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安全にお使いいただくために 

この取扱説明書で使用している危険防止のマークあ 

   このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。 

   このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。 

     このマークは、ご利用出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。 

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。あ 

1. 注意事項を必ずお読みください。

2. 注意事項を必ずお守りください。

3. すべての警告に従ってください。

4. すべての注意事項に従ってください。

5. 水の近くで使用しないでください。

6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントバネルのコントロール装置を損なったり、危険な状

態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。

7. 取扱説明書に従って設置してください。

8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。

9. 電源プラクは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状

のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門

の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。

10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力

部分に注意してください。

11. 付属品は、メー力ーが指定しているものを使用してください。

12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設

置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。

13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。

14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に

液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、

修理が必要となります。

15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺楓器とは最低15センチ離し、風通しの良い場所でご利用くだ

さい。

16. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける状態にしておいてください。

17. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピー力̶で長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低

下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。

18. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置か

ないでください。

19. 警告：火災や感電防止のため、雨や温気にさらさないでください。

このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地してご使用ください。 

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート部 
東京都港区南麻布3-19-23オーク南麻布ビルディング6階 
 [ Web ]  http://www.inmusicbrands.jp 
[ サポート ]  http://www.inmusicbrands.jp/support
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クイックスタートガイド

はじめに 

PRIME 2をお買い上げいただきありがとうございます。私たちDenon DJは「お客様のパフォーマンスを最善のも
のにする」ということを念頭に製品を設計しております。 

同梱品 

PRIME 2スタントアローンDJシステム 

ディスプレイ保護カバー 

ディスプレイ・クリーニング・クロス 

IEC電源ケーブル 

USB3.0 ケーブル 

ハードドライブ マウント用ねじ

Engine Primeソフトウェア・ダウンロード・カード

保証書/クイックスタートガイド

重要：denondj.com/downloadsにアクセスしてユーザーガイドをダウンローして下さい。 

サポート

製品の最新情報システム要件、互換性などにつきましてはDENON DJ のホームページ (www.denondj.com) をご
覧ください。 

また、サポートについては、サポートページ (inmusicbrands.jp/support/) をご覧ください。 

製品登録 

Denon DJ Webサイトで製品登録を行なうと専用ソフトウェア、キャンペーンなどが利用できるようになります。 

コンテンツにアクセスするには以下の手順に従って製品を登録してください。

1. denondj.comにアクセスします。

2. [Sign In]をクリックし、既存のアカウントにアクセスするか新規アカウントを作成します。

3. サインインが完了したら、[My Registered Products]をクリックします。

4. 製品のシリアル番号を入力し、[Register Product]をクリックします。

5. 登録が完了すると、該当するソフトウェアのダウンロード、限定コンテンツ、キャンペーン情報などが表示され
ます。
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セットアップ

重要：ファームウェアのアップデートにより新機能の追加や改善が行なわれます。特にソフトウェアのアップデート
をした後は denondj.com にアクセスし、ファームウェア・アップデートの有無も確認してください（ソフトウェア
の新機能を使用する際ファームウェアのアップデートが必要な場合があります）。 

1. denondj.comでログインします (今回が初めてのご購入の場合、アカウントを作成してください)。

2. ログイン後 Engine Prime の最新バージョンをダウンロードしインストールします。ダウンロードした.exe
(Windows®) または.dmg (macOS®) インストーラーファイルをダブルクリックし、画面の指示に従って
Engine Primeをインストールします。

3. 入力機器（マイクロフォン、CDプレイヤーなど）をPRIME 2に接続します。

4. 出力機器 (ヘッドホン、パワーアンプ、スピーカーなど) を PRIME 2に接続します。

5. すべての機器の電源を適切な順番で入れます。

• 電源をオンにする場合の順序 1：入力機器 2：PRIME 2 3：出力機器

• 電源をオフにする場合の順序 1：出力機器 2：PRIME 2 3：入力機器

6. Engine を使用する場合 (スタンドアローン再生)：Engine でライブラリを定義したUSBドライブもしくはSD
カードをPRIME 2に挿入します。

はじめに>同梱品に掲載されていないものは別売りです。 

コンピューター
(オプション)

ブースモニター 
メディアプレーヤー

ヘッドホン
(フロントパネル)

マイクロフォン

パワードスピーカー 

ハードディスク

電源 

スマートフォン
またはタブレット
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機能 

トップパネル

1. タッチスクリーン：このフルカラー・マルチタッチ・ディスプレイは現在の操作に関連する情報を表示します。スクリーンを
タッチして (またはハードウェアを操作して) PRIME 2を操作します。

2. ブラウズノブ：このノブを回すとリストをスクロールします。このノブを押して画面を
次に進めたりデッキにロードするトラックを選択します。

3. BACKボタン：前の画面に戻ります。
4. FWDボタン：次の画面に移ります。
SHIFTを押しながらこのボタンを押すとQuantizeのオン/オフができます。

5. LOAD�ボタン：選択中のトラックをデッキ 1 にロードします。このボタンをすばやく
2回押すと、デッキ2で再生中のトラックをデッキ1へ、インスタント・ダブルを実行
します。
SHIFT を押しながらこのボタンを押すと選択したトラックを Prepare リストに送るこ
とができます。

6. LOAD�ボタン：選択中のトラックをデッキ 2 にロードします。このボタンをすばやく
2回押すと、デッキ1で再生中のトラックをデッキ2へ、インスタント・ダブルを実行
します。
SHIFT を押しながらこのボタンを押すと選択したトラックを Prepare リストに送るこ
とができます。

7. VIEW ボタン：このボタンでライブラリービューとパフォーマンスビューを切り替えま
す。このボタンを長押しするとメニューが表示されます。メニューにはソース選択
(Source Selection)、レコード・メニュー (Record Menu)、ユーティリティ/プリフ
ァレンス・メニュー (Utility/Preferences Menu) があります。詳細はユーザーガイド
をご参照ください。SHIFT を押しながらこのボタンを押すとパフォーマンス・ビュー
(Performance View) 内で波形表示の水平/垂直が切り替わります。

8. チャンネルレベル調整 (LEVEL) ノブ：チャンネルのプリフェーダー、プリEQのオーディオ信号レベルを調整します。
9. チャンネル・レベルメーター：これらのLEDは、チャンネルのオーディオ信号レベルを表示します。
10.チャンネルEQノブ：チャンネルの高域、中域、低域の調整を行ないます。
11. FILTERノブ：チャンネルに対しフィルターエフェクトが機能します。このノブを中央 (12時) の位置から反時計回りに回す
とローパスフィルター、時計回りに回すとハイパスフィルターが機能します。

12.チャンネルCUEボタン：チャンネルのプリフェーダー信号をヘッドホンのキューチャンネルに送信します。
13.チャンネル・フェーダー：チャンネルの音量を調整します。
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14.クロスフェーダー：左右にアサインされたチャンネル間のミックスに使用します。
15.マスターレベル・メーター：マスター出力から送信されるマスターミックスのオーディオ信号レベルを表示します。
16.ヘッドホン・ミックス調整ノブ：ヘッドホン、キュー、マスターミックスに送るソフトウェアのオーディオ出力のバランスを
調節します。

17.ヘッドホン・レベル調整ノブ：ヘッドホンの音量を調節します。
18.スプリット・キューボタン：このボタンをオンにすると (点灯します)、キューに送られたチャンネルのすべての信号がヘッド
ホンの左チャンネルから、プログラム・ミックスの信号がヘッドホンの右チャンネルからそれぞれモノで出力されます。スイ
ッチがオフのときは (消灯)、キューとプログラム・ミックスの信号は通常通りミックスされます。

19.プラッター：このタッチ・キャパシティブ・プラッターにタッチし動かしてオー
ディオの再生ヘッドを制御します。VINYL ボタンがオンのとき、プラッターを動
かしてトラックをレコードのようにスクラッチすることができます。VINYL ボタ
ンがオフのとき（あるいはプラッターの側面を触っているとき）プラッターを動
かすと一時的にトラックのスピードを変えることができます。

20.プラッター・ディスプレイ：このディスプレイは現在の再生ヘッドの位置、オー
トループのサイズ、アルバムのアートワークといったパフォーマンス関連情報を
表示します。

21. TRACK SKIP ボタン：これらのボタンのいずれかを押して、前または次のトラ
ックにスキップします。
トラック再生中に PREVIOUS TRACK ボタンを押すと、トラックの先頭に戻り
ます。

22.BEAT JUMPボタン：これらのボタンのいずれかを押して、トラックを前後にス
キップします。ビートジャンプのサイズはAUTO LOOPノブで設定します。
SHIFTボタンを押しながら、これらのボタンの1つを押すとトラック内を前後に
サーチすることができます。

23.CUE ボタン：再生中にこのボタンを押すと、イニシャルキューポイントに戻り停止します。イニシャルキューポイントを動
かすときは、トラックが一時停止していることを確認してください。プラッターで再生ヘッドを任意の位置に移動して、この
ボタンを押します。デッキがキュースタンバイ状態の時にこのボタンを長押しすると、トラックがイニシャルキューポイント
から再生されます。ボタンから手を離すとトラックの再生位置はイニシャルキューポイントに戻り、一時停止します。イニシ
ャルキューポイントに戻ることなく再生を続けたい場合は、このボタンを押しながら Play ボタンを長押しし、同時にボタン
から手を離します。
再生中にSHIFTボタンを押したままこのボタンを押すと、現在の再生ヘッドの位置にキューポイントが設定されます。

24.Play/Pauseボタン：トラックを再生または一時停止します。
SHIFT ボタンを押しながらこのボタンを押すと、イニシャルキューポイントから「スタッタープレイ」を行なうことができ
ます。

25.STOP TIME：Play/Pauseを押してトラックを一時停止したときに、トラックが完全に停止するまでの速度 (ブレイク・タ
イム) をコントロールします。

26.VINYLボタン：プラッターの「ヴァイナル・モード (Vinyl Mode)」のオン/オフを切り替えます。VINYLボタンがオンのと
き、プラッターを動かしてトラックをレコードのようにスクラッチすることができます。

27.SYNC / SYNC OFFボタン：このボタンを押してシンクを有効にします。
SHIFT ボタンを押しながらこのボタンを押すとシンクがオフになります。ユーザー・プリファレンスメニューで Sync
Button Action設定を変更することにより、SHIFTボタンを使わずシンクをオフにすることができます。

28.KEY LOCK / KEY SYNCボタン：このボタンを押して、キーロックを有効または無効にします。キーロック有効時は、ト
ラックのキーはロックされ (0%) 速度調整の影響を受けません。SHIFT ボタンを押しながらこのボタンを押すとキーロック
がリセットされます。
このボタンを長押しするとキーシンクがオンになります。 

29.ピッチフェーダー：このフェーダーを動かしてトラックのスピード (ピッチ) を調整します。PITCH BENDボタンでピッチレ
ンジを変更できます。

30.PITCH BEND ‒/+ボタン：これらのボタンの1つを長押しすると、一時的にトラックのスピードを速くしたり、遅くしたり
することができます。
SHIFTボタンを押しながら、これらのボタンの1つを押すと、ピッチフェーダーのレンジを設定できます。

31.SHIFTボタン：このボタンを押しながら他の操作子をコントロールすると、二次機能にアクセスできます。
32.SLIP/GRID 編集ボタン：このボタンを押してスリップモードを有効または無効にします。スリップモードでは、タイムライ
ンを進行させながらトラックを一時停止させることができ、キューポイントへのジャンプや、ループロールのトリガーを行な
うことが可能です。実行中のアクションを止めると、アクションが行われずに再生された場合の位置から通常の再生を再開し
ます。
このボタンを長押しするとビートグリッド編集のオン/オフができます。 
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33.CENSOR/REVERSE ボタン：このボタンを押すと、トラックがリバース再生されます。ボタンから手を離すと、CENSOR
機能を使用せずに再生された場合の位置からの通常再生が再開されます。
SHIFTボタンを押しながらこのボタンを押すと、通常のリバース再生となります。

34.パフォーマンス・パッド：これらのパッドはパッドモードの設定に応じて各デッキで異なる機能をコントロールします。
35.HOT CUEボタン：ホットキュー・モードに入ります。詳細はユーザーガイドをご参照ください。
36. LOOP ボタン：このボタンを一度押すとマニュアルループ・モード (Manual Loop Mode) に入ります。もう一度押すとオ
ートループ・モード (Auto Loop Mode) に入ります。詳細はユーザーガイドをご参照ください。

37.ROLLボタン：ロール (Roll)・モードに入ります。詳細はユーザーガイドをご参照ください。
38.SLICERボタン：このボタンを一度押すとスライサー・モード (Slicer Mode) に入ります。もう一度押すとスライサールー
プ・モード (Slicer Loop Mode) に入ります。詳細はユーザーガイドをご参照ください。

39. Parameter �/�：パッド・モードの様々な機能を操作します。詳細はユーザーガイドをご参照ください。
40.AUTO LOOP/LOOP MOVE ノブ：このノブを回してオートループのサイズを設定します。値はタッチスクリーンとプラッ
ター・ディスプレイに表示されます。
このノブを押すとトラックの現在位置でオートループが有効または無効になります。
SHIFTボタンを押しながらこのノブを回すと、アクティブなループが左右に移動します。

41. LOOP IN/LOOP OUTボタン：これらのボタンのいずれかを押して、現在の位置にループのスタートポイントとエンドポイン
トを作成します。ループポイントのアサインは、クオンタイズとスマートループでの設定に影響を受けます。詳細はユーザーガ
イドをご参照ください。

42. FX ONボタン：これらボタンを押して、FX 1と FX 2のオン/オフを切り替えます。
SHIFTを押しながらFX ONボタンを押すとFXバー表示/非表示の切り替えができます。

43. FX SELECTノブ：このノブを回してFX 1及び FX 2で有効にしたいエフェクトを選択します。
44. FX TIME/PARAMETER ノブ：タイムベースのエフェクトのレートを上下します。ノブを押して FX TIME と FX
PARAMETERを切り替え、ノブを回してパラメーターを調整します。

45. FX WET/DRYノブ：エフェクトのウェット/ドライのバランスを調整します。
46.マイク (MIC)・オン/オフ切替スイッチ：マイク入力のオン/オフを切り替えます。
47.マイクレベル調整ノブ：対応するマイク入力の音量レベルを調整します。各ノブ横のライトは、現在の入力信号レベルをその
カラーによって示します：緑（低）オレンジ（通常/最適）、赤（最大/ピーク）
重要：マイクロフォンからのオーディオ信号はマスター出力に直接ルーティングされます。 

48.マイクEQノブ：マイクの高域、中域、低域の調整を行ないます。
49. TALKOVER：このボタンを押すとトークオーバー機能が使えます。この機能を使用してマイクに向かって話すと、マスター
ミックスの音量レベルが自動的に小さくなります。

50.マスターレベル調整ノブ：マスター出力の音量レベルを調整します。
51.BOOTHレベル調整ノブ：ブース出力の音量レベルを調整します。
52.AUX LEVELノブ：AUX入力の音量レベルを調整します。
53.AUX CUE：AUX信号をヘッドホンのキューチャンネルに送信します。
54.SD カードスロット：標準の SD カードを挿入します。SD カードをソースとして選択して、ディスプレイで SD カード内の
トラックを選びロードします。

55.USB 1ポート：このUSBポートに標準のUSBドライブを接続してください。USBドライブをソースとして選択して、デ
ィスプレイでUSBドライブ内のトラックを選びロードします。
重要：SD カードや USB ドライブを PRIME 2 に接続する前に、Engine ソフトウェアを使用してミュージックライブラリ
を設定する必要があります。使用法はユーザーガイドをご参照ください。 

56. EJECT/SOURCE：タッチスクリーンに取り出し可能なメディアのリストを表示します。取り出すにはリストにあるメディ
アをタップします。データの破損を防ぐために、メディアを抜く前にこの作業をして下さい。SHIFT を押しながらこのボタ
ンを押すとSourceメニューが開きます。
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フロントパネル

1. ヘッドホン端子 (1/4インチ、1/8インチ) (6.35 mm, 3.5 mm)：1/4インチ あるいは 1/8インチ (6.35 mm あるいは
3.5 mm) のヘッドホンを接続します。キューとミックスのモニターが可能です。ヘッドホン・レベル調整ノブでヘッドフォ
ンのボリュームが調整できます。

2. クロスフェーダー・アサインスイッチ：各チャンネルのクロスフェーダーへのアサインを設定します。AまたはBのいずれか
にアサインするか、クロスフェーダーをバイパスして直接プログラム・ミックス (センター、 THRU) に送信するかを選択し
ます。

3. CROSSFADER CONTOUR 調整ノブ：クロスフェーダー・カーブを調整します。ノブを反時計回りに回した場合は滑らか
なフェード (ミキシング・タイプ) に、時計回りに回した場合はシャープなカット (スクラッチ・タイプ) に設定されます。中
央 (12時) の位置が一般的なDJプレイ用の設定です。

リアパネル

1. 電源入力端子：付属の電源ケーブルを使用して、この入力をコンセントに接続します。
PRIME 2には、電源からの接続が切れた場合にもメディアを安全に取り出す保護回路があり、データの損失を防ぎます。一定
時間内に電源を再接続して通常の操作に戻ることができます。

2. 電源スイッチ：このボタンを押して、本機の電源を入れます。本機の電源は、すべての入力機器を接続し、アンプやスピーカ
ーの電源を入れる前にオンにしてください。
PRIME 2 の電源を切るにはこのボタンを押してタッチスクリーンの指示に従います。電源をオフにする場合は、先にアンプ
とスピーカーの電源を切ってから本機をオフにしてください。

3. リアパネルUSBポート2/3：このUSBポートに標準のUSBドライブを接続してください。USBドライブをソースとして
選択して、タッチスクリーンで USB ドライブ内のトラックを選びロードします。フロントパネルにも同様の USB ポートが
装備されています。USBポート3は充電用としても使用できます(+5V, 1A)。

4. USB Bポート：付属のUSBケーブルを使用して、このUSBポートとPCを接続します。***この接続によりPC- 本機間で
MIDI 情報の送受信を行ないます。

5. リンク (LINK) ポート：標準のEthernet ケーブルを使用して、このポートをコンピューターに接続します。PRIME 2はこ
のポートからタイム、BPM、その他のトラックデータをStagelinq互換ライティング/ビデオ・ソフトウェアに送信します。

6. ブースアウト出力 (バランス XLR)：標準XLRケーブルでこの出力とブースモニターまたはブースアンプに接続します。トッ
プパネルのBOOTHレベル調整ノブを使って音量を調節します。

7. マスター (MASTER) 出力 (バランス XLR)：この出力をスピーカーまたはアンプに接続する場合は、標準 XLR ケーブルを
使用してください。トップパネルのマスター調整ノブで音量を調節します。

8. マスター (MASTER) 出力 (アンバランス RCA)：この出力をスピーカーまたはアンプに接続する場合は、標準RCAケーブ
ルを使用してください。トップパネルのマスター調整ノブで音量を調節します。

9. ステレオ/モノ・セレクタースイッチ：マスター出力のチャンネル設定を、ステレオもしくはモノで切り替えます。
10.AUX入力 (アンバランス RCA)：標準RCAケーブルを使用してラインレベルの外部オーディオソースを接続します。トップ
パネルのAUXレベル調整ノブで音量レベルを調節します。

11.マイク入力(XLR あるいは 1/4インチ / 6.35 mm)：この入力にダイナミックマイクを接続する場合は、標準XLRまたは
1/4インチ・フォーンプラグ (別売) を使用してください。トップパネルのマイク1およびマイク2レベル調整ノブで音量レ
ベルを調節します。

12.ケンジントン・ロック・スロット：このスロットを使用して、本機をテーブルなどに固定します。
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付録 

技術仕様 

周波数特性 20 Hz ‒ 20 kHz (±1 dB) 

ダイナミックレンジ > 112 dB (A-weighted)

S/N比 > 92 dB (A-weighted)

ヘッドルーム AUX/LINE > 15 dB

マイク入力 > 20 dB

出力 > 20 dB

チャンネルセパレーション < -85 dB (1 kHz, unity)

全高調波歪率 AUX/LINE < 0.01% (1 kHz、ユニティ) 

マイクロフォン < 0.02% (1 kHz、ユニティ) 

アナログ入力 AUX/LINE +15 dBV (最大)
0 dBV (ユニティ)

マイクロフォン -40 dBu (ユニティ)
-60 dBu (最小)

アナログ出力 マスター出力(バランス) +24 dBu (最大)
+4 dBu (ユニティ)

マスター出力(アンバランス) +20 dBu (最大) 
0 dBu (ユニティ) 

ブース +24 dBu (最大)
+4 dBu (ユニティ)

ヘッドフォン出力 < 150 mW @ 40 Ω

接続 オーディオ出力 XLR出力(マスター L/R、バランス) x2 
RCAペア出力(マスター L/R、アンバランス) x1 
2 XLR outputs (ブース L/R、バランス) 
1/4インチ (6.35 mm) ステレオ出力 (ヘッドホン) x1 
1/8インチ (3.5 mm) ステレオ出力 (ヘッドホン) x1 

オーディオ入力 RCA入力ペア (ラインレベル、アンバランス) x1 
XLR+1/4インチ (6.35 mm) 入力 x2 

その他 USBポート(USBドライブ用、ポート3は5 V、1 A) 
USBポート(コンピューター用) x1 
Ethernet ポート x1 
IEC電源入力 x 1 

電源 接続：IEC 
電圧：100‒240 VAC, 50/60 Hz 
消費電力：34W (USB3でのスマートフォンの充電時) 

32W (スマートフォンの充電をしない場合) 

サイズ
(w x d x h)

644.8 x 410.1 x 120.2 mm 

重量 7.2 kg 

※仕様は断りなく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
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商標およびライセンス 

Denon は、D＆M Holdings Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。and other countries. Denon DJ 製品は、米国インディアナ
州RI 02864の Cumberland にある InMusic Brands, Inc.,によって製造されています。Kensington と K＆Lock のロゴは ACCO Brands の
登録商標です。Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。他のすべての製品名、会社名、商
標、または商号は、それぞれの所有者のものです。 
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無料修理規定 

1. 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には弊社カスタマーサポート部
へご相談ください。

3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ） ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。
（ロ） お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（ハ） 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
（ニ） 消耗部品を取替える場合。
（ホ） 本書のご提示がない場合。
（ヘ） 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

4. inMusic Japan は、製品の使用不可能または不具合に基づく損害、また法律の定める範囲内での人身傷害を含め
る、いかなる二次的、及び間接的な損害賠償の責任を負いません。保証条件や本保証に基づき inMusic Japanが
負う責任は、販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修理は、inMusic Japan でのみ行われるものと
します。

5. オークションなどを含む中古販売品・個人売買品・未開封品の二次販売等は、本保証の対象外となります。

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料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、保証期間経過後についてご不明の場合は、お
買上げ の販売店または弊社カスタマーサポート へご相談ください。

保証書 
製品名： 

製品番号： 

ご購入日： 

保証期間： ご購入日から一年間 
お客様 販売店 

お名前： 販売店名： 

ご住所： ご住所： 

お電話： お電話： 

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート 
〒106-0047 東京都港区南麻布３－１９－２３ オーク南麻布ビルディング６F 
お問い合わせ：inmusicbrands.jp/support/ 

・ 本書に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
・ 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は日本国内においてのみ有効です。 


