
※インレット -連結コンセント間の内部配線におけるアース線と仮想アース部（装置外筐含む）は、分離
されており電気的接続はありません。インレット -連結コンセント間はスルー配線となっています。

仮想アース部は様々な種類の金属を積層し、表面積を多く確保することで導体の表皮効果
を抑え、高周波ノイズを抑制するように構成されています。
また低周波ノイズにおいても、必要十分な導体断面積を持って低インピーダンス化を図り
抑制します。

バーチャル・リアリティ・アース
操作マニュアル

この度は KOJO TECHNOLOGY 製品をお買い上げいただきまして誠に

ありがとうございます。末永くご使用いただくためにも、ご使用前に

この操作マニュアルをご一読ください。

オーディオシステムのノイズ対策のひとつとしてあるのが接地 (大地アース )です。

KOJO TECHNOLOGY が開発したバーチャル・リアリティ・アース：Force barEP は、｢遠くのアースより近

くのアース｣。オーディオ機材直近で Force barEP に接地することで、立地条件の厳しい場所にあっても、

まるで大地アースされたような感覚でオーディオを楽しむことが可能になります。

※漏電対策としての使用はできません。

①トップカバー：ステンレス
②サブシャーシ：アルミ
③ボトムシャーシ：アルミ
④仮想アース端子
⑤メカニカルアイソレーション機構
⑥仮想アース部
　銅 /黄銅 /銅 /黄銅 /銅 /スチール（積層構造）

本製品について

CREATIVE POWER ACCESSORIE

バーチャル・リアリティ・アース

orce bar EpF

注意事項

破損や故障、火災の原因となりますので、下記事項は良く守ってお使いください。
・屋内用です。屋外での使用はお止めください。
・定格範囲外でのご使用はしないでください。
・落下させたりぶつけたりなどの衝撃を与えないでください。

内部構造
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Force barEP 内部構造（断面図）

付属品

RCA プラグ - φ4丸端子
ケーブル / 2m　　1 本

φ4丸端子 - φ4丸端子
ケーブル / 2m　　1 本 保証書 マニュアル

　（本書）

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうござい

ました。この製品は当社の厳密な品質管理の元で製造し、

製品検査に合格したものです。

お買い上げ日から１年以内に万一故障が発生いたした場合

は、本書の保証規定に基づき無料修理いたします。

本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

１．取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに基づく、お客様の正常なご使用状態のもとで保証期

　　間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、お買い上げの販売店、

　　または当社に本保証書を添えてご依頼ください。

２．本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、当社はその責任を負

　　わないものとします。

３．次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。

　　(1) 本保証書のご提示がない場合。

　　(2) 本保証書に保証期間、モデル名/型名およびシリアルナンバーの記入が無い場合、または字句

　　　　を書き換えられた場合。

　　(3) お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等お客様の取扱いが適正でないために生じた故障、損

　　　　傷の場合。

　　(4) お客様によるご使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障および損傷。

　　(5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外

　　　　部要因に起因する故障および損傷。

　　(6) 製品に使用している当社指定以外の消耗品に起因する故障および損傷。

　　(7) 正常なご使用法でも消耗部品が自然消耗、磨耗、劣化した場合。

４．ご不明の点は、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。

５．本保証書は日本国内においてのみ有効です。

　　This warranty is valid only in Japan.

保証規定

製 品 保 証 書

注）保証書は再発行いたしませんので大切に保存ください。
　　紛失した場合は保証いたしかねる場合がございますのでご了承ください。

モデル /型名 シリアル No.

保証期間 取扱販売店 /住所 /電話番号

　　    年　　　月　　　日 より1年間

お客様名

住所　〒

電話番号

フリガナ
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使用方法

オーディオ機材外筐（シャーシ）又は RCA（空）端子と Force barEP の接続

KK057-Z-01

Kojo Technology Co.,Ltd.

＜使用例 1＞

CD プレーヤ、プリアンプ等のシャーシ又
は RCA（空）端子と Force barEP の仮想
アース端子を接続します。

・シャーシ接続には付属のφ4丸端子 -φ4
丸端子ケーブルが便利です。

・RCA コネクタ空端子接続には付属の
PCAプラグ-φ4丸端子ケーブルが便利です。

オーディオ機材

Force barEP

スピーカ（－）マイナス端子と Force barEP の接続

＜使用例 2＞

スピーカの（－）マイナス端子と Force 
barEP の仮想アース端子を接続します。
接続には付属のφ4 丸端子 -φ4 丸端子
ケーブルが便利です。

※Force barEP 1 台に対し、L/R スピーカ
を一緒に接続しないでください。
システム構成によりオーディオ機器を損
傷する恐れがあります。

L/R スピーカ

Force barEP Force barEP

オーディオ機器と Force barEP は基本的に 1対 1での接続をお勧め致します。また、Force barEP の
増設は、それぞれの仮想アース端子同士を接続することで可能です。
これらは一層の音質効果が期待できます。

インレットに電源ケーブルを接続することで、連結コンセントに接続される他の Force bar シリーズ
に電源供給することが可能です。
また、インレット側に他の Force bar シリーズを接続することも可能です。
なお、Force barEP 内部配線はスルー配線されており、仮想アース部（装置外筐含む）と電気的に接
続されていません。

＜他の Force bar シリーズとの接続について＞

 

Force barEP Force bar3.1

オーディオ機材

Force barEP の仮想アース部（装置外筐）とは内部アース線が分離されていることにより、

上記の様な接続をした場合においてもアースループは構成されません。

電源タップ用
電源ケーブル
（3P プラグ）

壁コンセント

オーディオ機材用
電源ケーブル
（3P プラグ）

アース接続ケーブル


