
東日本営業所 さいたま市南区南浦和2-40-2 南浦和ガーデンビルリブレ
〠 336-0017 TEL（048）813-5361 FAX（048）813-5364

西日本営業所 大阪市北区梅田 2丁目 5番 5号　横山ビル 6F
〠 530-0001 TEL（06）6346-3671 FAX（06）6346-3673

東海営業所 名古屋市中区丸の内 2丁目 3番 23号 和波ビル
〠 460-0002 TEL（052）232-0470 FAX（052）232-0458

九州リオン（株） 福岡市博多区店屋町 5-22 朝日生命福岡第 2ビル
〠 812-0025 TEL（092）281-5366 FAX（092）291-2847

本社／営業部 http://www.rion.co.jp/
東京都国分寺市東元町 3丁目 20番 41号
〠 185-8533 TEL （042） 359-7887（代表）
 FAX （042） 359-7458
サービス窓口
リオンサービスセンター株式会社
東京都八王子市兵衛 2丁目 22番 2号
〠 192-0918 TEL （042） 632-1122
 FAX （042） 632-1140

全天候ウインドスクリーンWS-15取扱説明書
WS-15 の装着方法
全天候ウインドスクリーンWS-15 の装着は以下の手順で行ってください。プリアンプ
およびマイクロホン、三脚、7Pマイクロホン延長コードEC-04 シリーズ、ウインドス
クリーン取り付けアダプタは別売です。騒音計、プリアンプなどの取り扱いについて
は、それらの取扱説明書をご覧ください。WS-15 に装着できるプリアンプはNH-21、
NH-23、NH-24、NH-25 およびNH-26 です。

1. マイク取り付け台を三脚に取り付けます。

三脚

マイク取り付け台

アダプタ
雄ねじ

（WS-15に付属）

2. マイク取り付け台の横から7Pマイクロホン延長コードEC-04シリーズを挿入します。

マイク取り付け台

7Pマイクロホン延長コード
EC-04シリーズ

マイクロホン側コネクタ

通す

3. 7P マイクロホン延長コードEC-04 シリーズとプリアンプを接続します。

4. ウインドスクリーン取付アダプタを装着します。
ウインドスクリーン取付アダプタの切り込みを利用して 7Pマイクロホン延長コー
ド EC-04 シリーズのケーブル部から装着します。このとき、使用するプリアンプ
によってウインドスクリーン取付アダプタの向きが異なりますので、注意してく
ださい。

プリアンプ 7Pマイクロホン延長コード
EC-04シリーズ

NH-21、NH-24、NH-25 および
NH-26 を取り付ける場合

ウインドスクリーン
取付アダプタ

長い

プリアンプ
EC-04

短い

プリアンプ
EC-04

NH-23 を取り付ける場合

6. プリアンプをWS-15 のベースの中に挿入し、ベースを回転しながら、マイク取り
付け台へゆるみがないように固定します。
その後、ベースのワイヤの間からインナーキャップを入れ、プリアンプにしっか
りとかぶせます。
取り付けの際、ベースに付いているバネの先端がマイクロホン部に当たらないよ
うに注意してください。

重 要
ウインドスクリーンとベースを一体で装着すると、インナーキャップがずれ
てプリアンプがインナーキャップに入らない場合があります。

インナーキャップ

ゆるみがないように
しっかり固定する。ベース

マイク取付台

プリアンプ

5. プリアンプをマイク取り付け台の上から挿入します。

7. ウインドスクリーンを装着します。
ウインドスクリーンの下部には、3ヶ所、切り込み部があります。この切り込みを
ベースのフックと位置が合うように調整し、奥まで挿入します。

8. フックについた 3カ所のバネの先端をウインドスクリーンにしっかりと挿し込み
ます。挿し込み位置は、ウインドスクリーンの中央部が目安です。

切り込み部（3ヶ所）

ベースのフック

切り込み部の奥まで挿入する。

バネの先端部を挿し込む。（3本とも）

ウインドスクリーンの面に対し
垂直な角度で挿し込む。

ノート
プリアンプにウインドスクリーン脱落防止ゴムが付いている場合は外してく
ださい。ウインドスクリーン脱落防止ゴムを付けた状態では、WS-15 を取り
付けることができません。
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All-Weather Windscreen WS-15 
Instruction Manual

Mounting the WS-15 
To mount the all-weather windscreen WS-15, perform the steps described below. The 
preamplifi er, microphone, tripod, extension cable EC-04 series, and mounting adapter 
for windscreen are all available as options. Before using equipment such as the sound 
level meters and preamplifi ers, carefully read the instruction manual for each device. The 
preamplifi er models that can be mounted on the WS-15 are as follows: NH-21, NH-23, 
NH-24, NH-25, and NH-26.

1. Attach the mounting stage for microphone to the tripod.
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2. Insert the extension cable EC-04 series through the side of the mounting stage for 
microphone.

Mounting stage for microphone
(supplied with WS-15)

Adapter
Male screw thread

Tripod

3. Connect the extension cable EC-04 series to the preamplifi er.

4.  Attach the mounting adapter for windscreen.
The mounting adapter for windscreen has a slit along the side. To attach the adapter, 
slide the cable section of the extension cable EC-04 series through the opening. For 
this step, it is important to note that the direction in which you insert the mounting 
adapter for the windscreen differs according to the preamplifier model you are 
using.

5. Insert the preamplifi er into the mounting stage for microphone from the top.

6. Insert the preamplifi er into the base of the WS-15 and rotate the base to securely 
fasten it to the mounting tube. Then, insert the inner cap through the wires of the 
base and cover the preamplifi er with the inner cap fi rmly.
While doing this, take care that the tips of the springs attached to the base do not 
come into contact with the microphone.

Important
Be aware that if you put the windscreen and the base together 
beforehand, the inner cap may be displaced and the preamplifi er may 
not fi t into the inner cap.

7. Mount the windscreen.
In the lower part of the windscreen, there are three slits. Align these slits with the 
hooks on the base and push the windscreen fully onto the base. 

8. Push the tips of the springs attached to the hooks fi rmly into the windscreen, at 
about the middle section. 

Slit (3 locations)

Push to end of slit

Base hooks

Push spring tips into windscreen
(3 locations)

Tips should be perpendicular to
windscreen surface

Microphone connector

Extension cable EC-04 series

Mounting stage for microphone
Through the cable here

Preamplifier Extension cable EC-04 series

Mounting adapter for windscreen

Long

Preamplifier
EC-04

Short

Preamplifier
EC-04

Inner cap

preamplifier

Base

Mounting stage for
microphone

Fasten securely

When attaching the NH-21, 
NH-24, NH-25 and NH-26

When attaching the NH-23

Note
Remove the windscreen fall prevention rubber from the preamplifi er. If the 
rubber is attached to the preamplifi er, the WS-15 cannot be mounted.


