代替費用、第三者の主張など、いかなる損害に対しても責任がないことをここに明言します。

