クイックスタート・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 ] ranecommercial.jp
[ サポート ] ranecommercial.jp/support/
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クイックスタート・ガイド
はじめに
Terminal 1010x は、小売店、パフォーマンス会場、ホスピタリティ、企業施設など、あらゆる規模のオーディオ設
備を管理するために設計されたオーディオデジタル信号マルチプロセッサです。1010x は Halogen ソフトウェアで
簡単にプログラムすることができ、オンラインウィザードはプラグアンドプレイのパフォーマンスのためのプロジェ
クトテンプレートを提供します。この 1 RU モデルは、ネイティブの 10-in / 10-out 、リモートオーディオ拡張とウ
ォールコントロール用の 6 つのフレキシブルな RAD ポートを提供します。また、別売の DANTE カード使用時には、
最大 512-イン / 512-アウトまで拡張でき、無制限とも言える要求に応えることができます。ユニバーサルロジック
ポート、またはネットワーク上の第三者制御システムを介して、オートメーション用に 1010x を統合します。Rane
Commercial 製品は、高ダイナミックレンジでありながら、レイテンシーのない高品質のサウンド、正確なオーディ
オ処理を実現します。インストール作業を進めて、Terminal 1010x で最高の DSP 体験を得てください。
高度なドラッグ＆ドロップオープンアーキテクチャーでありながら、以下の機能を有しています。
•

10 系統のユニバーサルアナログ入力 (+20 dBU)

•

10 系統のバランス型アナログ出力 (+20 dBU)

•

2 系統のユニバーサルロジックポート（ロジック入力、ロジック出力、レシオメトリック入力）

•

6 系統の高出力 RAD +ポート

•

拡張ポート（512 x 512 チャンネル）

•

別売の Dante カード用の拡張スロット（最大 96K サンプリングレートの Dante フローをサポートするための
32x32 のサンプルレート変換）

•

システムステータスを監視するための前面パネルカラーディスプレイ

•

Halogen ドラッグ＆ドロップソフトウェア

•

コンピューター、スマートフォン、またはタブレット上のウェブブラウザーからのリモートコントロール

•

高度なリンク、自動およびスケジュールされたイベント、サードパーティの制御システムとの統合による 50
以上の高度な処理ブロックタイプ

•

別売アクセサリ: DANTE カード、DRZH、RAD16z、RAD26、DR6、および RPX7 ページャーリモコン

同梱物
Terminal 1010x 本体
6ピン3.8 mmユーロブロック入力（緑色、音声入力用）x 5
6ピン3.8mmユーロブロック出力（オレンジ、ゾーン出力用）x 5
6ピン3.8 mmユーロブロック入力（黒、ロジック入力用）x 1
電源ケーブル
クイックスタートガイド/保証書
重要：完全版のユーザーガイドをダウンロードするには、ranecommercial.jp にアクセスしてください。

サポート
この製品に関する最新情報（ドキュメント、技術仕様、システム要件、互換性情報など）および製品登録については、
ranecommercial.jp をご覧ください。
製品の追加サポートについては、ranecommercial.jp/support/ をご覧ください。
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セットアップ
Terminal 1010x にはデフォルト設定が適用されており、すぐに使用できます。さらに多くのテンプレートに
ついては、Halogen Wizard にアクセスして環境設定をダウンロードし、プラグアンドプレイによるパフォー
マンスのためのターミナルを 1010x に適用してください。Rane 認定デザイナーまたは Rane 認定会社と協
力している場合は、Halogen ソフトウェアで独自のデザインを作成してください。
Terminal 1010x のデフォルトアプリケーションは、4 ステレオマルチソースから 8 モノラルゾーン、1 ステ
レオゾーンでマスターとローカルアナウンスのための 2 つのダイナミックマイク、ソース選択とレベルコン
トロールのマスターウェブリモートです。
デフォルトの設定を使用またはテストするには、電源ケーブルを使わず Terminal 1010x をオフにして、す
べてのユーロブロック端子を接続します。すべてのケーブルがユーロブロック端子の中に正しくねじ込まれ
ていることを確認し、パワーアンプが Terminal 1010x からスピーカーまでのチェーンの間に配置されてい
ることを確認します。
Terminal 1010x をデフォルト設定で設定するには、以下の仕様に従ってください。

音楽の入力

以下のように、Inputs 1~8 をバランスラインレベル（+ 20 dBU）のステレオオーディオソースに接続します。
Input 1: 音楽ソース A 左

Input 5: 音楽ソース C 左

Input 2: 音楽ソース A 右

Input 6: 音楽ソース C 右

Input 3: 音楽ソース B 左

Input 7: 音楽ソース D 左

Input 4: 音楽ソース B 右

Input 8: 音楽ソース D 右

マイク入力

以下のように、ダイナミックマイクをローカルアナウンスとマスターアナウンスの Input 9 と 10 にそれぞれ
接続します。
Input 9: ローカルアナウンス用のダイナミックマイク M1（すべてのモノラルゾーン出力 1~8 に送られ
る他のオーディオ入力を無効にします）
Input 10: マスターアナウンスのためのダイナミックマイクロフォン M2（出力 1-10 に送られるローカ
ルアナウンスメントを含む他のオーディオ入力をすべて無効にします。）
オン／オフスイッチ付きのマイクを使用している場合は、スイッチをオンに設定してアナウンスを開始して
ください。マイクにオン／オフスイッチがない場合、マイクが使用時に、音声検出と呼ばれる専用のハロゲ
ンブロックがマイクの使用を検出し、他のオーディオ入力を引っ込めます。メッセージが終了した後、オー
ディオ入力は 3 秒以内にスムーズにフェードバックします。
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出力

出力 1〜8 をモノゾーンに接続し、出力 9〜10 を次のように 1 つのステレオゾーンに接続します。：
出力 1: モノゾーン 1

出力 6: モノゾーン 6

出力 2: モノゾーン 2

出力 7: モノゾーン 7

出力 3: モノゾーン 3

出力 8: モノゾーン 8

出力 4: モノゾーン 4

出力 9: ステレオゾーン 9 左

出力 5: モノゾーン 5

出力 10: ステレオゾーン 10 右

必要に応じて出力をパワーアンプに接続し、アンプを各ゾーンのスピーカーに接続します。出力 9 と 10 に
接続されたスピーカーについては、適切なオーディオ再生のためにステレオの左右のペアを同じ部屋に置き
ます。
すべての出力には、ドライバーの保護と飽和の回避のための、-6dBFS のリミッター機能があります。
すべての接続が完了したら、電源ケーブルを接続して Terminal 1010x の電源を入れてシステムをテストま
たは使用してください。

Halogen を使用して接続する
Halogen ソフトウェアを使用して、デフォルト構成を変更するか、Rane Online Wizard からダウンロードし
たテンプレートを適用します。Terminal 1010x を LAN ネットワークに統合されたルーターまたは同様のア
クセスポイントに接続します。静的 IP は必要ありません。Halogen は、独自の RaneLink 自動検出サービス
を使用して Terminal 1010x ユニットを見つけます。

ウェブインターフェース

ウェブインターフェースを使用して、リモートでソースとレベルをコントロールできます。有線ネットワー
ク設定がディスプレイに表示されるまで、Terminal 1010x の Home ボタンを押してから、DHCP IP アドレ
ス（例：10.10.10.182）を記録します。このアドレスをウェブブラウザーに入力して、ウェブインターフェ
ースを読み込みます。
サポートされているオペレーティングシステムは、Windows 7 SP1（32 または 64 ビット）以降となります。

復元パラメーターを復元する

Terminal 1010x の電源が失われた場合、システムはすべてのゾーンのソース選択とレベルコントロールを含
む以前の調整を復元し、システムが常に意図どおりに設定されることを保証します。

準備が整ったら

システムをチェックしてすべてのソースとレベルを設定したら、ウェブインターフェースを閉じてシステム
を使用することができます。
より多くのシステムアプリケーションとデザインテンプレート、または独自のカスタム設定を構築するには、
ranecommercial.com をご覧ください。
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接続ダイアグラム
はじめに > 同梱物に記載されていない項目は別売となります。

モノオーディオ入力
(マイク)

オーディオ入力
(レシーバー, DVD プレイヤーな
ど)

マスターリモート
(例 Rane DR6)
電源

ゾーンアンプ
とスピーカー

コンピューター

ルーター

ゾーンリモート
(例 Rane DRZH)

パワードステレ
オスピーカー

特徴
フロントパネル

1.

ディスプレイ: このディスプレイには、Terminal 1010x の現在の状態とオプションに関する情報
が表示されます。詳細については、オペレーション >ディスプレイを参照してください。

2.

ホーム: このボタンを押すとホーム画面に入ります。

3.

メニュー: このボタンを押すと、利用可能なページからメニューを選択できます。

4.

セレクト: 強調表示されたページを選択するには、このボタンを押します。

5.

ページ・レフト/ライト (</>): これらのボタンを押すと、ディスプレイに表示されている前また
は次のページを選択できます。

6.

Ethernet Comm: イーサネット通信が行われると、この LED が点灯します。

7.

Ethernet Link: このライトは、背面パネルのイーサネットポートが（電源が入っている）コン
ピューターに接続されると点灯します。その後、Windows PCおよびHalogenソフトウェアを
使用して適切に設計されたシステム構成を読み込んだり、ウェブベースのインターフェースを
使用してTerminal 1010xをリモートコントロールしたりすることができます。

8.

電源： この LED は、Terminal 1010x の電源がオンのときに点灯します。
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リアパネル

1.

入力 (10 ユニバーサルアナログ): これらのモノラル入力にバランスまたはアンバランスのオー
ディオソースを接続します。入力は、48V ファンタム電源のコンデンサーマイク、ダイナミッ
クマイク、バランス型+ 20dBU ライン、およびアンバランスライン+の 4 つのモードで動作さ
せることができます。
ヒント: アンバランスライン +は、１つがポジティブ(+)入力に接続され、１つがネガティブ(-)
入力に接続されている場合、2 つのアンバランス信号（左右の RCA ラインなど）を合計します。

2.

出力 s: (10 バランスライン): EMI フィルタリングとトランジェントオン／オフミューティング
を使用して、ラインレベルのデバイスをバランス+20 dBU のモノラル出力に接続します。

3.

ユニバーサルハイパワーRAD ポート: この 6 つのポートは RAD または DR デバイスをサポート
します（電源は不要）。各ポートは最大 15 ワットのピーク電力を供給し、最大 2 系統のオーデ
ィオ入力と 2 系統のオーディオ出力チャンネルとコントロールをサポートします。

4.

Ethernet ポート: セットアップ中にこのポートをルーターまたは同様のアクセスポイントに接続
します。Terminal 1010x が適切に設定された後、コンピューターを同じルーターまたはアクセ
スポイント上の別のポートに接続すると、ウェブブラウザーを使用してインターフェースにア
クセスして Terminal 1010x をコントロールできます。

5.

拡張バス: イーサネットケーブルを使用して、最大 32 台の Terminal 1010x デバイスをデイジー
チェーン接続します。

6.

ユニバーサルロジックポート（ユーロブロック）: これら 2 つのポートのそれぞれは、システム
設計者がコンタクトクロージャーを読み取り、インジケーターまたはリレーを駆動したり、値
を読み取ったりすることを可能にします。

7.

オプションカードスロット: 別売の DanteX カードまたは互換性のある拡張カードをこのスロッ
トに挿入します。

8.

AC インレット（AC IN）: IEC ケーブルを使用して、この入力を電源コンセントに接続します。
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オペレーション
重要：ranecommercial.jp で完全版ユーザーガイドをダウンロードしてください。

ディスプレイ
ホーム
ホームボタンを押すと、いつでもホームページにアクセスすることができます。ホームページ
の内容は、その時点での Terminal 1010x の状態に応じて変わります。ここに表示される情報
には、起動ステータス、障害ステータス、ネットワークステータスなどが含まれます。

メニュー
メニューボタンを押すと、いつでもメニューにアクセスすることができます。
目的のページをハイライトするには、ページレフトとページライトボタンを押します。
強調表示されたページに入るには、セレクトボタンを押します。

メニューには常に以下のページが含まれます：
•

アナログ入力： このページでは、選択された入力モードと 10 系統の入力すべての現在の
入力レベルが表示されます。

•

アナログ出力: このページでは、10 系統の出力すべての出力レベルとミュートステータス
が表示されます。

•

RAD: このページには、入力レベル、出力レベル、デバイスステータス、および予想され
る／予期しないステータスが表示されます。デバイスを見つけると、そのデバイスの四角
が点滅します。

•

EXP: このページは 32 の領域に分かれており、それぞれチェーン内の 32 の中の EXP ポ
ジションの 1 つを表します。環境設定で接続されているデバイスの領域には、次の 4 つの
ステータスアイコンのいずれかが表示されます。
o

緑： このアイコンは接続が良好であることを示します。

o

黄： このアイコンは、接続がないことを示す警告を示しています。

o

黄＆クエスチョンマーク： このアイコンは予期しない状態であることを警告してい
ます。

o

赤の点滅： このアイコンは、間違ったデバイスが接続されているなどの問題を示し
ています。

デバイスを検出すると、アイコンが点滅します。
空白の領域は、物理的に接続されていない未使用の場所または環境設定内の場所を示しま
す。
別売の Dante 拡張カードがインストールされていると、メニューに 1-16 TX、17-32 TX、1-16
RX、および 17-32 RX の 4 つのページが表示されます。これらのページは、チャンネルがルー
ティングされているかどうか、およびそのレベルを示します。
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リモート操作による Terminal 1010x のコントロール
お使いのコンピューターでウェブベースのインターフェースを使用して、Terminal 1010x をリ
モートでコントロールできます。
ウェブインターフェースで使用するために Terminal 1010x を設定するには：

1.

イーサネットケーブルを使用して、Terminal 1010x のコンピューターイーサネットポー
トを DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）対応ルーターまたは同様のアクセス
ポイントに接続し、お使いのコンピューターを同じルーターまたはアクセスポイント上の
別のポートに接続します。

2.

ネットワークに接続すると、Terminal 1010x は自動的に使用できる動的 IP アドレスを取
得します。これには数秒かかる場合があります

3.

ディスプレイに有線ネットワーク設定が表示されるまで、Terminal 1010x の Home ボタ
ンを押してから、DHCP IP アドレス（例：10.10.10.182）を書き留めます。

Terminal 1010x ウェブインターフェースを開くには：
1.

コンピューターのウェブブラウザーを開きます。

2.

ブラウザーで、Terminal 1010x の有線ネットワーク設定（例：http://10.10.10.182）に表
示されている DHCP IP アドレスを入力して、ウェブインターフェースをロードします。

3.

Login ボタンを押し、フルアクセスモードのパスワードを入力します。デフォルトのパス
ワードは admin です。
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トラブルシューティング
問題が発生した場合は、まず次の項目を確認してください。

•

すべてのケーブルと接続されているデバイスが正しく確実に接続されていることを確認します。

•

本ユーザーガイドの説明に従って、Terminal 1010x を使用していることを確認してください。

•

他のデバイスやメディアが正しく動作していることを確認してください。

•

Terminal 1010x が正常に動作していないと思われる場合は、問題と解決方法を次の表で確認して
ください。

問題:

解決方法:

電源が入らない。

付属の電源ケーブルを使用して、Terminal 1010x の電源入力
がコンセントに正しく接続されていることを確認してくださ
い。

音が出ない、または音が歪んでいる。

すべてのケーブルとデバイスの接続が確実で正しいことを確
認してください。
ケーブルが損傷していないことを確認してください。
Bluetooth デバイス、スピーカー、ミキサーなどの設定が正し
いことを確認してください。

HAL をネットワークスイッチに差し込ん
だり、コンピューターに直接接続したり
しても、Ethernet Link LED インジケー
ターが点灯しない。

イーサネットケーブルまたはクロスオーバーケーブルが破損
していないことを確認します。別のケーブルを使用してみて
ください。

Terminal 1010x がウェブブラウザーに接
続しない。

ディスプレイに有線ネットワーク設定ページが表示されるま
で、Terminal 1010x の Home ボタンを押します。 DHCP の
IP アドレスを記録します。 このアドレスをウェブブラウザー
に入力して、ウェブインターフェースを読み込みます。

Halogen を開いた後、Terminal 1010x が
Connect To Device ウィンドウに表示
されない。

ブラウザーから Terminal 1010x ウェブサーバーに接続できる
ことを確認してください。

ケーブルをネットワークスイッチの別のポートに接続してみ
ます。

RaneLink II サービスが実行されていることを確認してくださ
い。 実行されていない場合は、再起動します。
ファイアウォールとウイルス対策の例外リストに、
Halogen.exe、RaneLink.exe（ポート 4994）、
hal1.pcops.exe、および python.exe を必ず追加してくださ
い。
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付録
技術仕様
仕様は予告なしに変更されることがあります。
アナログ I/O

入力
コンデンサー
マイクモード

ダイナミック
マイクモード

ラインモード

ライン+モード

出力

DSP

コンピューターイ
ンターフェース

タイプ

10 入力 x 10 出力

ADC

高品位オーディオ 24 ビット、48 kHz、DR 116 dB A-weighted

DAC

高精細オーディオ 24-bit、48 kHz、DR 116 dB A-weighted

周波数レスポンス

20 Hz – 20 kHz, + 0.1 dB

端子

(5) ユーロブロック端子, 各 6 ピン, 3.81 mm ピッチ, 緑. ストレ
インリリーフプラグ

タイプ

48V 48V ファンタム電源によるアクティブバランス、マイク
入力モード

ファンタム電源

+ 48 V

最大入力

1 Vrms

入力インピーダンス

2.5 kΩ

タイプ

ファントム電源のないアクティブバランス、マイク入力モード

最大入力

250 mVrms

入力インピーダンス

2.5 kΩ

タイプ

アクティブバランス、ラインレベル

最大入力

8 Vrms

入力インピーダンス

5 kΩ

タイプ

アクティブ、左[+]、右[ - ]信号をモノラルに合算

最大入力

8 Vrms

入力インピーダンス

5 kΩ

端子

(5) ユーロブロック端子, 各 6 ピン, 3.81 mm ピッチ, オレンジ.
ストレインリリーフプラグ

タイプ

アクティブ出力トランジェントミューティング付きアクティブ
バランス、ライン出力モード

最大出力

8 Vrms

インピーダンス

300 Ω

周波数レスポンス

20 Hz – 20 kHz, + 0.1 dB

処理能力

>10,000 MIPS

ワード長

32 ビット浮動小数点／64 ビット浮動小数点

ディレイメモリ

Min. 160 sec total

タイプ

Ethernet 1000
base-T

簡単なセットアップのための Zeroconf サ
ービス発見プロトコル

端子

RJ-45

シールド付き Cat 5e ケーブル以上

長さ

300 フィート / 100
メートル

標準イーサネットケーブルの長さ制限

各レグ

各レグ

各レグ

各レグ

各レグ
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RAD+ Ports

Universal Logic
I/O
ロジック入力

ロジック出力

レシオメトリ
ック入力

拡張ポート

電源

本体

端子

(6) RJ-45

シールド付き Cat 5e ケーブル以上

オーディオチャンネル

2 in, 2 out

各ポート, コントロールチャンネル, 24-bit,
48 kHz

電圧

27 VDC

各ポート

電力

12 W (ピーク) / 6
W (平均)

各ポート

長さ

DR デバイス: 984
フィート / 300 メ
ートル

RAD デバイス: 325 フィート/ 100 メートル

端子

(1) ミニユーロブロック端子, 6 ピン, 3.81mm ピッチ, 黒

内部プルアップ

5 mA

+24 V に保護, 逆極性保護

Vin High

> 2.2 V

正常状態

Vin Low

< 1.0 V

Open Collector 出力

ソース 5 mA, シン
ク 200 mA

Vout High

> 2.2 V

Vout Low

< 0.2 V

入力

0–5 V

V+

40 mA

解像度

8 ビット, サンプル
レート 2 kHz

タイプ

Rane 拡張バス

Halogen 機器用拡張ポート

Dante カード(別売)

32 x 32 サンプルレート変換付き, 96 kHz サ
ンプリングレートの Dante フローが可能

端子

RJ-45

シールド付き Cat 5e ケーブル以上

最大長

300 フィート / 100 メートル

端子

IEC

電圧

90–260 VAC, 50/60 Hz

消費電力

70 W

出力

28 V

配線

Class 2

動作温度

32–104°F, 0–40°C

ファン

10 CFM,低ノイズ (<20 dBa), 寿命 (45°C で 60000 時間)

寸法

19.0” x 8.25” x 1.73”
48.3 x 20.9 x 4.4 cm

重量
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7.0 lbs., 3.2 kg

+24 V に保護, 逆極性保護

リアパネル端子

幅 x 奥行 x 高さ

商標とライセンス
Rane は、InMusic Brands、Inc.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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manual ver1.4

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： ranecommercial.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。
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