ユーザーガイド

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.
3.

注意事項を必ずお守りください。
すべての警告に従ってください。

4.
5.

すべての注意事項に従ってください。
水の近くで使用しなしでください。

6.

お手入れの際は、乾いた布を使用してださい。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、使用しなしでください。

7.
8.

取扱説明書に従って設置してください。
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、風通しの艮い場所でこ
利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピー力̶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、専門の医師にこ相談ください)。
17. 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。
18. 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.denondj.jp
[ サポート ] http://denondj.jp/support/
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ユーザーガイド
はじめに
SC5000M Prim 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。
特徴：
•
7 インチ・ヴァイナル付き電動プラッター
•
7 インチ高解像度マルチタッチディスプレイ
•
24bit/96kHz デジタルオーディオ出力
•
専用の出力端子を備えたデュアルレイヤー再生機能
•
非圧縮フォーマット（FLAC、ALAC、WAV）対応
•
キュー、ループ、スライス、ロールなどマルチファンクションの 8 つのトリガーパッド
•
カスタマイズ可能な、ジョグホイールの周囲を縁取る RGB カラーLED
•
メディア接続用の 3 つの USB 端子と SD カードスロット
•
最大 4 台のプレーヤーとリンク接続可能な LAN 出力端子

同梱品
•
•
o
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•

SC5000M Prime 本体
プラッターアッセンブリ
アルミニウムプラッター
スリップ・マット
スピンドル・ロック・アダプタとスピンドル・ネジ付きヴァイナル(付属)
六角レンチ
RCA オーディオ・ケーブル（ステレオペア）x 2
USB ケーブル
USB 延長ケーブル
ネットワーク・ケーブル
電源ケーブル
クリーニング・クロス
ユーザーガイド/保証書

重要： Engine Prime ソフトウェアのダウンロードは、denondj.com にアクセスして、SC5000M
Prime のウェブページから行ってください。

サポート
製品の最新情報システム要件、互換性など、および操作方法や修理などにつきましては、DENON DJ
のホームページ（http://www.denondj.jp）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（http://denondj.jp/support/）をご覧ください。
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セットアップ
1. プラッターの組み立て
1. SC5000M 本体ベースをパッケージから取り出します。パッケージ（本体の下）からプラッターア
ッセンブリを取り外します。本体を平らで安定した場所に置き、組み立てと操作を行います。

2. 本体のモータの穴にプラッターの底のピンを合わせて、本体ベースにプラ
ッターを置き、しっかりと押してください。均一に回転し、過度に揺れな
いようにしてください。

3. スリップマットをプラッター上に置き、ヴァイナルをスリップマットの上
に置きます。

4. スピンドルのノッチくぼみとスピンドル・ロックアダプタのネジを合わせま
す。六角レンチ（付属）を使用してネジを締め、アダプタをスピンドルにロ
ックします。
注：スピンドル・ネジを締めている間にヴァイナルを押し下げる、または持
ち上げることで、好みの滑り度合いに調整できます。
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2.接続して DJ プレイを始める
1.

すべてのデバイスの電源がオフまたは音量レベルが最小になっていることを確認してください。

2.

SC5000M Prime のオーディオ出力 Layer A/B または Digital Outputs A/B をミキサーの入力に
接続します。

3.

次の接続例のいずれかに従って、SC5000M Prime の Link ポートを接続します。

4.

出力デバイスターンテーブル、ヘッドホン、パワーアンプ、スピーカーなどをミキサーの出力に接
続します。

5.

全てのデバイスを電源に接続します。
電源をオンにする場合は、以下の順序で行ってください。
1：SC5000M Prime や入力ソース 2：ミキサー 3：出力デバイス
電源をオフにする場合は、以下の順序で行ってください。
1：出力デバイス 2：ミキサー 3：SC5000M Prime や入力ソース

接続例
はじめに > 同梱品リストに記載がないものはすべて別売品です。
例 1：2 台の SC5000M Prime ユニットを Link ポートで直接接続する場合

SC5000M Prime(リアパネル)

SC5000M Prime(リアパネル)

X1800 Prime ミキサー
(リアパネル)

電源

電源

USB ドライブ

SC5000M Prime
(フロントパネル)

SD カード

USB ドライブ
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例 2：4 台の SC5000M Prime ユニットの Link ポートを個別に Denon DJ X1800 Prime の Link ポ
ート 1-4 に接続する場合。全てのユニットはミキサー経由でネットワーク化されます。
注 X1800 Prime 以外のミキサーを使用してネットワーク接続を行う場合は、SC5000M Prime ユニ
ットの全てのリンクポートをイーサネットハブに接続してください。

注：別のミキサーを使用する場合は、4 つの SC5000M Prime ユニットのすべてのリンクポートをミ
キサーではなくイーサネットハブに接続します。

SC5000M Prime
（リアパネル）

SC5000M Prime
（リアパネル）

USB
ドライブ

USB
ドライブ

電源

電源

SC5000M
Prime
(リアパネル）

SC5000M
Prime
(リアパネル）

X1800 Prime ミキサー
（リアパネル）

電源

電源
SC5000M
Prime
(フロントパネル）
SD カード

USB ドライブ

RF 警告：これはモバイルデバイスです。 送信機の放射構造から、少なくとも 20cm 離れてください。
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対応デバイスおよびファイル形式
SC5000M Prime は、USB ドライブ、SD カード、接続された他の SC5000M Prime ユニットから音
楽ファイルを再生できます。ご使用のファイルシステム USB ドライブまたは SD カード用とファイル
形式音楽ファイル用が対応していることを確認してください。
対応ファイルシステム exFAT, FAT32 (recommended), HFS+
対応ファイル形式
AAC/M4A
AIF/AIFF (44.1‒192 kHz, 16‒32-bit)
ALAC
FLAC

(read-only), NTFS (read-only)
MP3 (32‒320 kbps, VBR)
MP4
Ogg Vorbis
WAV (44.1‒192 kHz, 16‒32-bit)

本機はアナライズ前のトラックも再生可能ですが、事前にアナライズを行うことで、各機能が最も効果
的に機能します。次のいずれかの方法でトラックのアナライズを行うことができます。
l

l

本機を使用する場合アナライブされていないトラックをロードすると、SC5000M Prime は自動的
にアナライズを開始します。トラックの長さによっては、アナライズ完了までに時間がかかる場合
があります。アナライズ完了後にトラックを再生できますが、アナライズ完了までお待ち頂く必要
があります。
Engine Prime ソフトウェアを使用する場合 付属の Engine Prime ソフトウェアを使用して、
SC5000M Prime で使用する音楽ライブラリを事前にアナライズすることができます。アナライズ
されたトラックでプレイリストを作成してライブラリの管理も可能です。また本機のハードウェア
設定を行うこともできます。操作の項目を参照。Engine Prime ソフトウェアのダウンロードは、
denondj.com にアクセスして、SC5000M Prime ウェブページから行ってください。

USB ドライブまたは SD カードの取り外し
1. USB ドライブまたは SD カードが接続されている SC5000M Prime ユニットで、トラックが再生
されていないことを確認してください。デバイスを取り出すと、ネットワーク接続された全てのユ
ニットのトラックがアンロードされます。

2.

Media Eject を押します。メインディスプレイに接続されているデバイスのリストが表示されま
す。

3.

メーターが減少して、デバイス名がリストから消えるまで、デバイスの名前を押し続けます。デバ
イス上のトラックが再生中の場合、取り外しを続行するかどうかの確認メッセージが表示され、ト
ラックが停止します。取り外しをキャンセルするには Cancel を、取り外すには OK をタップしま
す。
他のデバイスを取り外す場合は、Step3 を繰り返してください。
前の画面に戻るには、もう一度 Media Eject を押すか、右上の X をタップします。
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ネットワーク接続
複数の SC5000M Prime ユニットをネットワーク接続することで、トラックのデータベース、ビート
タイミング、BPM 情報、およびその他のデータをシームレスに共有することができます。
この機能はパフォーマンス時にとても役立ちます。例えば、複数の SC5000M Prime ユニットをネッ
トワーク接続している場合、いずれかの SC5000M Prime に接続されている全てのデバイス USB ドラ
イブまたは SD カード上の全トラックを、他の SC5000M Prime ユニットで検索することができま
す。それらのトラックは、デバイス間で移動せずに再生することができます。
SC5000M Prime ユニットをネットワーク接続する場合は、 付属のネットワークケーブルを使用し
て、次のいずれかの設定を行います。

l

2 台の SC5000M Prime を接続する場合は、それぞれの Link ポートを接続します。

l

4 台の SC5000M Prime ユニットを使用する場合は、それぞれの Link ポート を Denon DJ
X1800 Prime ミキサーの Link ポート 1-4 に接続します。

l

複数の SC5000M Prime ユニットを使用する場合は、それぞれの Link ポートをルーターのイーサ
ネットポートに接続します。
SC5000M Prime ユニットが正しくネットワークに接続されると、NetworkMedia Status ライトが
点灯します。

構成
本機にはショートカット基本設定と環境設定詳細設定でカスタマイズ可能ないくつかの設定がありま
す。これらの設定については、操作 > 構成を参照してください。
ショートカットを開くには、SHORTCUTS ボタンを押します。
プリファレンスを開くには、VIEW/PREFERENCES/UTILITY を長押しします。
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機能
トップパネル

メディアセレクションブラウジング
1.

メインディスプレイ：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。ディスプレイをタッチしてまたはハードウェアコントロールを使用してインターフェ
イスを操作します。詳細は操作 > メインディスプレイ概要を参照してください。

2.

Media Status ライト：USB、SD、Network のいずれかのライトが点灯して、接続中のメディ
アを示します。

3.

Souce ボタン：このボタンを押すと、メインディスプレイに使用可能なデバイスのリスト他のネ
ットワーク化された SC5000M Prime、USB ドライブ、SD カードなどが表示されます。リス
ト内のデバイスをタップして選択します。
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4.

Media Eject ボタン：このボタンを押すと、SC5000M Prime ユニットに接続されているデバ
イスがメインディスプレイに表示されます USB ポートに接続された USB ドライブまたは SD カ
ードスロットに挿入された SD カード。デバイスを取り外すには、本機またはネットワーク接続
された SC5000M Prime ユニットでトラックが再生されていないことを確認してくださいデバ
イスを取り外すとネットワーク接続した全ての SC5000M Prime ユニットからトラックがアン
ロードされます。メインディスプレイ上のデバイス名が表示されなくなるまで押し続けます。

5.

Back ボタン：このボタンを押すと、前の画面に戻ります。パフォーマンスビューでこのボタン
を押すと、ブラウズビューに入ります。

6.

FWD ボタン：このボタンを押すと、次の画面に移ります。パフォーマンスビューでこのボタン
を押すと、ブラウズビューに入ります。

7.

Select/Load ノブ：再生中にこのノブを回すと、トラックの波形を拡大縮小します。ブラウズビ
ューでこのノブを回すとリストをスクロールします。このノブを押すと、項目の選択、または現
在選択中のトラックをデッキにロードします。Shift ボタンを押しながらこのノブを回すと、リ
ストをすばやくスクロールできます。

8.

View/Preferences/Utlity ボタン：このボタンを押すと、ライブラリービューとトラックビュー
が切り替わります。このボタンを押し続けると、プリファレンスとユーティリティーのウィンド
ウに入ります。

9.

Shortcuts ボタン：このボタンを押すと、再生とディスプレイオプションのショートメニューに
アクセスします。

プレイバックトランスポートコントロール
10. Layer ボタン：このボタンを押すと、SC5000M Prime のレイヤー表示が切り替わります。
11. プラッター：この 7 インチの電動プラッターは、ソフトウェアのオーディオ再生ヘッドを操作
し、Motor ボタンの設定に応じて、スクラッチやスピン、無回転ピッチプラッターとして機能し
ます。
12. トルク調整：このロータリースイッチを切り替えて、プラッターのトルクを調整します。トルク
をハイにすると、プラッターはモダンなターンテーブルのような、重くて強い感覚になります。
トルクをローにすると、クラシックなターンテーブルのような、軽くて優雅なの感覚になりま
す。
13. Stop Time ノブ：PLAY/PAUSE (▶/II) ボタンを押してトラックを一時停止させた時に、トラッ
クが完全に止まるまでの時間ブレーキタイムを設定します。
14. モーター：プラッターのモーターは作動/停止にできます。 モーターが作動すると、プラッター
はターンテーブルのようにスピンしスクラッチできます。モーターが停止し、オーディオが再生
されているときは、プラッターを動かしてトラックの速度を一時的に調整できるピッチプラッタ
ーになります。これはビートの位置合わせに便利です。 モーターを停止してオーディオを一時停
止すると、プラッターを動かしてトラックをスクラッチすることが出来ます。 再生中にモーター
が作動しても、オーディオは中断されません。
15. Play/Pause (▶/II) ボタン：このボタンを押して、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、トラックに設定された最初のキューポイントから”スタ
ッタープレイ”されます。
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16. Cue ボタン ：再生中にこのボタンを押すと、トラックに設定された最初のキューポイントに戻
り、再生が停止します。テンポラリキューポイントを設定していない場合にこのボタンを押す
と、トラックの冒頭部分に戻ります。テンポラリキューポイントを設定するには、トラックが一
時停止していることを確認してください。プラッターでキューポイントを設定する位置を調整し
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、
トラックが最初の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
は最初のキューポイントに戻り、一時停止します。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、最初のキューポイントが設定されま
す。
17. 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。ただし、再生中に間違って違う曲を選択したりしないように基本的に再生中はこの機能は
ロック状態になっており使用できませんが、プリファレンス内の LOCK PLAYING DECK で設定
の ON/OFF を切り替える事が出来ます。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。

シンクピッチコントロール
18. 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。ピッチ
レンジは、 Shift ボタン を押しながら Pitch Bend ボタン のいずれかを押すことで変更できま
す。
重要 SYNC が有効になっている場合に、SC5000M Prime のマスターユニットでピッチフェ
ーダーを動かすと、すべてのシンクされたユニットのスピードが変更されます。この場合マス
ターユニット以外のピッチフェーダーは作動しません。
19. 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
を早くしたり、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。
20. Key Lock/Pitch Reset 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。
キーロックを有効にするとトラックのキーはロックされ、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、ピッチフェーダーの位置に関係なくトラックのピッチ
は、オリジナル 0%にリセットされます。
21. 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。2 台以上の SC5000M
Prime ユニットをシンクさせる場合は、BPM をコントロールしたいユニットの Sync ボタンを
押して、マスターユニットを設定します。マスターユニットのシンクが有効化されたら、他のユ
ニットの Sync ボタンを押します。他のユニットがシンクすると、マスターユニットのテンポに
追従します。シンクを無効にするには、Sync ボタンをもう一度押すか、環境設定の Sync ボタ
ン設定に応じて、Shift キーを押しながら Sync ボタンを押します。
22. Master： このボタンを押すと、マスターテンポをコントロールするマスターユニットとして設
定されます。接続された SC5000M Prime ユニットのシンクが有効化されると、マスターユニ
ットのテンポに追従します。マスターユニットを停止した場合、設定を変更しない限り、マスタ
ーユニットの次に長い時間再生されているユニットが、自動的にマスターユニットとして設定さ
れます。
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パフォーマンスコントロール
23. 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。
24. Slip 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、プラッターの制御などを行うことが可能ですディスプレイ上に表示される波形の下
半分は進行します。実行中のアクションを止めると、ディスプレイ上に表示されている波形の下
半分の位置アクションが行われずに再生された場合の再生位置から再生を再開します。
25. 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、ディスプレイ上に表示されている波形の下半分の位置アクションが行われずに再生
された場合の再生位置から再生を再開します。Shift ボタンを押しながらこのボタンを押すと、
トラックがリバース再生されます。このボタンを再度押すと、トラックは通常通り再生します。
26. パフォーマンスパッド：これらのパッドは、現在のパッド・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。
27. Hot Cue ボタン：このボタンを押すとホットキュー・モードに入ります。詳細は、操作 > パフ
ォーミング > パッドモードを参照してください。
28. Loop ボタン：このボタンを一度押すとマニュアル・ループ・モードに入ります。もう一度押す
とオートループ・モードに入ります。詳細は、操作 > パフォーミング > パッドモードを参照し
てください。
29. Roll ボタン：このボタンを押すとロール・モードに入ります。詳細は、操作 > パフォーミング >
パッドモードを参照してください。
30. Slicer ボタン：このボタンを押すとスライサー・モードに入ります。詳細は、操作 > パフォーミ
ング > パッドモードを参照してください。
31. Parameter ◀/▶：これらのボタンを使用して、パッド・モードの様々な機能を操作します。詳
細は、操作 > パフォーミング > パッドモードを参照してください。
32. 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、操作 > 構成 > ショートカットを参照してくださ
い。
33. 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。値はメ
イ ン デ ィ ス プ レ イ 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。
ポイントマニュアル・ループ・モードでパッドにオートループをアサインすることができます。
詳細は、操作 > パフォーミング > パッド・モードを参照してください。
34. 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オートループノブで設定する事が出来ます。
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フロントパネル

1.

フロントパネル USB 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すると Source ボタンを押す、ディスプレイで USB ドライブ上のトラ
ックを検索して、ロードすることができます。リアパネルにも同様の 2 つの USB ポートが装備さ
れています。 また付属の USB エクステンションケーブルを使用して、USB ドライブを使用するこ
とも可能です。

2.

SD カードスロットこのスロットに標準の SD カードまたは SDHC カードを挿入します。SD カー
ドをソースとして選択すると Source ボタンを押す、ディスプレイで SD カード上のトラックを検
索して、ロードすることができます。

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。SC5000M
Prime 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出来ます。

2.

電源スイッチ：このボタンを押して、本機の電源をオンオフします。本機の電源は、全ての入力機
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。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。このボタンを 10 秒
押し続けると、SC5000M Prime がリセットされます。

3.

Link ポート：同梱のネットワークケーブルを使用して、このポートを別の SC5000M Prime また
は Denon DJ X1800 Prime ミキサーに接続します。 ネットワーク化された各 SC5000M Prime
は、この接続を介してトラックのデータベース、ビートタイミング、BPM 情報、またはその他の
トラックデータを共有することができます。

4.

USB ポート：USB 出力付属の USB ケーブルを使用して、この USB ポートと PC を接続します。
この接続は、PC と MIDI 情報を送受信します。
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5.

6.

リアパネル USB ポート 2/3：これらに接続された USB ドライブのいずれかをソースとして選択す
ると Source ボタンを押す、ディスプレイを使用して USB ドライブ上のトラックを検索してロー
ドすることができます。 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。
Layer 出力端子 A/B：これらの出力を DJ ミキサーに接続するには、標準の RCA ケーブルを使用
します。A ライン出力は Layer A からのオーディオ信号を送信し、B ライン出力は、Layer B から
のオーディオ信号を送信します。

7.

デジタル出力端子 A/B：標準の同軸ケーブルを使用して、これらの 24bit/96kHz 出力を Denon
DJ X1800 Prime ミキサーなどのミキサーや他のデバイスに接続します。

8.

Remote 入力端子：標準のリモート・スタートケーブルを使用して、この入力をミキサーのリモー
ト・スタート出力に接続します使用可能な場合。リモートスタート機能との互換性があるミキサー
に接続した状態で、本機がアサインされたサイドにクロスフェーダーを移動させるまたはチャンネ
ルフェーダーを上げると、現在選択されているレイヤーのトラックが自動的に再生されます。

9.

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。

操作
メインディスプレイ概要
パフォーマンスビュー
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トラック・オーバービューを左右にスワイプさせると、トラックをサーチすることができます。
注：ニードルロックがオフの場合、再生中にこの機能を使用できます。 ニードルロックとモーターがオ
ンの場合、手でプラッターを停止し、トラック・オーバービューをスワイプできます。ニードルロック
の詳細は、構成 > プリファレンスをご覧ください。
波形上でピンチインピンチアウトすると、波形が拡大または縮小します。または、Select/Load ノブを
回すと同じ操作を行えます。
アイコンをタップして選択します例えば画面左側のクレート、プレイリスト、プリペア・リスト、ファ
イル、サーチ。
クオンタイズ、コンティニュー、キーロックを押すと、それらの機能を有効または無効にすることがで
きます。
タイムを押すと、トラックの経過時間と残り時間が切り替わります。

パフォーマンスビューでビートグリッド・コントロールを、表示または非表示にすることもできます。
ビートグリッドはトラックがアナライズされると、自動的に検出され、設定されます。
ビートグリッド・コントロールを表示するには、Select/Load ノブを 1 秒間長押し続けます。ディスプ
レイ下部に 6 つのメニューが表示され、ビートグリッド・マーカーが波形に表示されます。
ビートグリッドをリセットするには、Reset をタップします。
ビートグリッドの基準となるグリッドポイントを左右 1 ビート単位でにシフトするには、< または >
ボタンをタップするか、Select/Load ノブ を回します。
ビートグリッド全体を左右にシフトさせたりスライドさせたりするには、プラッターを動かします。
ビートグリッド・マーカーの数を半減または倍増させるには、/2 または X2 をそれぞれタップします。
ビートグリッド・コントロールを非表示にするには、Close をタップします。

ブラウズビュー

ライブラリを検索してトラックをデッキにロードするには、ブラウズビューを使用します。またクレー
トやプレイリストを検索したり、トラックをプリペア・リストに追加したり、トラックの並べ替えやフ
ィルタリング機能を使用してトラックを検索することもできます。
重要 Engine Prime ソフトウェアのダウンロードは、denondj.com にアクセスして、SC5000M
Prime ウェブページから行ってください。
ブラウズビュー間の移動は、左側の 5 つのアイコンを使用します。
l

Crates：ジャンルやスタイル、特定の年代のアルバムなど、様々なクレートを作成できます。付属
の Engine Prime ソフトウェアで作成されたクレートも使用可能です。
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l

Playlists/History：クラブプレイ用のトラックやミックス用のトラックなど、トラックの用途に応
じた様々なプレイリストを作成できます。付属の Engine Prime ソフトウェアで作成されたプレイ
リストも使用可能です。また再生履歴を表示することもできます。プレイリストがない場合は、履
歴のみが表示されます。

l

Prepare：トラックをプリペア・リストに追加すると、ライブラリ全体から検索するよりも素早く
検索することができます。

l

Files：USB ドライブまたは SD カードにインポートされている全てのファイルを検索します。

l

Search： このオプションを使用して、トラックをキーワードで検索します。検索結果はアルバム
名、アーティスト名、トラック名、キー、テンポに基づきます。

リストを上下にスワイプして 閲覧しますクレートリスト、プレイリスト、トラックリストなど。また
は、Back や Foward ボタンを押してリストを選択し、Select/Load ノブを回します。Shift ボタンを
押しながら Select/Load ノブを回すと、リストを素早くスクロールできます。また、リストの右端に
あるスクロールバーをタップしてドラッグすることも可能です。
リストのアイコンまたはアイテムをタップして選択します。または、Select/Load ノブを押します。
トラックを右にスワイプしてデッキにロードします。または、Select/Load ノブを押します。
トラックを左にスワイプしてプリペア・リストに追加します 。または、 Shift ボタン を押しながら
Select/Load ノブを押します。トラックをプリペア・リスト上で左にスワイプして削除します。
トラックのファイル名を押し続けると、情報ウィンドウが表示されます。タップして情報ウィンドウを
閉じます。
サーチをタップするとディスプレイに表示されたキーボードを使って、トラックをキーワードで検索で
きます。検索結果はアルバム名、アーティスト名、トラック名、キー、テンポに基づきます。

パフォーミング
トラックのロードと削除
任意のトラックリストを表示している場合：
トラックをデッキにロードするには、トラックを右にスワイプします。または、Select/Load ノブを
押します。
プリペア・リストにトラックを追加するには、トラックを左にスワイプします。または、Shift ボタ
ンを押しながら Select/Load ノブを押します。
トラック情報を表示するには、トラックのファイル名を押し続けます。
プリペア・リストを閲覧している場合
プリペア・リストからトラックを削除するには、トラックを左にスワイプします。
プリペア・リストからすべてのトラックを削除するには、ディスプレイ右上にある Clear をタップし
ます。

トラックのサーチフィルター
検索するには、Search フィールドをタップし、ディスプレイに表示されるキーボードを使用します。
検索結果は、アルバム名、アーティスト名、トラック名、キー、テンポに基づいています。
キーボードを非表示にするには、キーボード右下のキーボードアイコンをタップします。または、画面
上でキーボードまたは Search フィールド以外の任意の場所をタップします。
トラックをフィルタリングするには、Genre、Album、Artist、Key、BPM をタップし、使用可能なオ
プションの 1 つをタップします。指定したジャンル、アルバム、キーまたは BPM がタグ付けされたト
ラックのみが表示されますデフォルトでは、Camelot システムでキーを記録しています。
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注 Preferences で、同じキーのトラックや適合するキーのトラックのみを表示させる設定、BPM フィ
ルターの許容値 1-15 BPM 以内のテンポを有するトラックを含めるの設定が行えます。詳細は、構成 >
プリファレンスをご覧ください。
結果をアルバム、アーティスト、トラック名、キーまたはテンポでソートするには、右上の 5 つのアイ
コンのいずれかをタップします。もう一度タップすると、逆の順番でソートされます。

Album

Artist

Track

Key

BPM

再生キュー
トラックを再生または一時停止するには、Play/Pause (▶/II) を押します。
トラックをスクラッチするには、モーターがオンに設定され、オーディオが再生されているときにプラ
ッターを動かします。
キューポイントを設定するには、再生中に目的の位置で Shift+Cue を押します。
キューポイントに戻って停止するには、Cue ボタンを押します。
キューポイントに戻って再生を続けるには、Shift+Play/Pause (▶/II) を押します。
リバース再生をするには、Shift+Censor/Reverse を押します。リバース再生中はボタンが点滅します。

通常再生に戻るには、Censor/Reverse を押します。
一時的にリバース再生するには、Censor ボタンを長押しします。
通常再生に戻るには、Censor ボタンから指を離します。ディスプレイ上に表示されている波形の下半
分の位置アクションが行われずに再生された場合の再生位置から再生を再開します。
前後のトラックにスキップするには、Track Skip ボタンのいずれかを押します。
トラックの先頭に戻るには、Track Skip ボタンを押します。
トラックを素早くスキャンするには、Shift ボタンを押しながら Beat Jump ボタンのいずれかを押します。

スリップ・モードを有効または無効にするには、Slip ボタンを押します。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、プラ
ッターの制御などを行うことが可能ですディスプレイ上に表示される波形の下半分は進行します。実行
中のアクションを止めると、ディスプレイ上に表示されている波形の下半分の位置アクションが行われ
ずに再生された場合の再生位置から再生を再開します。
トラックの特定の位置へジャンプするには：
l ニードルロックが無効の場合トラック・オーバービューで目的の場所をタップします。
l ニードルロックが有効な場合プラッタが Vinyl モード Vinyl ボタンを押すとライトが点灯しますで
あることを確認し、 プラッター を制御しながらトラック・オーバービューをスワイプしてくださ
い。モーターがオンになっていることを確認の上、手でプラッターを停止し、トラック・オーバー
ビューをスワイプします。

ニードルロックについての詳細は、構成 > プリファレンスを参照してください。
波形をズームインズームアウトするには、ディスプレイをピンチインピンチアウトしてください。また
は、Select/Load ノブを回します。
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ループビートジャンプ
オートループを作成してアクティブにするには、Auto Loop ノブを押します。
オートループの長さを設定するには、Auto Loop ノブを回して、拍数を選択します 1/32、1/16、
1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64
マニュアルループを作成してアクティブにするには、Loop In を押してループのスタートポイントを設
定し、Loop Out を押してエンドポイントを設定します。設定直後にループはアクティブになります。
設定されたループのエリアは、波形とトラック・オーバービュー上にシェードがかけられた状態で表示
されます。
ループを解除するには、Auto Loop ノブを押します。
ループを移動させるには、ループがアクティブな状態で Shift ボタンを押しながら Auto Loop ノブを
回します。
ループの長さを半分または 2 倍にするには、ループがアクティブな状態で Auto Loop ノブを回しま
す。
ビートジャンプするには、Beat Jump ボタンのいずれかのボタンを押します。オートループで設定さ
れた長さでトラックをスキップします。トラックをスキップする長さは、Auto Loop ノブを回して設
定します。

シンク・ピッチ調整
シンクを有効にするには、BPM をコントロールしたいユニットの Sync ボタンを押します。シンクが
有効になり、マスターユニットとして設定されます。マスターユニットでシンクが有効化された後に、
他のユニットの Sync ボタンを押します。各ユニットのテンポは、マスターユニットのテンポに追従し
てすぐにシンクします。
ディスプレイ上のシンク・ステータスアイコンに現在のステータスが表示されます。
l Sync Off シンクは無効です。
l Tempo Sync テンポのみシンクされます BPM はマスターユニットに追従。
l Beat Sync テンポがシンクされ、トラックはマスターユニットのトラックと自動的にビートマッチ
ングされます。
本機のシンクを解除するには、Sync ボタンをもう一度押すか、環境設定の Sync ボタン設定に応じて
Shift + Sync ボタンを押します。
別の SC5000M Prime ユニットをマスターとして設定するには、Master ボタンを押します。接続され
た全ての SC5000M Prime ユニットでシンクが有効になっているユニットは、マスターユニットのテ
ンポに追従します。
トラックのピッチを調整するには、ピッチフェーダーを動かします。デッキがシンクされていない場合
のみ操作可能です。
重要シンクが有効な状態で、SC5000M Prime のマスターユニットのピッチフェーダーを動かすと、
全てのシンクされたユニットのスピードが変更されます。この時マスター以外のユニットのピッチフェ
ーダーは動作しません。
一時的にピッチを調整するには、Pitch Bend ‒/+ボタンのいずれかを押し続けます。
ピッチフェーダーのレンジを調整するには、Shift ボタンを押しながら、Pitch Bend ‒/+ボタンのいず
れかを押して+4%、8%、 10%、20%、50%、100%から選択します。
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トラックのピッチを 0%にリセットするには、Shift ボタン+Key Lock/Pitch Reset ボタンを押しま
す。ピッチフェーダーの位置にかかわらず、元のピッチ 0%に戻ります。
トラックのキーをロックまたは解除するには、マスターディスプレイの Key Lock アイコンをタップし
ます。または、Shift ボタン+Key Lock ボタンを押します。キーロックを有効にすると、トラックの速
度を調整してもキーは変わりません。

パッドモード
8 つのパッドは、各パッドモードによって機能が異なります。パラメーターボタン◀/▶は、各パッドモ
ードで個別の調整を行います。
各パッドモードに入るには、Hot Cue、Loop、Roll、Slicer の対応するボタンを押します。

ホットキューモード

Hot
Cue 1

Hot
Cue 2

Hot
Cue 3

Hot
Cue 4

Hot
Cue 5

Hot
Cue 6

Hot
Cue 7

Hot
Cue 8

ホットキューモードでは、各パッドにアサインされたホットキューポイントにジャンプすることができ
ます。
ポイント: Engine Prime ソフトウェアを使用して、ホットキューポイントの設定や、名前とカラーの設
定を行うことができます。設定した内容はディスプレイ上に反映され、各ホットキューの識別に役立ち
ます。
ホットキューをパッドにアサインするには 、トラックの目的の位置で点灯していないパッドを押しま
す。ホットキューポイントがアサインされるとパッドは点灯します。
ホットキューポイントにジャンプするには、対応するパッドを押します。
パッドからホットキューを削除するには、Shift ボタンとホットキューを削除するパッドを押します。
ホットキューポイントが削除されると、パッドはオフの状態になります。

ループモード

Loop
1

Loop
2

Loop
3

Loop
4

Loop
5

Loop
6

Loop
7

Loop
8

ループモードでは、各パッドを使用して、アサインされたループをアクティブにすることができます。
初めて Loop ボタンを押した場合は、常にマニュアルループモードに入ります。
注: Engine Prime ソフトウェアを使用して、ループと名前を設定することができます。設定した名前は
ディスプレイ上に反映され、各ループの識別に役立ちます。
ループをパッドにアサインしてアクティブにするには、トラックの目的の位置で点灯していないパッド
を押してループのスタートポイントを設定し、もう一度トラックの目的の位置でパッドを押してループ
のエンドポイントを設定します。オートループが選択されている場合、点灯していないパッドを押す
と、パッドにオートループをアサインすることができます。アサイン直後にループはアクティブにな
り、パッドが点灯します。
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ループをアクティブにするには、対応するパッドを押します。
ループを削除するには、Shift ボタンと目的のパッドを押します。
オートループモードでは、各パッドを使用してオートループを作成し、アクティブにすることができま
す。マニュアルループ・モードで Loop ボタンを押すと、オートループモードに入ります。
オートループを有効にするには、パッドを押します。ディスプレイに各パッドのオートループの長さが
表示されます。
オートループを無効化するには、パッドをもう一度押します。

ロールモード

1/8-Beat Roll

1/4T-Beat
Roll

1/4-Beat
Roll

1/2T-Beat
Roll

1/2-Beat
Roll

1T-Beat
Roll

1-Beat
Roll

2-Beat
Roll

ロールモードでは、トラックのタイムラインが進行中に、各パッドを押し続けると、特定の長さの”ルー
プロール”をトリガーすることができます。パッドを離すと、ディスプレイ上に表示されている波形の下
半分の位置アクションが行われずに再生された場合の再生位置から再生を再開します。
ロールをトリガーするには、対応するパッドを押します。三連符のループロールがアサインされている
パッドは、異なる色で点灯します。

スライサーモード

Slice
1

Slice
2

Slice
3

Slice
4

Slice
5

Slice
6

Slice
7

Slice
8

スライサーモードでは、8 つのパッドが、波形上に表示される 8 つのビートグリッドスライスに対応し
ます。Slicer ボタンを押すと、自動的に 8 ビートのスライスがアサインされます。現在再生中のスライ
スは、パッドの点灯により表示され、パッド上を点灯しながら進行します。パッドを押して目的のスラ
イスを再生することができます。パッドを離すと、トラックは通常通りアクションが行われずに再生さ
れた場合の再生位置再生を始めます。
スライスを再生するには、対応するパッドを押します。
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構成
重要ショートカット画面に表示されている全ての項目は、プリファレンスでも設定可能です。どちらか
の画面で設定を変更すると、もう一方の画面にも適用されます。

ショートカット
ショートカット画面を開くには、Shortcuts ボタンを押します。
ショートカット画面を閉じるには、右上の X をタップします。

ショートカット画面で、オプションをタップして選択します
l

LAYER COLOR：各レイヤーのプラッター上のライト・リングの色を設定します。中央の A また
は B をタップしてレイヤーを選択し、色をタップして選択します。設定後すぐにライト・リングの
色が変更します。前の画面に戻るには、X をタップします。

l

Cue/Loop Quantization：時間ベースのクオンタイズ値を設定します。
1/8 ビート、1/4 ビート、1/2 ビート、1 ビート、4 ビートから選択してください。

l

Sync Mode ：Sync ボタンを押した時に、シンクする範囲を設定します

²

Tempo：テンポのみシンクされます BPM はマスターユニットに追従します。

²

Beat：テンポがシンクされ、トラックはマスターユニットのトラックと自動的にビートマッチ
ングされます。

²

Bar：テンポはシンクされ、トラックはマスターユニットのトラックと自動的にバーマッチン
グされます各小節の最初の 1 拍目を揃えます。

l

Screen Brightness：メインディスプレイの明るさを設定します LOW、MID、HIGH、MAX

l

Player # : この設定は、プレーヤーの番号を設定します。 ブラウズするソースデバイスを選択する
と、この番号がディスプレイのデバイス名の横に表示されます。

プリファレンス
プリファレンス画面を開くには、View / Preferences / Utility を長押しして、Preferences のタブを
タップします。
プリファレンス画面を閉じるには、右上の X をタップします。
プリファレンス画面では、上下にスワイプしてオプションをスクロールし、タップして選択します。
l Track Start Position：トラックがロードされた後の再生開始位置を設定します。ファイルの一番
始めからスタートさせる場合は Track Start を選択し、キューポイントから再生させる場合は Cue
Position を選択します。

l

Default Speed Range：ピッチフェーダーレンジを設定します。 4%、8%、10%、20%、50%
から選択します。

l

Sync Mode：Sync ボタンを押した時に、シンクする範囲を設定します

²
²
²

Tempo：テンポのみシンクされます BPM はマスターユニットに追従します。
Beat：テンポがシンクされ、トラックはマスターユニットのトラックと自動的にビートマッチ
ングされます。
Bar：テンポはシンクされ、トラックはマスターユニットのトラックと自動的にバーマッチン
グされます各小節の最初の 1 拍目を揃えます。
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l

Sync ボタン設定: 押したときの Sync ボタンの動作を設定します。

²

Toggle: トグル：Shift キーを押さなくてもシンクのオン/オフを切り替えることができます。

²

Shift Disable: シンクをオフにするには Shift キーを押したままにします。

l

Cue/Loop Quantization：時間ベースのクオンタイズ値(ホットキューポイント、ループ、ループ
ロール)を設定します。1/8 ビート、1/4 ビート、1/2 ビート、1 ビート、4 ビートから選択してく
ださい。

l

Paused Hot Cue Behavior: パッドがどのようにホットキューポイントを再生するかを設定しま
す。 Momentary に設定では、パッドを押すと、押している間キューポイントから再生します。離
すとキューポイントに戻ります。Trigger に設定にすると、パッドを押すとホットキューポイント
から再生が始まり、そのまま続きます。

l

Platter Play/Pause Behavior: トラックの再生開始の速さを設定します。 Normal に設定すると、
トラックはモーターの起動速度に応じて再生されます。Instant に設定すると、曲がすぐに再生さ
れ、モーターとプラッターは数ミリ秒以内に曲に追いつきます。

l

Default Loop Size: 新しいトラックをデッキに読み込むときのオートループのデフォルトのサイズ
を設定します。1、2、4、8、16 ビートから選択します。

l

Smart Loops: オンまたはオフを選択し、マニュアル・ループを設定したときにマニュアル・ルー
プが自動的に拡大されるか、従来の長さ（例：2 ビート、4 ビート、8 ビートなど）に縮小される
かどうかが設定します。これは Quantization の設定とは別に機能します。

l

Time Format：ピッチ調整が、トラックタイム表示に影響を与えるかどうかを設定します。Static
に設定すると、通常通りトラックタイムが表示され、ピッチ調整の影響を受けません。Dynamic に
設定すると、トラックタイムはピッチの変化に合わせて自動的に変化します。例えば、ピッチフェ
ーダーを-8%に設定すると、トラックタイムは 8%長くなります。

l

Track End Warning：トラックが終わりに近づいていることを知らせる秒数を設定します。トラッ
クが現在の選択されているレイヤーを使用している場合は、プラッターリングとトラック・オーバ
ービューが点滅します。トラックがもう一方のレイヤーを使用している場合は、Layer ボタンが点
滅します。

l

On Air Mode: X1800 ミキサーのチャンネルフェーダーが上または下にあるときにプラッターリン
グのライトを変更し、アクティブまたはオンエアのデッキを示します。 この設定を On にし、チャ
ンネルフェーダーを上げるとプラッターの色が白から選択された色に変わります。 この設定をオフ
にすると、チャンネルフェーダーの位置に関係なく、ユーザーが選択した色が常に表示されます。
注: これには Ethernet 経由で接続された X1800 が必要です。

l

Lock Playing Deck： 再生中のデッキにトラックをロードすることができるかどうかを設定しま
す。On または Off を選択します。オンに設定すると、デッキを一時停止させてからトラックをロ
ードする必要があります。

l

Needle Lock：再生中にディスプレイ上のトラック・オーバービューをタップして、その位置にジ
ャンプできるかどうかを設定します。On または Off を選択します。この設定にかかわらず、再生
が停止している時は、トラック・オーバービューを使用できます。ニードルロックがオンでモータ
ーがオンの場合、手でプラッターを停止させると、トラック・オーバービューをスワイプできま
す。

l

Pad Lock：パッドとパッドモード・ボタン Hot Cue、Loop、Roll、Slicer の有効または無効を設
定します。On または Off を選択します。
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l

Key Notation： ディスプレイ上に表示されるトラックキーの表記方法を設定します。 Sharps 、
Flats、Open Key、または Camelot から選択可能です。

l

Key Filter : Key フィルターが同じキーのトラックのみ Match を表示するか、適合するキー
Compatible のトラックを表示するかを設定します。

l

BPM Range : トラックが分析されるときに使用される BPM 値の最低値と最高値が設定されます
(58〜115、68〜135、75〜155、88〜175、98〜195 BPM から選択)。

l

BPM Filter ToleranceBPM フィルター：の許容値を設定します。 0、 1、 2、 3、 5、 10、
15 から選択可能です。

l

Show Only File Name : オンまたはオフを選択し、トラックをメタデータ(タグ)ではなくファイル
名で表示するかどうかを設定します。

l

Deck Layer Colors：各レイヤーごとのプラッター上のライト・リングの色を設定します。A また
は B の横に表示されている矢印をタップしてレイヤーを選択し、色をタップして選択します。ライ
ト・リングの色は選択直後に変更します。前の画面に戻るには、X をタップします。

ユーティリティー
ユーティリティー画面を開くには、View / Preferences / Utility を長押しして、Utility タブをタップ
します。
ユーティリティー画面を閉じるには、右上の X をタップします。
ユーティリティー画面では、上下にスワイプしてオプションをスクロールし、タップして選択します。

l

Player #：プレイヤーの番号を設定します。ブラウジング時に外部デバイスを選択している場合、
この番号はディスプレイのデバイス名の隣に表示されます。

l

Layer B : SC5000M Prime がデッキレイヤー(オン)とオフライン(オフ)の両方を使用するかどう
かを設定します。

l

Screen Brightness：メインディスプレイの明るさを設定します LOW、MID、HIGH、MAX

l

Model：製品名を表示します。

l

Firmware Version：ユニットの Engine Prime オペレーティングシステムの現在のバージョンを
表示します。

l

SC5000 Controller： ユニットのコントローラーファームウェアの現在のバージョンを表示しま
す。

l

Update Firmware： ファームウェアのアップデートを行う場合は、このオプションを使用しま
す。ダウンロードしたファームウェア・アップデートパッケージ付属の説明書の指示に従ってアッ
プデートを行ってください。
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付録
技術仕様
アナログ出力
S/N 比
全高調波歪率
周波数帯域
デジタル出力
再生メディア

プラッター
ディスプレイ
接続

電源
サイズ
重量

2.0 Vrms (0 dBFS,
116 dB
< 0.0015%
22Hz〜22kHz
サンプル・レート
ビット深度
タイプ

1 kHz)

96 kHz
24-bit
SD、 SDHC、SDXC カード
USB マスストレージ・ドライブ (flash memory,
external HDD enclosures)
USB ドライブフラッシュメモリ、外付 HDD
ファイルシステム
exFAT
FAT32 (recommended) 推奨
HFS+ (read-only) 読み取り専用
NTFS (read-only) 読み取り専用
ファイルフォーマ
AAC/M4A
ット
AIF/AIFF (44.1‒192 kHz, 16‒32-bit)
ALAC
FLAC
MP3 (32‒320 kbps, VBR)
MP4
Ogg Vorbis
WAV (44.1‒192 kHz, 16‒32-bit)
直径 7.0” / 178 mm 金属製
メイン
178 mm 対角
152 x 91 mm (W x H)
RCA 出力端子 2
コアキシャル・デジタル出力端子 2
1/8"ミニステレオ入力端子リモートスタート 1
USB ポートタイプ A 3（リアパネル・ポートは、USB 3.0 デバイス用に
900mA を供給、USB 2.0 デバイス用に 500mA を供給。フロントパネル・ポ
ートは、USB2.0 デバイス用に 500mA を供給）
PC 接続用 USB ポートタイプ B 1
SD カードスロット 1
イーサネット・リンクポート 1
電源アダプター入力端子 1
接続 IEC / 入力電圧 110‒240 VAC, 50/60 Hz / 消費電力 75 W
320 x 419 x 135 mm（W x D x H）
6.31 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。
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。
Engine Prime は、zplane.development によって élastiquePro V3 と[tONaRT] V2 を組み込んでい
ます。
Kensington と K＆Lock のロゴは ACCO Brands の登録商標です。
macOS、iTunes、および QuickTime は、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
SD、SDHC、および SDXC は、SD-3C、LLC の登録商標です。
Serato、Serato DJ、および Serato のロゴは Serato Audio Research 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。
本製品は、ライセンスのもとでソフトウェアおよび技術を使用します。
詳細は、denondj.com/product-legal をご覧ください。
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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Manual Version 1.0

27

無料修理規定
1.
2.
3.

4.

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。
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。
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。
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。

* 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３１９２３ オーク南麻布ビルディング６F
お問い合わせ： http://denondj.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。
UGDNDJSC5000MPRIME10
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