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SHA900
ポータブル リスニングアンプ

概要
Shure SHA900はアナログとデジタル両方の入力ソースに対応したポータブルヘッドホンアンプです。オーディオ愛好

家向け品質のコンバーターは、並外れて精緻なオーディオ信号をUSBマイクロB接続により提供し、プレミアムアナロ

グコンポーネントによるクリーンで色付けのない信号経路がアナログオーディオソース用として備えられています。付

属アクセサリーにはLightning ケーブル、USBマイクロBケーブル、2本の3.5mmケーブル、AC電源アダプターが含ま

れます。

特長
• デジタル（USB）とアナログの両方の音源に接続可能

• 24ビット、96 kHzまでのデジタル音声信号に対応

• 内蔵の充電式リチウムイオンバッテリーによる電源供給

• 4バンドパラメトリックイコライザー 、リミッター、および入力パッド

• メーカープリセットおよびカスタムユーザープリセット

スイッチ類と操作方法

電源のオン / オフ：電源ボタン ② を長押しします

音量調節：コントロールノブ ① を回します

メニューの表示：コントロールノブ ① をダブルクリックします

メニューのスクロール：コントロールノブ ① を回します

®
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項目の選択：コントロールノブ ボタン ① を押します

前の画面に戻る：電源ボタン ② を押します

スイッチ類のロック / ロック解除：電源ボタンとコントロールノブをロック / ロック解除するには、ホールドスイッチ

③ をスライドさせます。スイッチの背景色が赤であれば、ホールドは有効です。

Setup

Step 1: Connect a pair of headphones or earphones to the amplifier
Plug into the amplifier with the amplifier powered off.

Step 2: Connect a sound source to the amplifier
Set the INPUT switch to LINE for analog 3.5 mm sources or USB for digital sources.

3.5 mm input (analog 
audio)

Plug the audio device into the LINE IN input and set the INPUT switch to LINE. To 
charge the battery while using an analog source, connect the amplifier to a 
computer or external battery.

Connecting to an Analog Source
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USB (digital audio and 
power)

Use the USB cable when listening to music from a computer or other USB-
equipped device and set the INPUT switch to USB. When connected to a 
computer, USB simultaneously streams digital audio and charges the amplifier 
battery.
Note: You have the option to disable automatic charging in the Utilities menu.

Connecting to a USB Source

Step 3: Power on the amplifier
The driver automatically installs when the amplifier is first plugged into a device. The SHA900 should take over as 
the default audio device.

Note: Volume controls are disabled on Windows, Mac, and iOS. Volume should be adjusted only by using the amp 
volume knob for best performance. Ensure that volume is maximized in iTunes or the Windows Media Player.

ファームウェア
ファームウェアは各コンポーネントに埋め込まれたソフトウェアで機能をコントロールします。定期的に新しいバー

ジョンがリリースされ、機能の追加や拡張が行われます。機器のファームウェアをアップデートするには、Shure 
Update Utilityツールを使用してファームウェアの新しいバージョンをダウンロードし、インストールしてください。

ソフトウェアは http://www.shure.com/update-utilityからダウンロードできます。

仕様

充電池仕様

電池タイプ

充電式リチウムイオン

公称電圧

3.6V DC

電池寿命

アナログ入力 (BYPASS EQ モード) 最大 20 時間

USB入力 (イコライゼーションモード) 最大 10 時間
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電池充電温度範囲

0 ～ 45 °C (32 ～ 113 °F)

安全のための重要注意事項
1. この説明書をお読みください。

2. この説明書を保管しておいてください。

3. 警告事項すべてに留意してください。

4. すべての指示に従ってください。

5. この製品は水の近くで使用しないでください。

6. 掃除は、乾いた布でから拭きするだけにしてください。

7. KSEイヤホンは必ずKSAアンプと併せて使用してください。

8. 雷を伴う嵐の際、または長期間使用しない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。

9. 電源コードは、特にプラグ差し込み部分、延長コード、機器から出ている部分において、引っかかって抜けたり挟

まれたりしないように保護してください。

10. アタッチメントや付属品は、必ずメーカー指定のものをご利用ください。

11. 整備の際は、資格のある整備担当者に必ずご相談ください。電源コードやプラグの損傷、液体や異物が装置内に

入り込んだ場合、装置が雨や湿気に曝された場合、正常に作動しない場合、装置を落とした場合など、装置が何

らかの状態で損傷した場合は、整備が必要です。

12. 水滴や水しぶきに曝さないでください。液体の入った花瓶などを装置の上に置かないでください。

13. MAINSプラグまたはアプライアンスカップラーが使用できる状態にしておいてください。

14. 火災や感電の危険を避けるため、本機器は雨や湿気のある場所にさらさないでください。

15. 本製品の改造は試みないでください。けがや製品の故障の原因となる可能性があります。

16. 本製品は指定された動作温度範囲内で使用してください。

17. イヤホンケーブルを挟んだり切ったりしないよう保護してください。

18. イヤホンケーブル、ハウジング、またはコネクタが損傷している場合は、本機器を使用しないでください。

この記号は、この装置内に感電の危険性のある高電圧があることを示します。

この記号は、重要な操作・メンテナンスの説明が装置添付の文書に記載されていることを示します。

警告: この装置内には、生命の危険を伴う高電圧が存在します。ユーザーは内部の部品を保守できません。保守の際

は、資格のある保守担当者に必ずご相談ください。使用電圧の工場出荷時設定が変更された場合は、安全保証は適

用されません。

Shure社によって明示的に承認されていない変更または修正を加えると、この機器を操作する 権利が無効になりま

す。

警告
極度の大音量で音声を聴くと、聴覚を恒久的に損なうことがあります。できるだけ小さな音量で使用してください。

極度に高い音圧レベルに過度にさらされると耳を傷め、恒久的な騒音性難聴（NIHL）になることがあります。聴覚を

損なわないようにするため、各音圧レベルに耐えられる最長限度時間の米国労働安全衛生局（OSHA）ガイドライン

を下記に記載しますのでご参照ください。
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90 dB SPL
8時間

95 dB SPL
4時間

100 dB SPL
2時間

105 dB SPL
1時間

110 dB SPL
30分

115 dB SPL
15分

120 dB SPL
障害が発生する恐れがあるため避けること

注：必ず同梱の電源、Shure純正品を使用してください。

警告
• バッテリーパックは爆発、または有毒な物質を放出する場合があります。火災または火傷の恐れがあります。開け

る、押し潰す、改造する、分解する、60℃以上の熱にさらす、焼却するといったことは行わないでください。

• メーカーの指示に従ってください。

• ショートさせないでください。火傷または火災の原因となります。

• ユーザーガイドで指定されたもの以外の機器で充電しないでください。

• バッテリーパックは正しく処分してください。使用済みバッテリーパックの適切な廃棄方法については、各地域の

販売店にお問い合わせください。

• 電池（電池パックまたは内蔵電池）は直射日光、火などの高熱にさらさないでください。

注：バッテリーの交換は、Shure認定サービスセンターのみが行うことができます。

電池、パッケージ、電子廃棄物については地域のリサイクル方法に従ってください。

認証
産業のカナダICES-003コンプライアンスレベル：CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

注：テストは、同梱および推奨のケーブル使用に基づきます。シールド（スクリーン）型以外のケーブルを使用した

場合はEMC性能が低下します。

本製品は、関連するすべての欧州指令の基本的要件を満たし、CEマークに適合しています。

CE適合宣言書は以下より入手可能です：www.shure.com/europe/compliance

ヨーロッパ認定代理店：

Shure Europe GmbH

ヨーロッパ、中東、アフリカ地域本部：

部門：EMEA承認

Jakob-Dieffenbacher-Str.12

75031 Eppingen, Germany

TEL：+49-7262-92 49 0

FAX：+49-7262-92 49 11 4

Eメール：info@shure.de
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Androidとの互換性

ポータブルリスニングアンプは、USBオーディオクラス2.0とマイクロ-B OTG（オン・ザ・ゴー）との接続をサポートす

るAndroidデバイスと互換性があります。Androidはデバイスによって互換性のないものもあります。Androidは、

Google Inc.の商標です。

「iPod用に製造」、「iPhone用に製造」、および「iPad用に製造」とは、 電子アクセサリーがiPod、iPhone、またはiPadそ

れぞれの接続専用にデザインされ、Appleのパフォーマンス基準に合うよう開発者によって認定されたことを表してい

ます。Apple社は、本機器の作動または安全基準および規制基準の順守について責任を負いません。iPod、iPhone、

またはiPadでの本アクセサリー製品の使用により無線性能に影響が及ぶ可能性があることにご留意ください。

iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch、およびRetinaはApple Inc.の商標であり、米国および

他の国々で登録されています。iPad AirおよびiPad miniはApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会

社のライセンスに基づき使用されています。

Mac およびLightningは、Apple Inc.の登録商標です。®


