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2. Inserire il cavo LAN nella porta Dante/PoE.
AVVISO : Usare un cavo STP (Shielded Twisted Pair, doppino ritorto schermato) per 

prevenire interferenze elettromagnetiche.
: Nel scollegare il cavo LAN dalla porta Dante/PoE, attendere almeno cinque 

secondi prima di ricollegare il cavo. Altrimenti, si potrebbero verificare danni o 
malfunzionamenti.

NOTA : Consigliamo di utilizzare cavi Ethernet a doppino singolo per stabilizzare 
l’alimentazione via PoE.

: Se necessario, far passare il cavo LAN attraverso le apposite fessure.

3. Fissare un cavo di sicurezza disponibile in commercio.

4. Allineare i ganci sulla staffa di montaggio con i fori di montaggio 
sull’unità.

Gancio Fori per il 
montaggio
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5. Far scorrere l’unità fino a fissare i ganci.
L’installazione è completata. Per sicurezza, accertarsi che l’unità non scivoli dalla staffa 
di montaggio nemmeno quando vi si applica forza.

NOTA : Per rimuovere l’unità dalla staffa di montaggio, farla scorrere in senso opposto 
alla direzione di installazione spostando contemporaneamente l’interruttore 
UNLOCK sul pannello posteriore (sul lato superiore della figura sopra) nella 
direzione indicata sotto.

NOTA : È possibile posizionare l’unità anche su una superficie piana. Installarla su uno 
spazio aperto come una scrivania o uno scaffale. Non installare in uno scaffale 
chiuso o laddove il flusso dell’aria sia ostruito né su oggetti sensibili al calore.

Interruttore UNLOCK
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Specifiche generali

Specifiche di rete

SPECIFICHE PRINCIPALI

Dimensioni L 171,0 mm × P 172,5 mm × A 43,0 mm

Peso 650 g (incluse le staffe di montaggio)

Requisiti energetici PoE (IEEE802.3af), 48 V CC

Consumo massimo 48 V, 0,2 A

In uso
Temperatura 0 °C – 40 °C

Umidità 20% – 85% (senza condensa)

Conservazione
Temperatura −20 °C – 60 °C

Umidità 10% – 90% (senza condensa)

Indicatori
• Alimentazione
• Stato
• Porta di rete

Numero massimo 
dispositivi con RM-CR

RM-WAP-16 1

RM-WAP-8 2

Accessori
• Staffa di montaggio : 1
• Manuale di istruzioni (questo documento) : 1

Porta Dante/PoE

• Audio Dante/Controllo Dante
• Controllo esterno
• PoE
• Requisiti per i cavi: CAT5e o categoria superiore, 

STP
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Specifiche audio

Specifiche wireless

Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire　
dalla data di pubblicazione. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al 
sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente.

Frequenza di campionamento 48 kHz

Profondità bit 24 bit

Latenza 30 [ms] (Modalità DECT ad alta qualità, nessuna 
elaborazione audio)

Ingresso/uscita audio 
(Dante)

RM-WAP-16
16 uscite
uscita 1–uscita 16 : segnali ingresso microfoni (max. 16)

RM-WAP-8
8 uscite
uscita 1–uscita 8 : segnali ingresso microfoni (max. 8)

Standard supportato DECT 1,9 GHz

Frequenza radio

• USA/Canada: 1920,0 MHz – 1930,0 MHz
• Europa/Europa settentrionale/Regno Unito/Australia/Nuova 

Zelanda: 1880,0 MHz – 1900,0 MHz
• Giappone: 1893,5 MHz – 1906,1 MHz

Potenza di uscita 
massima (EIRP)

• USA/Canada: 23,5 dBm
• Europa/Europa settentrionale/Regno Unito/Australia/Nuova 

Zelanda/Giappone: 26,5 dBm

Antenna (incorporata) Supporta la diversità spaziale

Uso
• Comunicazione audio e controllo tra il punto di accesso e il 

microfono
• Controllo tra il punto di accesso e il caricabatteria

Massima distanza di 
copertura 50 m (a seconda dell’ambiente d’uso)

Metodo di cifratura AES (256 bit)
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Diagramma dimensioni

L’unità

172,5

43,0

171,0

Unità: mm
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Staffa di montaggio

135,0

13,2

100,0

Unità: mm
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Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura

Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio e/o sui documenti che li 
accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere 
mischiati con i rifiuti generici.

Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega 
di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, 
oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l’ambiente che potrebbero 
sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di 
contattare l’amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti 
o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell’Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare 
il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell’Unione 
europea:
Questi simboli sono validi solamente nell’Unione Europea; se si desidera scartare 
questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere 
informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.
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機種名（品番）、製造番号（シリアルナンバー）、電源条件などの情報は、製品の底面に
ある銘板または銘板付近に表示されています。製品を紛失した場合などでもご自身のも
のを特定していただけるよう、機種名と製造番号については以下の欄にご記入の上、大
切に保管していただくことをおすすめします。

機種名

製造番号
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ご使用の前に、必ずよくお読みください。

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害
や財産への損害を未然に防止するためのものです。
お読みになったあとは、本製品を使用される方がいつでも見られるところに必ず保管して
ください。

記号表示について

本製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

安全上のご注意

データが破損したり失われた場合の補償や、不適切な使用や改造により故障した場合の補
償はいたしかねますので、ご了承ください。

注意喚起を示す記号 禁止を示す記号 行為を指示する記号
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火に注意

本製品の近くで、火気を使用しない。
火災の原因になります。

ワイヤレス機器

• 医療機器の近くなど、電波の使用が制限された区域で使用しない。
• 心臓ペースメーカーや除細動器の装着部分から15 cm以内で使用しない。
本製品が発生する電波が動作に影響を与えるおそれがあります。

設置

本製品を壁や天井に取り付ける場合は、必ず本書記載の方法で設置する。
落下によるけがや故障の原因になります。

設置後は必ず安全性を確認する。定期的に安全点検を実施する。
落下して、けがをする可能性があります。

警告 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

禁止

禁止

必ず実行

必ず実行
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異常に気づいたら

下記のような異常が発生した場合、すぐにLANケーブルを本製品から抜く。
• LANケーブルが破損した場合
• 製品から異常なにおいや煙が出た場合
• 製品の内部に水や異物が入った場合
• 製品に亀裂、破損がある場合
そのまま使用を続けると、感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上げの販
売店またはヤマハ修理ご相談センターに点検や修理をご依頼ください。

分解禁止

本製品を分解したり改造したりしない。
感電や火災、けが、または、故障の原因になります。本製品の内部には、お
客様が修理／交換できる部品はありません。

水に注意

• 本製品の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。
• 浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。
内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故障の原因になります。

設置と接続

本製品とPoEインジェクターまたはPoEネットワークスイッチとの接続には、
PoE対応のLANケーブルを使用する。
規格に適合していないケーブルやフラットタイプやスリムタイプのケーブルを接続すると、
火災や故障の原因になります。

LANケーブルが破損するようなことをしない。
•ストーブなどの熱器具に近づけない
•無理に曲げない
•ステープルで止めない
•傷つけない
• LANケーブルに重いものをのせない
感電や火災の原因になります。

注意 「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

必ず実行

禁止

禁止

必ず実行

禁止
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不安定な場所や振動の多い場所に置かない。
本製品が落下して故障したり、けがをしたりする原因になります。

本製品を子供の手の届くところに置かない。
本製品は子供がいる可能性のある場所での使用には適していません。

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない。
故障の原因になります。

LANケーブルは人が通るところなど引っかかりやすい場所に這わせない。
つまづいて転倒したり、本製品が落下して破損したり、けがをしたりする原因になります。

本製品を移動するときは、必ずLANケーブルを外した上で行う。
LANケーブルをいためたり、お客様や他の方々が転倒したりするおそれがあります。

取り扱い

本製品の上にのったり重いものをのせたりしない。
本製品が破損したり、けがをしたりする原因になります。

禁止

禁止

禁止

禁止

必ず実行

禁止
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製品の故障、損傷や誤動作、データの損失を防ぐため、以下の内容をお守りください。

製品の取り扱い／お手入れに関するご注意

• 本製品は人体から20 cm以上離して使用する。
本製品は通常の環境に対して規定される国際的な電磁波曝露限度に準拠しています。

• テレビやラジオなど、他の電気製品の近くで使用しない。
本製品、または他の電子機器に雑音が生じる原因になります。

• 電子レンジの近くで本製品を使用しない。
無線通信への電磁妨害が発生するおそれがあります。

• 本製品は、他の電子機器などから離した場所に設置する。
他の電子機器の近くに設置した場合、受信電波品質が低下し通信が不安定になる可能性がありま
す。

• 本製品を磁力の強い場所に設置しない。
動作不良の原因になります。

• 極端に温度の高いところや低いところ、ほこりや振動の多いところで使用しない。
本製品が変形したり、内部の部品が故障したり、動作が不安定になったりする原因になります。

• 温度変化が激しい場所に設置しない。
製品内部や表面に結露が発生し、故障したりする原因になります。

• 結露が発生しているおそれがあるときは、しばらく放置してから電源を入れる。
結露した状態で電源が入ると、故障の原因になります。

• 本体ケースと接触して、コネクター部分に無理な力が加わる形状の LANケーブルは使用しない。

• 端子内部を指や金属などで触れない。

• 本製品上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを置かない。
変色／変質の原因になります。

• お手入れのときは、乾いた柔らかい布を使用する。ベンジン、シンナー、洗剤、化学ぞうきんなど
で製品の表面を拭かない。
変色／変質の原因になります。

使用上のご注意
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製品の機能／データに関するお知らせ

• 本製品は、クラスA機器です。本製品を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがありま
す。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。(VCCI-A)

• 本製品は、1.9GHz 帯 DECT準拠方式に対応しています。CSデジタル放送を受信している環境
やPHSを使用している環境で使用すると、互いに電波が干渉し、放送や通信に影響が出るおそれ
があります。

• 本製品はDante Broadway を使用しています。使用しているオープンソースソフトライセンスに
ついては、Audinate 社のウェブサイト（英語）をご覧ください。

https://www.audinate.com/software-licensing

• 本製品で使用しているオープンソースソフトウェアのライセンス条文は下記のウェブサイトにて公
開されています。

https://download.yamaha.com/

取扱説明書の記載内容に関するお知らせ

• 本書に表示されている記号とその内容は以下のとおりです。

• この取扱説明書に掲載されているイラストは、すべて説明のためのものです。

• 本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

• 弊社では製品のソフトウェアを継続的に改善しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウ
ンロードできます。

• 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。

お知らせ

警告 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

ご注意 製品の故障、損傷や誤動作、データの損失を防ぐため、お守りいただく内容です。

重要 製品を正しく操作、運用するために、必ず知っておいていただきたい内容です。

メモ 操作や運用に関連した情報です。参考にお読みください。
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製品の譲渡／廃棄に関するお知らせ

• 本製品を譲渡する際は、本書と付属品も合わせて譲渡してください。

• 本製品を譲渡／廃棄する際は、本製品の設定内容を初期化してください。設定内容を初期化せずに
譲渡 /廃棄すると、第三者に個人情報が漏洩する原因になります。

• 本製品は、リサイクル可能な部品を含んでいます。廃棄される際には、廃棄する地方自治体にお問
い合わせください。
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このたびは、ヤマハ マイクロフォンアクセスポイント RM-WAP-16、RM-WAP-8をお
買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品はPoE受電駆動のアクセス
ポイントです。1.9 GHｚ帯DECT準拠方式およびDante に対応しており、専用のワイ
ヤレスマイクロフォンと組み合わせてご使用いただけます。ご使用の前に本書を必ずお読
みください。

付属品

• 取り付け金具 ：1個
• 取扱説明書（本書）：1冊

リファレンスマニュアルのご案内

本製品を使用するにはワイヤレスマイクロフォンとのペアリングなど初期設定が必要で
す。初期設定の方法および機能や仕様の詳細はRMシリーズワイヤレスマイクロフォンシ
ステム リファレンスマニュアルをお読みください。下記のウェブサイトにて公開されてい
ます。

https://download.yamaha.com/

はじめに
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前面

1 （Power）インジケーター
2 （Status）インジケーター
光の色や明滅のパターンから本製品の状態を確認できます。詳細はリファレンスマ
ニュアルをお読みください。

3 RESETボタン
先が細いもので長押ししてから離すと設定をリセットできます。

背面

1 UNLOCKノブ
本製品を取り付け金具から取り外すために使用します。詳細は123ページをお読み
ください。

各部の名称と機能

長押し Status インジケーター リセットの対象

4秒以上～8秒未満 （長押し中／リセット中に）
青色で1秒間に2回点滅 ネットワーク関連の設定

8秒以上～12秒未満 （長押し中／リセット中に）
青色で1秒間に3回点滅

すべての設定
（リセット後、自動的に再起動）

1 2 3

1
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底面

1 Dante/PoE端子
LANケーブル（CAT5e以上）を使用して、IEEE802.3af 対応のPoEインジェク
ターまたはPoEネットワークスイッチを介し、Dante 機器と接続するRJ-45端子で
す。インジケーターの詳細はリファレンスマニュアルをお読みください。
ご注意：本製品をインターネットに接続する場合は、セキュリティーを保つため必ずルー

ターなどを経由して接続してください。経由するルーターなどには適切なパスワー
ドを設定してください。電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インター
ネットプロバイダーなど）の通信回線（公衆回線LANを含む）には直接接続しな
いでください。
：Dante 対応機器またはギガビットイーサネット対応機器（コンピューターを含む）
以外は接続しないでください。

2 フック受け
取り付け金具のフックを差し込むために使用します。

3 配線用ピット
必要に応じて LANケーブルを通すことができます。

4 安全ワイヤー取り付け穴
市販の安全ワイヤーを取り付けるために使用します。

5 ヒートシンク
内部の熱を逃がします。
ご注意：ヒートシンクは熱を持つため、手で直接触らないでください。また、熱に弱いもの

が直接触れないようにしてください。

6 製品ラベル
本製品の情報や各種基準への適合マークなどを記載しています。

2

5

4

6

2

3

1
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取り付け金具を使用して本製品を壁や天井に取り付けることができます。

次のものを準備してください。
• 本製品
• 取り付け金具（付属品）
• 市販のネジ× 4本
• 市販の安全ワイヤー

1.市販のネジ4本で取り付け金具を壁や天井に固定します。
ネジを通す穴の直径は5 mmです。

壁や天井への取り付け

注意：ネジと安全ワイヤーは必ず壁や天井の材質に適合したものを使用してく
ださい。
不適合のものを使用すると本製品や取り付け金具が落下し、けがや故障の原
因になります。

注意：壁に固定するときは必ず「UP」と書いてある方を上にしてください。
下にすると本製品が落下し、けがや故障の原因になります。

ネジ
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2.Dante/PoE端子に LANケーブルを差し込みます。
ご注意：電磁干渉防止のためには、STP（Shielded Twisted Pair）ケーブル（シールド

付きツイストペアケーブル）をご使用ください。
：Dante/PoE 端子から LAN ケーブルを抜いて再度 LAN ケーブルを差す場合は、
5秒以上間隔を空けて実施してください。故障や誤動作の原因になります。

メモ ：PoE による電力供給を安定させるため、単線の LANケーブルの使用をおすすめ
します。
：必要に応じて配線用ピットに LANケーブルを通すことができます。

3.市販の安全ワイヤーを取り付けます。

4.取り付け金具のフックと本製品のフック受け（のくぼみ）を合わせます。

フック フック受け
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5.本製品をスライドさせてフックを差し込みます。
以上で取り付けは完了です。念のため、本製品に力をかけても取り付け金具から外れ
ないことを確認してください。

メモ：本製品を取り付け金具から取り外すには、背面（上図では天井側）のUNLOCKノ
ブを下図の方向に動かしたまま、本製品を取り付け時と逆方向にスライドさせてく
ださい。

メモ：本製品は平置きして使用することもできます。机や棚の上など開けたところに設置
してください。周りに障害物があるところや棚の中などに設置すること、および熱
に弱いものの上にのせることは避けてください。

UNLOCKノブ
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一般仕様

ネットワーク仕様

主な仕様

寸法 W 171.0 mm × D 172.5 mm × H 43.0 mm

質量 650 g（取り付け金具を含む）

電源 PoE (IEEE802.3af)、DC48 V

最大消費電力 48 V、0.2 A

動作環境
温度 0 ℃ ～ 40 ℃

湿度 20%～85%（結露がないこと）

保管環境
温度 −20 ℃ ～ 60 ℃

湿度 10%～90%（結露がないこと）

インジケーター
• Power
• Status
• Network port

RM-CRとの
最大接続数

RM-WAP-16 1台

RM-WAP-8 2台

付属品
• 取り付け金具 ：1個
• 取扱説明書（本書）：1冊

Dante/PoE 端子

• Dante オーディオ／Dante コントロール
• リモートコントロール
• PoE
• CAT5e 以上のSTPケーブルを使用すること
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オーディオ仕様

ワイヤレス仕様

本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダ
ウンロードできます。

サンプリングレート 48 kHz

ビット数 24-bit

レイテンシー 30 [ms]（DECT high quality モード、音響処理なし）

オーディオ
入出力
（Dante）

RM-WAP-16
16out
out1 ～ out16：マイク入力信号（最大16台）

RM-WAP-8
8out
out1 ～ out8 ：マイク入力信号（最大8台）

対応方式 1.9 GHz 帯 DECT 準拠方式

無線周波数

• アメリカ、カナダ：1920.0 MHz ～ 1930.0 MHz
• 欧州、北欧、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド：
1880.0 MHz ～ 1900.0 MHz

• 日本：1893.5 MHz ～ 1906.1 MHz

最大出力電力
（EIRP）

• アメリカ、カナダ：23.5 dBm
• 欧州、北欧、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、日本：
26.5 dBm

内蔵アンテナ 空間ダイバーシティーに対応

用途
• アクセスポイントとマイク間のオーディオ通信および制御
• アクセスポイントとチャージャー間の制御

最大到達距離 50 m（使用環境による）

暗号化方式 AES (256-bit)
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寸法図

本製品

172.5

43.0

171.0

単位：mm
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取り付け金具

135.0

13.2

100.0

単位：mm
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アフターサービス

アフターサービス
お問い合わせ窓口
お問い合わせや修理のご依頼は、お買い上げ店、または次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

●機能や取り扱いに関するお問い合わせ

●修理に関するお問い合わせ

●販売元
( 株 ) ヤマハミュージックジャパン PA 営業部
〒103-0015  東京都中央区日本橋箱崎町41-12 KDX 箱崎ビル

ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター

上記番号でつながらない場合は 03-5488-5447
受付時間　月曜日～金曜日11:00～ 17:00 ( 土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く ) 
オンラインサポート　https://jp.yamaha.com/support/

ヤマハ修理ご相談センター

上記番号でつながらない場合は 053-460-4830
FAX 03-5762-2125  東日本 ( 北海道 /東北 /関東 /甲信越 /東海 )

06-6649-9340  西日本 ( 北陸 /近畿 /四国 /中国 /九州 /沖縄 )

修理品お持込み窓口
東日本サービスセンター
〒143-0006　東京都大田区平和島 2丁目1-1 京浜トラックターミナル内14号棟A-5F
FAX  03-5762-2125

西日本サービスセンター
〒556-0011　大阪府大阪市浪速区難波中1丁目13-17 ナンバ辻本ビル 7F
FAX  06-6649-9340

受付時間
月曜日～金曜日  10:00 ～ 17:00 ( 土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く )

0570-050-808
※固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。通話料金は音声案内で確認できます。

0570-012-808
※固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。 通話料金は音声案内で確認できます。

* 名称、住所、電話番号、営業時間、URLなどは変更になる 場合があります。
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保証と修理について
保証と修理についての詳細は下記のとおりです。

●保証書
本書に保証書が掲載されています。購入を証明する書類(レシート、売買契約書、納品書など) 
とあわせて、大切に保管してください。

●保証期間と期間中の修理
保証書をご覧ください。保証書記載内容に基づいて修理させていただきます。お客様に製品を
持ち込んでいただくか、サービスマンが出張修理にお伺いするのかは、製品ごとに定められて
います。

●保証期間経過後の修理
ご要望により有料にて修理させていただきます。

●補修用性能部品の最低保有期間
製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後5年です。

●修理のご依頼
本書をもう一度お読みいただき、接続や設定などをご確認のうえ、お買い上げの販売店または
ヤマハ修理ご相談センターまでご連絡ください。修理をご依頼いただくときは、製品名、モデ
ル名などとあわせて、製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

●損害に対する責任
本製品 ( 搭載プログラムを含む ) のご使用により、お客様に生じた損害 ( 事業利益の損失、事
業の中断、事業情報の損失、そのほかの特別損失や逸失利益 ) については、当社は一切その責
任を負わないものとします。また、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様
がお支払いになったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。
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このページはメモとしてご使用ください。
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保証書

ご販売店様へ　※印欄は必ずご記入ください。

持込修理

日月年

お　客　様
ご住所

お名前 様

電　話 （ ）

（詳細は下項をご覧ください）

株式会社ヤマハミュージックジャパン  PA営業部
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町41番12号 KDX箱崎ビル
TEL. 03-5652-3850

※
販

売

店 （ ）

印

保 証 書

本書は、本書記載内容で無償修理を行う事をお約束するものです。
お買上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買上
げの販売店に修理をご依頼ください。
ご依頼の際は、購入を証明する書類 ( レシート、売買契約書、納品書など ) をあ
わせてご提示ください。

※品 名

※品 番

※シリアル番号

保 証 期 間  本 体  お買上げの日から1ケ年間

※お買上げ日

店 名

所 在 地

電 話
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1. 保証期間中、正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態）で故障した場合に
は、無償修理を致します。

2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店にご
依頼ください。

3. ご贈答品、ご転居後の修理についてお買上げの販売店にご依頼できない場合には、※ヤマハ修理ご相談センター
にお問合わせください。

4. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
（1）本書のご提示がない場合。

（2）本書にお買上げの年月日、お客様、お買上げの販売店の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられ
た場合。

（3）使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷。

（4）お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。

（5）火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。

（6）お客様のご要望により出張修理を行なう場合の出張料金。

5. この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.

6. この保証書は再発行致しかねますので大切に保管してください。

＊この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書に
よってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の
場合は、お買上げの販売店、※ヤマハ修理ご相談センターにお問合わせください。

＊ご記入いただきましたお客様のお名前、ご住所などの個人情報は、本保証規定に基づく無料修理に関する場合の
み使用致します。取得した個人情報は適切に管理し、法令に定める場合を除き、お客様の同意なく第三者に提供
することはありません。

※その他の連絡窓口につきましては、取扱説明書をご参照ください。

保証規定
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For details of products, please contact your nearest 
Yamaha representative or the authorized importer listed 
below.
Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous 
adresser à Yamaha ou à l’importateur figurant dans la 
liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten 
aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Importeuren 
in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

关于产品的详细信息，请向离您最近的雅马
哈公司或者如下的进口商咨询。

Yamaha Unified Communications, Inc. (U.S.A)
144 North Rd, Suite 3250, Sudbury, MA 01776
United States of America
Tel: +1-800-326-1088

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

Yamaha Music (Russia) LLC. 
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, 
Moscow, 121059, Russia 
Tel: +7-495-626-5005

https://www.yamaha.com/products/en/communication/
NORTH AMERICA

EUROPE

RUSSIA

OTHER COUNTRIES

HEAD OFFICE / MANUFACTURER
Yamaha Corporation
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, 430-8650, Japan
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EN SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Yamaha Music Europe GmbH declares that the radio equipment type [RM-WAP-16, RM-WAP-8] is in 
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following 
internet address:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

FR DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Le soussigné, Yamaha Music Europe GmbH, déclare que l’équipement radioélectrique du type [RM-WAP-16, 
RM-WAP-8] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est 
disponible à l’adresse internet suivante:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

DE VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Yamaha Music Europe GmbH, dass der Funkanlagentyp [RM-WAP-16, RM-WAP-8] der Richtlinie 
2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse 
verfügbar:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

SV FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar Yamaha Music Europe GmbH att denna typ av radioutrustning [RM-WAP-16, RM-WAP-8] 
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på 
följande webbadress:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, Yamaha Music Europe GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [RM-WAP-16, RM-WAP-8] 
è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo Internet:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

ES DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, Yamaha Music Europe GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico [RM-WAP-16, 
RM-WAP-8] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está 
disponible en la dirección Internet siguiente:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

PT DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
O(a) abaixo assinado(a) Yamaha Music Europe GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio 
[RM-WAP-16, RM-WAP-8] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de 
conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

NL VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, Yamaha Music Europe GmbH, dat het type radioapparatuur [RM-WAP-16, RM-WAP-8] conform is 
met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het 
volgende internetadres:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

BG ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото Yamaha Music Europe GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение [RM-WAP-16, 
RM-WAP-8] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие 
може да се намери на следния интернет адрес:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

CS ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Yamaha Music Europe GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení [RM-WAP-16, RM-WAP-8] je v souladu 
se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

DA FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Hermed erklærer Yamaha Music Europe GmbH, at radioudstyrstypen [RM-WAP-16, RM-WAP-8] er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på 
følgende internetadresse:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html
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