DJ ミキサー

DN-X120
取扱説明書

安全にお使いいただくためにー必ずお守りください。
お買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
● お読みになった後は後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

●
●

ご使用になる前に

警告

安全上のご注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使
用の前に必ずよくお読みください。
この取扱説明書および製品への表示で
は、製品を安全に正しくお使いいただき、
あなたや他の人々への危害や財産への損
害を未然に防止するために、いろいろな
絵表示をしています。その絵表示と意味
は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みく
ださい。
絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が
描かれています。
感電注意

記号は注意（危険・警告を含む）を
促す内容があることを告げるものです。

分解禁止

記号は禁止の行為であることを
告げるものです。
電源プラグを
コンセントから抜け

記号は行為を強制したり指示する内容を
告げるものです。

I

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

万一異常が発生したら、
電源プラグをすぐに抜く
●

煙や異臭、異音が出たとき

電源プラグを
● 落としたり、破損したとき
コンセント
から抜け ● 機器内部に水や金属類、燃えやすいも

のなどが入ったとき
そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま
す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、
必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を
確認してから販売店にご連絡ください。
お客様による修理などは危険ですので絶対におや
めください。

必ず実施

禁止

表示された電源電圧以外で使用しないで
ください。
必ず実施
火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、
加工したりしないでください。また、重
必ず実施
いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ
たりすると電源コードが破損し、火災・
感電の原因となります。
電源コードが傷んだら、すぐに販売店に
交換をご依頼ください。

電源プラグをコンセントから抜いて、乾
いた布で取り除いてください。そのまま
使用すると火災・感電の原因となります。

内部に水などの液体や異物を入
れない

ご使用は正しい電源電圧で

電源コードは大切に

電源プラグの刃および刃の付近
にほこりや金属物が付着してい
るときは

機器内部に水などの液体や金属類、燃え
やすいものなどを差し込んだり、落とし
込んだりしないでください。
火災・感電の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ
さい。

水をかけたり、
濡らしたりしない
水ぬれ
禁止

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特
にご注意ください。
火災・感電の原因となります。

ねじを外したり、
分解や改造したりしない
分解禁止

内部には電圧の高い部分がありますので、
火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依
頼ください。

雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでくだ
さい。
接触禁止
感電の原因となります。

風呂・シャワー室では
使用しない
水場での
使用禁止

水ぬれ
禁止

火災・感電の原因となります。

この機器の上に花瓶・植木鉢・
コップ・化粧品・薬品や水など
が入った容器、および小さな金
属物を置かない
こぼれたり、中に入った場合、火災・感
電の原因となります。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

付属の電源コードを使用する
注意

禁止

濡れた手で電源プラグを

他の機器の電源コードを本機に使用しな
抜き差ししない
いでください。
感電の原因となることがあります。
ぬれ手禁止
また、付属の電源コードは本機以外には
使用しないでください。
機器の接続は説明書をよく読ん
電流容量などの違いにより火災・感電の
原因となることがあります。
でから接続する

電源コードは確実に接続し、
束ねたまま使用しない

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器な
必ず実施
どの機器を接続する場合は、電源を切り、
各々の機器の取扱説明書に従って接続し
てください。
また、接続には指定のコードを使用してください。
指定以外のコードを使用したり、コードを延長した
りすると発熱し、やけどの原因となることがありま
す。

電源コードを接続するときは接続口に確
必ず実施
実に差し込んでください。差し込みが不
完全な場合、火災・感電の原因となるこ
とがあります。
根元まで差し込んでもゆるみがあるコン
禁止
セントには接続しないでください。その
電源を入れる前には
場合、販売店や電気工事店にコンセント
音量を最小にする
の交換を依頼してください。
突然大きな音が出て、聴力障害などの原
また、電源コードは束ねたまま使用しないでくだ 必ず実施
因となることがあります。
さい。発熱し、火災の原因となることがあります。

長時間音が歪んだ状態で
使用しない

電源コードを
熱器具に近付けない
禁止

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の
原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは
禁止

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを
持って抜いてください。コードが傷つき、
火災・感電の原因となることがあります。

禁止

スピーカーが発熱し、火災の原因となる
ことがあります。

この機器に乗ったり、
ぶら下がったりしない

不安定な場所に置かない
禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなど不
安定な場所に置かないでください。落ち
たり倒れたりして、けがの原因となるこ
とがあります。

禁止

次のような場所には置かない
禁止

火災・感電の原因となることがあります。
● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気
が当たるようなところ
● 湿気やほこりの多いところ
● 直射日光の当たるところや暖房器具の
近くなど高温になるところ

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注
意ください。倒れたり、壊れたりして、
けがの原因となることがあります。

重いものをのせない

禁止

機器の上に重いものや外枠からはみ出る
ような大きなものを置かないでくださ
い。バランスがくずれて倒れたり、落下
して、けがの原因となることがあります。

移動させるときは

まず電源を切り、必ず電源プラグをコン
セントから抜き、外部の接続コードを外
電源プラグを してからおこなってください。コードが
放熱をよくするために、他の機器との間 コンセント 傷つき、火災・感電の原因となることが
必ず実施
から抜け
は少し離して置いてください。ラックな
あります。
どに入れるときは、機器の天面や背面か
長期間の外出・旅行のとき、
ら少し隙間をあけてください。内部に熱
がこもり、火災の原因となることがあり
またはお手入れのときは
ます。
安全のため必ず電源プラグをコンセント
電源プラグを から抜いてください。火災・感電の原因
コンセント
通風孔をふさがない
となることがあります。
から抜け
内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が
開けてあります。次のような使いかた
5 年に一度は内部の掃除を
禁止
販売店などにご相談ください。内部にほ
はしないでください。内部に熱がこも
こりがたまったまま、長い間掃除をしな
り、火災の原因となることがあります。
注意
● あお向けや横倒し、逆さまにする
いと火災や故障の原因となることがあり
● 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通し
ます。
特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、
の悪い狭い場所に押し込む
● テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団
より効果的です。なお、内部の掃除費用について
は販売店などにご相談ください。
の上に置いて使用する

壁や他の機器から
少し離して設置する
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付属品について
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q 取扱説明書（本書）...........................................................1
w 保証書.................................................................................1
e 製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表...................1
. ........................................... 1
r AC アダプター（AA-28）



主な特長
1. 2チャンネルDJミキサー
2. VCA制御のクロスフェーダー（カーブ調整・リバーススイ
ッチ付き）およびチャンネルフェーダー
3.クロスフェーダーおよびチャンネルフェーダー スタート機能
デノンのCDプレーヤーDN-S1200などと接続することによ
り、クロスフェーダーまたはチャンネルフェーダーの操作
で、接続されたCDプレーヤーの再生や停止を制御することが
できます。
4. 3バンドイコライザー
5. 操作方向の調整可能な入力切り替えスイッチ
6. マイクON/OFFスイッチ（トークオバー機能付き）

入力切り替えスイッチの操作方
向を切り替えるには
レバー操作の方向を4方向に変えることができます。
q 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
w トップパネルのつまみを引き抜きます。
e トップパネルを止めているネジ6本を外します。
r 入力切り替えスイッチユニットを固定しているネジ2本を
外します。
t 入力切り替えスイッチユニットを回転させ、取り付け方向
変更します。
y 再び、入力切り替えスイッチユニットをネジ2本で固定し
ます。
u トップパネルをネジで固定し、つまみを取り付けます。

入力切り替え
スイッチユニット

各部のはたらきなど詳しい説明については、（ ）内のページを参照してください。

トップパネル

t 入力切り替えスイッチ

r
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q
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Q1

		ヘッドホンで入力（PGM）の信号をモニター
する場合にONにします。
オレンジのLEDが点灯します。ヘッドホンで入
力（PGM）の信号をモニターする場合にONに
します。

u 入力レベル調整つまみ（GAIN）

Q3

i マスター出力レベル調整つまみ（MASTER）
マスター出力のレベルを調整します。

Q3
Q5

o マスター出力バランス調整つまみ

（MASTER BALANCE）
マスター出力のLとRのバランスを調整しま
す。

Q0 ヘッドホンモニタ調整つまみ（PAN）

q マイクON/OFFトークオーバースイッチ

（MIC ON/OFF/TALKOVER）
マイクの ON/OFF を切り替えます。
また、『TALKOVER』に設定した場合、マイク
の音を除いたすべての音量が約 20dB 小さくな
ります。
トークオーバーの切り替え時は、音量が急激に
変化しますので注意してください。

w マイクイコライザー調節つまみ

（MIC HI/LOW）
マイク信号の高音域と低音域を－12dB～
＋12dBの範囲で調整します。
● センター位置はフラットです。

●

Q3 チャンネルフェーダー

CH1またはCH2の出力レベルを調整します。

Q4 クロスフェーダー

CH1とCH2の信号のミックス量を調整しま
す。

Q5 レベルメーター

マスター出力レベル表示、マスター出力レベル
とヘッドホンキュー信号レベルの表示および入
力信号（PGM）1/2のレベル表示をすることが
できます。

Q6 レベルメーターモード切り替えスイッチ

『MASTER』の位置に設定すると、レベルメ
ーターにマスター出力レベルがステレオで表示
されます。
『PGM 1/2』の位置に設定すると、左側のレ
ベルメーターに入力信号（PGM）1のレベルが
モノラルで表示され、右側のレベルメーターに
入力信号（PGM）2のレベルがモノラルで表示
されます。
SPLITCUEモードでは、左側のレベルメーター
にキュー信号のレベルがモノラルで表示され、
右側のレベルメーターには、マスターの出力レ
ベルがモノラルで表示されます。

e マイクレベル調節つまみ（MIC LEVEL）
マイク信号のレベルを調整します。



主な仕様

Q4

		 ヘッドホンでモニタするキュー信号とマスター
信号のバランスを調整します。
右に回しきるとマスター信号になります。
左に回しきると選択されたキュー信号になりま
す。
ヘッドホンモニタには2種類のモードがありま
す。SPLIT CUEボタンで切り替えます。
ステレオモード（SPLIT CUE OFF）：
キュー信号とマスター信号がステレオでモニタ
できます。
SPLIT CUEモード：
モノラルのキュー信号がヘッドホンの左側から
聞こえ、モノラルのマスター信号が右側から聞
こえます。

• ヘッドホンのモニタモードを切り替えます。
• ヘッドホンモニタには2種類のモードがありま
す。
ステレオモード（SPLIT CUE OFF）：
キュー信号とマスター信号がステレオでモニタ
できます。
SPLIT CUEモード：
SPLIT CUEモードのときはLEDが点灯しま
す。
モノラルのキュー信号がヘッドホンの左側から
聞こえ、モノラルのマスター信号が右側から聞
こえます。
また、レベルメーターモード切り替えスイッ
チが『P G M 1 / 2 』 に設定されているとき、
SPLIT CUEモードでは、左側のレベルメータ
ーにキュー信号のレベルがモノラルで表示さ
れ、右側のレベルメータには、マスターの出力
レベルがモノラルで表示されます。

保証とサービスについて

Q2

		入力信号のレベルを調整します。

Q2 スプリットキューボタン（SPLIT CUE）

故障かな？と思ったら

y ヘッドホンキューボタン（CUE）

w

（PHONES LEVEL）
		ヘッドホンの出力レベルを調整します。

フェーダースタート機能

e

• PHONO1/LINE1入力とLINE2入力の切り替え
およびPHONO2/LINE3入力とLINE4入力の切
り替えをおこないます。
• スイッチのレバーが垂直に立っているときは
LINE2およびLINE4の入力が選択されます。
•スイッチのレバーが倒れているときは、
PHONO1/LINE1およびPHONO2/LINE3の入
力が選択されます。
• レバー操作の方向を4方向に変えることができ
ます。（v4ページ）

Q1 ヘッドホンレベル調整つまみ

接続のしかた

（HI/MID/LOW）
HI（高域）/ MID（中域）:
• 入力信号の高域および中域を＋10〜−40dBの
範囲で調整します。
		LOW（低域）:
• 入力信号の低域を＋6〜−40dBの範囲で調整
します。

ご使用になる前に

r 入力信号のイコライザー調節つまみ

各部の名前とはたらき

ご使用になる前に

リアパネル

フロントパネル
Q9

Q8

Q7

接続のしかた
フェーダースタート機能

W6

W5

W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1

故障かな？と思ったら

Q7 電源スイッチ（POWER）
		 電源をON/OFFします。

W2 PHONO1、2/LINE1、3

入力切り替えスイッチ(LN/PH)
• 接続される機器に合わせて、PHONOまたは
LINEに切り替えます。
• PHONO1、2/LINE1、3入力端子に何も接続さ
れていないときは、スイッチをLINEにセット
してください。

ご注意

保証とサービスについて

電源スイッチが OFF の状態でも、AC アダプター
は AC 電源ラインに接続されています。長時間使
用しないときは、電源プラグをコンセントから抜
いてください。

Q8 バランスマスター出力端子

主な仕様

（MASTER OUT BAL.）
• 1/4インチTRSジャック対応の出力端子です。
• この出力はパワーアンプまたは他の機器のバラ
ンス入力端子に接続します。
• ピンレイアウト:
チップ（Tip）=ホット（Hot）
リング（Ring）=コールド（Cold）
スリーブ（Sleeve）=グランド（GND）

Q9 マイク入力（MIC BAL.IN）

• 1/4インチTRS（バランス）マイク入力端子です。
• ピンレイアウト:
チップ（Tip）=ホット（Hot）
リング（Ring）=コールド（Cold）
スリーブ（Sleeve）=グランド（GND）

ご注意
このスイッチを切り替えるときは、本機の電源を
OFF にしてください。

W3 PHONO1、2/LINE1、3入力端子

		 MM型カートリッジのターンテーブルの出力
端子やCDプレーヤーなどの出力端子と接続す
る、アンバランスタイプのRCA入力端子です。
接続する機器に合わせて、PHONO1、2/LINE
1、3入力切り替えスイッチを切り替えます。

W4 LINE2、4入力端子

		 CDプレーヤーなどの出力端子と接続する、ア
ンバランスタイプのRCA入力端子です。

W5 アンバランスマスター出力端子

（MASTER OUT UNBAL.）
• アンバランスタイプのRCA出力端子です。
• この出力はパワーアンプまたは他の機器のアン
バランス入力端子に接続します。

W0 フェーダースタート端子（FADER PGM1、2）

3.5mmステレオミニジャックのコードを使用して、
デノンCDプレーヤー（DN-S1200、およびDNS3500）のフェーダースタート端子に接続します。

W6 ACアダプター接続コネクタ（AC IN）

付属のACアダプター（AA-28）を接続します。

W1 グランド端子（GND）

• アナログターンテーブルのグランド用コードを
接続します。
• この端子はアナログターンテーブルの専用端子
です。安全アースではありません。



W0

ご注意
●
●

必ず付属の AC アダプターを使用してください。
必ず付属の AC アダプター (AA-28) を使用して
ください。

W7

W7 W8

W8 W9

W7 チャンネルフェーダースタートスイッチ

（CH 1/2 FADER START）
		 チャンネルフェーダーによるフェーダースター
ト操作をする、しないを選択します。

W8 クロスフェーダースタートスイッチ

（CROSSFADER START A/B）
		 クロスフェーダーによるフェーダースタート操
作をする、しないを選択します。

W9 クロスフェーダーリバーススイッチ

（CROSSFADER REVERSE）
		 クロスフェーダーの操作方向を切り替えます。

E0 クロスフェーダーカーブ調整つまみ

（CROSSFADER CONTOUR）
		 クロスフェーダーの操作方向を切り替えます。

E1 ヘッドホン端子（PHONES）

		 1/4インチのヘッドホン出力端子です。

E0

E1

アンバランス
L

L

R

R

RCA ピンプラグ

マスター出力（バランス）用
バランス

メインバランスパワーアンプ

バランス

        スリーブ = グランド スリーブ = グランド
     リング = コールド
リング = コールド
  チップ = ホット
チップ = ホット

AA-28

電源コンセント

同軸マイク入力用
バランス

バランス

3= コールド

XLR3-11C

XLR3-12C

バランス

ご注意
電源は必ず、付属された AC アダプター（AA-28)
を使用してください。
火災・感電の原因となります。
● 付属の AC アダプター
（AA-28）は本機専用です。
絶対に他の機器に接続しないでください。火災・
感電の原因となります。
●

スリーブ = グランド
リング = コールド
チップ = ホット

主な仕様

3= コールド

メインアンバランスパワーアンプ

バランス

1= グランド2= ホット

マスター出力（バランス）用

2= ホット 1= グランド

AC アダプター

保証とサービスについて

        スリーブ = グランド
     リング = コールド
  チップ = ホット

3.5mm ステレオミニジャックコード

1/4 インチ
TRS ジャック

RCA 入出力端子用

3.5mm ステレオミニジャックコード

1/4 インチ
TRS ジャック
（モノラル）

音声ケーブル

故障かな？と思ったら

電源を入れる場合は、最初に CD プレーヤーなど
のオーディオ再生装置の電源を入れてください。
その後、ミキサー、そして最後にアンプの電源を
入れてください。
● 電源を切る場合は、
最初にアンプ、次にミキサー、
そして次に CD プレーヤー等の再生装置の電源
を切ってください。

バランス
マイク

ご使用になる機器に合わせて、ケーブルをご
用意ください。

ご注意
●

アナログ
アナログ
プレーヤー 2 プレーヤー 1

接続に使用するケーブル

フェーダースタート機能

1. 接続の際は、AC電源が『オフ』であることを確
かめてください。
2. 高品質のオーディオ・ケーブルを使用すること
をお勧めします。
3. 過度に長いケーブルを使用しないでください。
各種プラグは確実に挿入してください。不完全
な接続はノイズ等を引き起こし、スピーカーを
破損させる場合があります。
4. 音量調節つまみが全て『ゼロ』で、各機器の電
源が『オフ』であることを確かめてください。
5. ステレオの出力をパワーアンプ/テープデッキ/
MDレコーダー/CDレコーダーに接続してくだ
さい。
6. 付属のACアダプターのプラグをAC INに接続し
てください。

CD プレーヤー

接続のしかた

接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせて
ご覧ください。
接続図を参照してください。

CD プレーヤー

ご使用になる前に

接続のしかた

準備



ご使用になる前に

フェーダースタート機能

接続のしかた

フェーダースタート

フェーダースタート機能
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故障かな？と思ったら

-*/&

'"%&3
1(.

CD プレーヤー（DN-S1200） '"%&3

保証とサービスについて
主な仕様



'"%&3
1(.

L

R

-*/&

-*/&
065

'"%&3
1(.

'"%&3
1(.

%/9

R

'"%&3

CD プレーヤー（DN-S1200） '"%&3

Channel
fader
チャンネルフェーダー

接続されたCDプレーヤーをスタンバイ状態にします。

チャンネルフェーダーを上に動作させると、接続され
たCDプレーヤーが再生を開始します。

CROSS FADER START A, Bを『ON』にします。

3
4
5

接続されたCDプレーヤーをスタンバイ状態にします。

クロスフェーダー をスタートさせたい入力（PGM）

とは逆の方向いっぱいの位置に移動させます。
【例】PGM1に接続されたCDプレーヤーをスタートさせ
る場合

CROSS FADER CONTOURを右いっぱいに回し、
クロスフェーダーの立上りを急なカーブに設定します。

その後、クロスフェーダーを再度スタートさせたい入
力（PGM）とは逆の方向いっぱいの位置に移動させる
と、接続されたCDプレーヤーは停止します。

ご注意

保証とサービスについて

• CROSS FADER REVERSEが『ON』のときは、クロスフェーダー
の操作方向が反対になりますので注意してください。
• 同じ入力（PGM）をチャンネルフェーダーとクロスフェーダーで
同時にフェーダースタート操作をすることはできません。
同じ入力（PGM）をCH
FADER
STARTとCROSSFADER
START A, Bでフェーダースタート操作しようとした場合は、クロ
スフェーダースタートが有効になり、CH FADER START操作は
できません。

故障かな？と思ったら

Crossfader
クロスフェーダー

スピーカーCH1またはCH2のチャンネルフェーダー
を下に位置に移動させます。

1
2

フェーダースタート機能

Channel fader
チャンネルフェーダー

CH 1/2 FADER STARTを『ON』にします。

接続のしかた

1
2
3
4

クロスフェーダースタート

ご使用になる前に

チャンネルフェーダースタート

主な仕様

CH 1/2 FADER START

CROSS FADER CONTOUR

CROSS FADER START A, B



ご使用になる前に

故障かな？と思ったら

保証とサービスについて

接続のしかた

n 各接続は正しいですか
n 取扱説明書に従って正しく操作していますか
n スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

a この商品には保証書が添付されております。

保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容をご確
認のうえ大切に保存してください。

フェーダースタート機能

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。
なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、電源を切り、
電源プラグを電源コンセントから抜きとり、お買い上げの販売店にご相談ください。
もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談窓口またはお近
くの修理相談窓口にご連絡ください。
症状

故障かな？と思ったら

電源が入らない。

音が出ない。また
は小さい。

保証とサービスについて
主な仕様

音が歪む。

CD プレーヤの
フェーダースター
トができない。

原因
AC アダプタが電源コンセント
につながっていない。
● AC アダプタが本体につながっ
ていない。
●

接続コードが正しく接続されて
いない。
● 入力切り換えスイッチの位置が
不適切である。
● クロスフェーダーリバースモー
ドになっている。
●

関連ページ
3、4

●

接続を確認してください。

3、4
4

入力切り換えスイッチを再生中
の機器側に切り換えてください。
● クロスフェーダーリバースモー
ド を OFF に す る か、 ま た は、
クロスフェーダー を逆方向に
動かしてください。
● マイクのトークオーバー機能が ● マ イ ク ON/OFF/ ト ー ク オ ー
働いている。
バースイッチをマイク ON また
は マ イ ク OFF に 設 定 し て く だ
さい。

2、3

マスター出力レベルが高すぎる。 マスター出力調整つまみを調整
してください。
● 入力レベルが高すぎる。
● 入力レベル調整つまみを調整し
てください。

2

●

●

●

●

●

接続コードが正しく接続されて
いない。

CH 1/2 FADER START ス

イッチが ON になっていない。
● CH 1/2 FADER START ス
イッチと クロスフェーダー ス
イッチの両方が ON になってい
る。



対策
電源コンセントにつないでくだ
さい。
● AC アダプタのプラグを本体に
つないでください。
●

ステレオミニジャックを使用し
て、本機と CD プレーヤを接続
してください。
● CH 1/2 FADER START ス
イッチを ON にしてください。
● CH 1/2 FADER START を
させるには、クロスフェーダー
ス タ ー ト ス イ ッ チ を OFF に し
てください。
●

2、3

s保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修
理相談窓口が修理を申し受けます。
但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意く
ださい。
詳しくは、保証書をご覧ください。
※ 修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご
参照ください。

d保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談
ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。

f 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。
g保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓

2

口にご相談ください。

※ 当社製品のお問い合わせについては、お客様相談窓口にご連絡ください。
詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

2
4

3、6
3、6

ご使用になる前に

主な仕様

ステレオ
バランス1/4インチTRSジャック
150 Ω
+4 dBm（1.23 Vrms）
（600 Ω負荷時）
20 Hz～20 kHz（± 2dB）
LINE：0.05 %以下
PHONO：0.07 %以下
LINE：85 dB
PHONO：76 dB
75 dB以上
ステレオ
アンバランスRCAジャック
1 kΩ
0 dBV（1 Vrms）
（10 kΩ負荷時）
20 Hz～20 kHz（± 2dB）
LINE：0.05 ％以下
PHONO：0.07 %以下
LINE：85 dB
PHONO：76 dB
75 dB以上
ステレオ
33 Ω
0 dBV（1Vrms）
（32 Ω負荷時）
（ACアダプター：AA-28）
AC 100V±10 % 50/60 Hz
AC 10V 750 mA×2
220（幅）×232（奥行き）×85（高さ）mm
2.8 kg
ACアダプター：0.5 kg

保証とサービスについて
主な仕様

• 外形寸法
• 質量

故障かな？と思ったら

• MASTER出力：
バランス
出力インピーダンス
レベル
周波数特性
全高調波歪み
S/N比
クロストーク
アンバランス
出力インピーダンス
レベル
周波数特性
全高調波歪み
S/N比
クロストーク
• ヘッドホン出力：
出力インピーダンス
レベル
• 電源：

フェーダースタート機能

• MIC入力：
入力インピーダンス
レベル
周波数特性
S/N比
• イコライザー（MIC）:
調整範囲

2 ステレオ
アンバランスRCAジャック
50 kΩ
–50 dBV（3 mV）
2 ステレオ
アンバランスRCAジャック
20 kΩ
–14 dBV（200 mV）
3 バンド
HI（高域）：–30 dB～+10 dB（16 kHz）、–38～+10 dB（20 kHz）
MID（中域）：–38 dB～+10 dB（1 kHz）
LOW（低域）：–38 dB～+6 dB（60 Hz）
モノラル
バランス1/4インチTRSジャック
2 kΩ
–54 dBV(2 mV）
20 Hz～20 kHz(±3 dB）
66 dB
2 バンド
HI（高域）：–12 ～+12 dB(10 kHz）
LOW（低域）：–12 ～+12 dB(100 Hz）

接続のしかた

• PHONO入力：
入力インピーダンス
レベル
• LINE入力：
入力インピーダンス
レベル
• イコライザー（LINE）:
調整範囲

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
※ 本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。



〒 104-0033 東京都中央区新川 1-21-2
茅場町タワー

03-6731-5588

国内営業本部

TEL：

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】
受付時間 9：30 〜 12：00、12：45 〜 17：30
（当社休日および祝日を除く、月〜金曜日）

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、
次の URL でもご確認できます。
http://dm-pro.jp

後日のために記入しておいてください。
購 入 店 名：
ご購入年月日：

電話（
年

月

-

-

）

日
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