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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

製品をご使用の際は、使用上
の注意に従ってください。

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使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。

このマークは、ご利用の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。

注意事項を読んでください。

注意事項を守ってください。

すべての警告に従ってください。

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いでください。

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、フロントパ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。

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、アンプを含むそのほかの音

楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かな

いでください。

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。

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。

付属品は、メーカが指定しているものを使用して

ください。

音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テー

ブルに載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。
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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。

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。

本装置は、正常に動作していても熱を発生します

ので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通し

の良い場所でご利用ください。

本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピー

カで長時間、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）。

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。

警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさ

ないでください。
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＜お問い合わせ＞

株式会社ニュマークジャパンコーポレーション
カスタマ・サポート部

〒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6階

TEL：03-6277-2231　FAX：03-6277-0025

[ WEB ] 

 

http://numark.jp/



ユーザガイド

はじめに

・ iDJ Live II
・ iPadスタンド
・ オーディオ・スプリットケーブル
・ ミニUSB - USBケーブル
・ ミニUSB - 30ピンケーブル
・ ミニUSB - Lightning ケーブル
・ Software Download Instructions（英文）
・ User Guide（英文）
・ Safety & Warranty Manual（英文）

製品のサポートにつきましては、以下のページをご覧ください。

http://numark.jp/support/

また、iDJ Live II の最新情報につきましては、製品ページをご覧ください。

http://numark.jp/idj-live-ii/

同梱物

製品サポート

・ 薄型軽量のスリムボディにスムーズなクロスフェーダ、2バンドEQノブ、静電容量式タッチセンサ搭載の 
 大型プラッタなど、DJプレイに必要な機能をすべて搭載したDJコントローラ
・ 最新の iOSデバイスやWindows/Mac にも対応
・ Algoriddim djay LE（Mac 版）、Virtual DJ LE Lite（Mac/Windows 版）付属
・ 標準的なMIDI に対応

主な特長

・ Windows Vista
・ Windows 7
・ Windows 8
・ Mac OS X10.6 ～ 10.8
・ iOS 6.1
・ iPad
・ iPad 2
・ iPad（3rd generation）
・ iPad（4th generation）
・ iPad mini
・ iPhone 4S
・ iPhone 4
・ iPhone 3GS
・ iPod touch（3rd generation）
・ iPod touch（4th generation）
・ iPod touch（5th generation）
・ iPhone 5

対応デバイス



クイックスタート / 接続例

・ Algoriddim djay for Mac（付属）
・ Virtual DJ LE Lite for Mac/Windows（付属）
・ Algoriddim djay for iPad（別売）
・ Algoriddim djay for iPhone（別売）
・ その他のMIDIアプリケーション（Windows、Mac OS X、iPad、iPhone）

iDJ Live II を使用するには：
1. iDJ Live II のミニUSB 端子に付属の30ピンまたは Lightning ケーブルを接続します。

2. 30ピンまたは Lightning ケーブルを iPad、iPhoneまたは iPod touch に接続します。

 重要：もし iDJ LIve II を接続したのに、iPad、iPhoneまたは iPod touch が iDJ Live II を認識しない 
 場合、一旦、iPad、iPhoneまたは iPod touch 側のケーブル（iDJ Live II 側のケーブルではありません） 
 を外して、もう一度挿し直してみてください。

3. iDJ Live II の製品ページ（http://numark.jp/idj-live-ii/）にアクセスして対応のアプリをご覧くださ 
 い。 Numark では Algoriddim の djay をお勧めします。詳しくは Algoriddim のページ 
 （http://www.algoriddim.com/）をご覧ください。

4. アプリをダウンロードしたらタップしてアプリを起動します。

対応ソフトウエア＆アプリ

iPad、iPhoneまたはiPod touchの場合

モニタスピーカ*

ヘッドフォン*

*印は別売

iPad、iPhone、iPod touch* iPadスタンド



各部の名称とその働き

iDJ Live II を使用するには：
1. iDJ Live IIとコンピュータを付属のUSBケーブルで接続します。

2. iDJ Live II の製品ページ（http://numark.jp/idj-live-ii/）にアクセスして、付属ソフトウエ 
 ア（Algoriddim djay for MacまたはVirtual DJ LE Lite for Mac/Windows）をダウンロードします。

3. ソフトウエアをダウンロードしたら、インストールしてソフトウエアを起動します。

1. ブラウズ・ノブ - このノブを回してDJソフトウエア内の曲を選択します。ノブを押すことでソング・ライブ 
 ラリに入ります。
2. ジョグホイール - ジョグホイールのモードによって、デッキにロードした曲の、スクラッチやピッチベンド、 
 サーチを行います。
 a. スクラッチ・モード：SCRATCH / SEARCHボタンの LEDが点灯している時は、ジョグホイール 
  を動かすことにより、ターンテーブルのプラッタを動かしたようなスクラッチの効果が可能です。
 b. ピッチ・モード：SCRATCH / SEARCHボタンの LEDが消えている時は、ジョグホイールを動か 
  すことにより、一時的に曲のピッチを上下することができます。

コンピュータの場合

トップパネル

モニタスピーカ*

コンピュータ*

ヘッドフォン*

*印は別売
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リアパネル

 c. サーチ・モード：SCRATCH / SEARCHボタンを2 秒間押し続けると、LEDが点滅し、サーチ・ 
  モードになります。ジョグホイールを動かすことにより素早く曲中のサーチが行えます。
3. SCRATCH / SEARCHボタン - このボタンを押すことにより、ジョグホイールのモードを切り替えます。
4. PLAY / PAUSE ボタン - 再生、一時停止ボタンです。
5. リターンCUEボタン - 再生ポイントが、曲のキューポイントに移動します。
6. セットCUEボタン - 曲のキューポイントを設定します。
7. SYNCボタン - 一方のデッキの曲のテンポとビートをもう一方のデッキの曲に自動的に合わせます。ボタ 
 ンを長押しするとSYNCモードは解除されます。
8. ロードボタン - 選択した曲をそれぞれのデッキにロードします。
9. ピッチ -/＋ボタン - -/＋ボタンにより、それぞれのデッキにロードされている曲のスピード（ピッチ）を増 
 減させます。ボタンから指を離すと、ノーマルのスピード（ピッチ）に戻ります。この機能は手動でふたつ 
 のデッキの曲のビートを合わせる際に役立ちます。
10. ボリューム・ノブ - 各デッキの音量を設定します。
11. TREBLEノブ - 各デッキの高音域のレベルをを調整します。
12. BASSノブ - 各デッキの低音域のレベルを調整します。
13. マスタボリューム・ノブ - メイン出力のボリュームを調整します。各デッキの音量を別々に調整するには 
 （10）のボリューム・ノブを使用します。
14. クロスフェーダ - 左右のデッキの音量バランスを調整します。DJプレイにおいて、いま再生している曲か 
 ら次の曲にスムーズに切り替えるために重要な機能です。

1. USB 端子 - 付属のケーブルでコンピュータや iOS
 デバイスと接続します。

電源： USB
サイズ（W x H x D）：約 420 x 49 x 196mm
重量： 約 935g

※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。

Algoriddimとdjay は Algoriddim GmbHの商標です。

Appストア、iPad、iPad mini、iPhone、iPod touch、Lightning、Mac、OS X は、米国および他の国々
で登録されたApple Inc. の商標です。

Windows、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 は米国および他の国々で登録された Microsoft 
Corporation の商標です。

その他の製品や会社名は、各社の商号、商標または登録商標です。
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