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
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。

製品をご使用の際は、使用上
の注意に従ってください。
1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
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。
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。
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。

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。
16. 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）。
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、雨や湿気にさらさ
ないでください。
[ WEB ] http://rane-dj.jp/

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、メーカ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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＜お問い合わせ＞

inMusic Japan 株式会社
カスタマー・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
http://rane-contractor.jp/support/

クイックスタート・ユーザーガイド
はじめに
Zonetech をお買い上げいただきありがとうございます。RANE は、お客様と同等にパフォーマンス
と信頼性を重視していますので、「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
に製品を製作しております。

同梱物
・Zonetech 本体
・6 ピン 3.8 mm ユーロブロック入力 1 （緑、オーディオ入力用）
・6 ピン 3.8mm ユーロブロック出力 3 （橙、Zone 出力用）
・3 ピン 3.8 mm ユーロブロック出力 1（橙、Zone 出力用）
・3 ピン 3.8 mm ユーロブロック入力 1 （黒、ロジック入力用）
・Bluetooth®アンテナ
・電源ケーブル
・クイックスタート・ガイド / 保証書
重要： http://rane-contractor.jp/から完全版のユーザーガイドをダウンロードしてください。

サポート
本製品の最新情報（システム要件や互換性など）につきましては、製品ページをご覧ください。
http://rane-contractor.jp/zonetech/

RANE 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://rane-contractor.jp/support/
.

セットアップ
※同梱物リストにないものは別売りです。

Bluetooth
デバイス

電源

モノラルオーディオ入力
（マイク）

ステレオオーディオ入力
（レシーバー、DVD プレーヤーなど）

ページング
リモート
（例：Rane
RAD16z）

ゾーンアンプと
スピーカー

コンピュータ

ルーター
マスターリモート ゾーンリモート
(例:Rane DR6) (例:Rane DRZH)

パワード・
ステレオ・
スピーカー
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特徴
フロントパネル

1.  

ディスプレイ：現在のステータスとオプションに関する情報が表示されます。

2.  

POWER ランプ：電源が入っているときに点灯します。

3.  

COMPUTER LINK ライト：リアパネルのコンピュータ・イーサネット・ポートが電源が入っ
ているコンピュータに接続されているときに点灯します。その後、コンピュータで Web ベー
スの画面からリモートコントロールすることができます。

4.  

STREAM ライト：ストリーム信号が Bluetooth に設定されている場合、Zonetech がペアリ
ングモードになっているときは点滅し、Zonetech がアクティブな Bluetooth デバイスとペ
ア設定されているときは点灯します。ストリーム信号が AirPlay または UPnP / DLNA に設
定されている場合、接続していることを示すために点灯します。その後、デバイスのオーデ
ィオ信号を Zonetech にワイヤレスで送信することができます。

5.  

INFO ノブ：押すと、ディスプレイに表示されている情報ページが表示されます。回すと、デ
ィスプレイの各設定値を調整できます。

6.  

左/右(t/u)ボタン：ディスプレイに表示されている前または次のオプションを選択します。
注：工場出荷時の設定にリセットするには、電源を入れたまま左/右 (t/u)ボタンを長押しし
ます。工場出荷時のリセットメッセージが表示されるまでボタンを押したままにしてから、
ボタンを離して続行します。

7.  

STREAM：このボタンを押すと、ディスプレイに Stream 設定が表示されます。

8.  

ページ：このボタンを押すと、ポケットベルの設定が表示されます。

9.  

INPUT1-6：各ボタンを押して、それに対応する入力を選択します。その情報がディスプレイ
に表示されます。インフォノブと左/右(t/u)ボタンを使って設定を編集できます。

10.  

ZONE1-6：各ボタンを押して、それに対応する入力を選択します。その情報がディスプレイ
に表示されます。インフォノブと左/右(t/u)ボタンを使って設定を編集できます。
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リアパネル

1.  

電源入力(IEC)：この入力を電源コンセントに接続するには、標準 IEC ケーブルを使用します。

2.  

Bluetooth アンテナコネクタ(SMA)：付属の Bluetooth アンテナを接続します。
重要：コンプライアンスのために、付属のアンテナのみを使用する必要があります。アンテナ
の代替または変更は許可されていません。

3.  

INPUT/入力(ステレオ RCA)：ステレオ入力ペアにオーディオソースを接続します。

4.  

INPUT/入力(ユーロブロック)：バランスまたはアンバランスのオーディオソースをこれらのモ
ノラル入力に接続します。

5.  

OUTPUT/出力(ユーロブロック)：ラインレベル（-10 dBV~ + 4 dBu）のデバイスをバランス
出力に接続します。Zone1〜5 の出力はモノラルです。Zone6 の出力はステレオです。また、
R(LO)出力に接続されたサブウーファーと L（HI）出力に接続されたメインスピーカーを使用し
てモノラルで使用するために Zone6 出力を設定することもできます。

6.  

LOGIC INPUT/ロジック入力(ユーロブロック)：外部制御接点（リレーまたは同等のもの）を
これらの端子に接続します。端子同士が接続されている(スイッチが閉じている)と、すべての出
力がミュートされます。この機能は通常、緊急時に音声出力を停止させるための火災警報シス
テムとして使用されます。
注意：このミュート機能がアクティブなときは、すべてのフロントパネルのコントロールがロ
ックされます。ミュートはディスプレイに赤い背景で表示されます。

7.  

ZONE REMOTES/Zone リモート端子 (RJ45、シールド付き Cat5e ケーブルまたは Cat6 ケ
ーブル)：オプションの Rane DRZH デバイスをこれらのポートに接続します。これにより、ソ
ースを選択し、Zone のレベルをリモートで調整できます。

8.  

MASTER REMOTE/マスターリモート端子 (RJ45、シールド Cat5e または Cat6 ケーブル)：
オプションの Rane DR6 リモコンをこのポートに接続します。これにより、ソースを選択し、
すべての Zone のレベルをリモートで調整できます。

9.  

PAGER/ページャー端子 (RJ45、シールド Cat5e または Cat6 ケーブル)：オプションの Rane
RAD デバイス(RAD16z、RAD26 など)を接続して、アナログオーディオおよびロジック入力
を提供します。使用できる関数は RAD モデルによって異なります。詳細については、
rane.com/zonetech を参照してください。
注意：ポケベル機能が不要な場合は、オプションの Rane DR6 をこのポートに接続することが
できます。これは、マスターリモート端子に接続された DR6 と同じ機能です(上記 8 番参照)。

10.   COMPUTER ETHERNET(Ethernet)/コンピュータ・イーサネット・ポート：このポートは、
セットアップ中にルータまたは同様のアクセスポイントに接続します。 Zonetech が適切に設
定されたら、コンピュータを同じルータまたはアクセスポイント上の別のポートに接続して、
Web ブラウザを使用して Zonetech を制御するインターフェイスにアクセスできます。詳細に
ついては、「操作」>「遠隔操作」を参照してください。
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操作
入力(Input)設定
ディスプレイ、左/右(t/u)ボタン、INFO ノブを使用して、各入力の設定を編集することができます。
編集する入力を選択するには、対応する入力ボタン(1-6)または Stream ボタンを押します。
ディスプレイには、入力 1-6 または Stream が選択されていることが示されます。
選択した入力の前または次の設定を表示するには、左/右(t/u)ボタンをそれぞれ使います。
INFO ノブを回して、各設定の値を調整します。
注意：入力設定を遠隔操作するには、web ベースのコンピュータのブラウザ(イーサネットポー
トに接続)、または最大 2 台の Rane DR6 マスターリモコン(マスターリモート端子とページャ
ーに接続)を使用することもできます。
これらは一般的に使用されている入力設定です。 設定が選択されていない場合に表示される略語は、
カッコ内に表示されます。
注意：ディスプレイに表示される設定の全リストとその機能について 詳しくは、
http://rane-contractor.jp/をご覧 ください。
Input Level (Level)

入力段の音量レベルは-88.0〜+ 12.0 dB です。
ヒント：このレベルをどうすればよいかわからない
場合は、ヘッドルームを保ち、クリッピング/歪みを
防止するために、低い設定を推奨します。

入力ごとに、ローシェルフ、PEQ、ハイシェルフの
設定を調整することもできます。
入力タイプ(タイプ)（入力 5 と 6 のみ）
ダイナミック(マイク)、コンデンサー(マイク)、アン
バランスライン+、アンバランスライン(デフォル
ト：アンバランスライン)入力 5 と入力 6 に接続さ
れたデバイスのタイプです。
注意：ファンタム電源は、コンデンサーが選択されて
いる場合にのみ有効です。
ヒント：アンバランスライン+は、一方がプラス[+]入
力に、もう一方がマイナス[ー]入力に接続されている
ときに 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。
ヒント：バランスラインは、市販のオーディオ機器で
使用される標準的なバランスライン・レベル入力(TRS
または XLR など)です。

Stream Source (Source)

None[off]、Bluetooth、AirPlay、UPnP / DLNA な
どのストリーミング・オーディオを再生するソースで
す。
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Bluetooth

®

リアパネルの 6 つのオーディオ入力に加えて、Bluetooth を使って Zonetech から任意のゾーンに
オーディオ信号をワイヤレスで送信できます。この信号自体の入力チャンネルが使用されます。
重要：Bluetooth と WiFi の両方を同時に使用することはできません。 Bluetooth をオンにすると、
WiFi はオフになります。
Bluetooth デバイスを Zonetech にペアリング/接続するには：
1.  

Zonetech で、Stream ボタンを押して Stream 設定にアクセスします。

2.  

左右(t/u)ボタンを使って、Stream Source (Source)の設定を選択します。次に、Info ノブ
を回して Bluetooth オプションを選択します。

3.  

左右(t/u)ボタンを使って Bluetooth Pairing (Pairing)設定を選択します。 次に、Info ノブを
回して Enabled を選択します。 Zonetech の Stream ライトが点滅します。

4.  

Bluetooth デバイスで、Bluetooth 設定を入力し、Zonetech を見つけて接続します。Stream
ライトは接続時に青色で点灯します。

•  

デバイスにパスコードが必要な場合は、0000 を入力します。

•  

Bluetooth デバイスが Zonetech に接続できない場合は、Stream Source（Source）を
None に設定して前の Bluetooth 接続を切断し、上記の手順をもう一度試してください。

•  

音楽の接続や再生に問題が発生した場合は、Bluetooth デバイスのオペレーティング・システ
ムが最新であることを確認してください。

Bluetooth デバイスの Zonetech とのペアを解除/切断するには、Stream Source (Source)設定を
None に設定します。Zonetech は Bluetooth デバイスから切断されます。または、デバイスの
Bluetooth 設定により切断できます。
Bluetooth オーディオ信号を Zonetech の出力にストリーミングするには：
1.  

Zonetech で、Stream ボタンを押して Stream
設定にアクセスします.

2.  

上記に従って、Bluetooth デバイスを Zonetech
とペアリングします。

3.  

Bluetooth オーディオ信号を送信したいゾーンの
Zone ボタン(1-6)を押して、放します。.

4.  

左右ボタン(t/u)を押して Input Source(In
Source) 設定を選択します。

5.  

Info ノブを回して、Stream オプションを選択し
ます。そのゾーンは Bluetooth デバイスからオー
ディオ信号を受信します。
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出力(Output /Zone) 設定
Zonetech のディスプレイ、Info ノブ、左右(t/u)ボタンを使って、各出力(Output/Zone)の設定
を編集できます。
編集するゾーンを選択するには、対応する Zone ボタン(1-6)を押します。 ディスプレイには選
択されているゾーンが「Zone1-6」のように表示されます。
選択した Zone の前または次の設定を表示するには、左/右(t/u)ボタンをそれぞれ使います。
Info ノブを回して、各設定の値を調整します。
注意：ゾーンの設定を遠隔操作するには、(コンピュータのイーサネットポートに接続されてい
る)コンピュータ上の Web ベースのインターフェイス、(Zone Remotes ポートに接続されて
いる)ゾーンごとの 1 つの Rane DRZH リモコン、 (マスターリモート端子とポケットポートに
接続されている)最大 2 台の Rane DR6 マスターリモコンを使用することができます。
これらは、一般的に使用されている Zone 設定です。 設定が選択されていない場合に表示される略
語は、カッコ内に表示されます。
注意：ディスプレイに表示される設定の全リストと、各機能については、http://rane-contractor.jp/
から完全版ユーザーガイドをダウンロードしてください。

Output Level (Level)

出力音量レベル：-30.0〜+12.0 dB(デフォルト：0.0
dB)です。これが Zone のマスターボリュームです。

Input Source (In Source)

入力 1-6 またはストリームのオーディオソースです。

各 Zone について、優先ソース、ページング、リミッ
ターの設定を調整することもできます。 さらに、
Zone 6 の出力モードとクロスオーバーの設定を調整
することもできます。
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Paging
Zonetech のディスプレイから、Info ノブ、左右(t/u)ボタして、Paging 設定を編集することがで
きます。
ページング設定を表示するには、Paging ボタンを押します。
ページング設定を編集するには、左/右(t/u)ボタンを使って前後の設定を表示します。Info ノ
ブを回して、各設定の値を調整します。
注意：ページ設定を遠隔操作するには、(イーサネットポートに接続されている)コンピュータ上
のブラウザを使用することもできます。またはページャーポートに接続されたオプションの
Rane RAD デバイス(例えば、RAD16z、RAD26 など)を含むことができます。
これらは、一般的に使用されている Zone 設定です。 設定が選択されていない場合に表示される略
語は、カッコ内に表示されます。
注意：ディスプレイに表示される設定の全リストと、各機能については、http://rane-contractor.jp/
から完全版ユーザーガイドをダウンロードしてください。

Input Level (Level)

ポケットベルの音量レベル：-88.0〜+ 12.0 dB です。
これはページャーのチャイム音量レベル(下記参照)と
は無関係で、ゾーンレベルとは別です。

Chime

ページャーのチャイム音をオン(Enabled)にするか、
オフ(Disabled)にするかを決定します。 チャイムは
Paging 出力信号と混合されます。
ヒント：ヘッドフォンの使用時にこの設定がオンにな
っている場合は、アナウンスする前にチャイムが終了
するのを少し待つことを推奨します。

Chime Level (CH Level)

ペ ー ジ ャ ー の チ ャ イ ム 音 の 音 量 レ ベ ル ： -30.0 〜
+12.0 dB(デフォルト：0 dB)です。これはページャ
ーの全体的なボリュームとは無関係です。
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Info
Zonetech のディスプレイを使用して、追加の Zonetech システム設定を表示することができます。
Info ノブを押すと、次の情報ページが表示されます。
注 意 ： デ ィ ス プ レ イ に 表 示 さ れ る 設 定 の 全 リ ス ト と 、 各 機 能 に つ い て は 、 http://ranecontractor.jp/から完全版ユーザーガイドをダウンロードしてください。
Meters

すべての入力と Zone のマルチカラー・レベルメータ
ーを表示します。

Device/Port Status

Zonetech に接続されているデバイスとその操作に関
する情報を表示します。 システムの障害、ハードウ
ェアのエラー、その他の問題も表示されます。
重要：システムの診断やトラブルシューティングを行
う場合は、まずこの情報を確認してください。

Wired Network Settings

有線ネットワーク接続に関する DHCP IP、静的 IP、
MAC アドレスに関する情報が表示されます。

Wireless Network Settings

DHCP、静的 IP、MAC アドレス、SSID(ネットワー
ク名)、接続ステータス等、ワイヤレスネットワーク
接続に関する情報が表示されます。

Zonetech Device Information

場所名、ファームウェアバージョン、シリアル番号な
ど、デバイスに関する情報が表示されます。
注意：場所名またはファームウェアのバージョンを更
新するには、Web インターフェイスを使用してくだ
さい。
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遠隔操作
Zonetech のさまざまな機能を遠隔操作するには、いくつかの方法があります。
l

コンピュータのブラウザで Web インターフェイスにアクセスし、Zonetech のすべての機能を制御
できます。 下記のコンピュータを参照してください。
注意：一部のコントロールは、Web インターフェイスでのみ使用できます。

l

最大 2 つの Rane DR6 マスターリモコンを使用して、すべての入力レベル、出力（Zone）レベル、
および Zone ソースの選択を制御できます。 詳しくは http://rane-contractor.jp/から完全版ユー
ザーガイドをダウンロードして下さい。

l

Zone ごとに 1 つの Rane DRZH リモコンを使用して、出力（Zone）機能を制御できます。詳しく
は http://rane-contractor.jp/から完全版ユーザーガイドをダウンロードして下さい。

コンピュータ

コンピュータのブラウザで Web インターフェイスを使用し、Zonetech を遠隔操作できます。
Zonetech を Web インターフェイスで使用するための設定は以下の通りです。
1.

イーサネット・ケーブルを使って、Zonetech のコンピュータ・イーサネット・ポートを DHCP(ダイ
ナミックホストコンフィギュレーションプロトコル）対応ルータまたは同様のアクセスポイントに接
続し、コンピュータを同じルータ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、Zonetech は使用できる動的 IP アドレスを自動的に取得します。 これに
は数秒かかる場合があります。

3.

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 Zonetech の情報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。

Zonetech Web インターフェイスを開く手順は以下の通りです。
1.

コンピュータの Web ブラウザを開きます。

2.

ブラウザで、Zonetech 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 Web インターフェイスを読み込みます。

3.

ログインボタンを押し、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。

Web インターフェイスを使用するには、パスワードを打ち込み、Full または Limited アクセスオプション
にログインします。 パスワードが設定されていない場合、ユーザーはそのアクセスレベルで自動的にログイ
ンします。 これらは、一般的なフルアクセスの設定一部です。
•

入力レベルと入力タイプ（入力 5 と 6 のみ）を調整するには、入力 1-6 タブを選択します。

•

ストリーム信号を選択し、Bluetooth ステータスを表示するには、Stream タブを選択します。

•

Paging タブを選択して、ページングレベル、チャイムのオン/オフ、およびチャイムレベルを設定し
ます。

•

各ゾーンの出力レベルとオーディオソースを設定するには、Zone1-6 タブを選択します。

•

Naming タブを選択して、入力とゾーンの名前を編集します。

•

ネットワーク設定の表示と編集、アクセスパスワードの管理、システム設定の保存と復元、ファーム
ウェアの更新を確認するには、Settings タブを選択します。

注意：Web インターフェイスとその機能に表示される設定リストの詳細については、
http://rane-contractor.jp/から完全版ユーザーガイドをダウンロードしてください。
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トラブルの際は
問題が発生した場合は、まず以下のことを確認してください。
•  

すべてのケーブルとデバイスが正しく接続されているか確認してください。

•  

本書の Zonetech 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。

•  

正常に動作していないと思われる場合は、問題と解決方法を以下の表で確認してください。

問題

解決方法

参照

電源がつかない場合

付属の電源ケーブルを使用して、Zonetech
の電源入力がコンセントに正しく接続され
ているか確認してください。

セットアップ

音が鳴らない、または音が
歪む場合

すべてのケーブルとデバイスが確実に接続
されているか確認してください。

セットアップ
操作 > INFO

ケーブルが損傷していないか確認してくだ
さい。
Zonetech に接続されているすべてのデバ
イスの電源、接続、サポートが適切である
ことを確認してください。 ハードウェア接
続と INFO ページ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。
Bluetooth デバイスからの
音が再生されない場合

WiFi がオフになっているか確認します。
WiFi がオンの場合、Bluetooth は無効にな
ります。

セットアップ
操作 > Bluetooth

Bluetooth デバイスが正しくペア設定され
ていることを確認してください。
Bluetooth デバイスを Zonetech に近づけ
て Bluetooth 信号の受信を向上させます。
また、障害物(壁、家具など)を避け、
Bluetooth デバイスと Zonetech の間に何
もない状態にして下さい。
Bluetooth デバイスと
Zonetech とのペアリングに
はパスワードが必要な場合
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0000 を入力して下さい(古い Bluetooth デ
バイスの中には、パスワードが必要なもの
があります)。

操作 > Bluetooth

付録
仕様
オーディオ入力

端子

(4) RCA ステレオ入力プロ
(1) 6 ピン 3.8 mm ユーロブロック入力（バランス
マイク/ラインレベル、緑）

オーディオ出力

最大入力レベル

+20 dBu

端子

6 ピン 3.8mm ユーロブロック出力 3
(Zone1~4 および 6、バランスラインレベル、橙)
3 ピン 3.8mm ユーロブロック出力 1
(Zone5、バランスラインレベル、橙)

インピーダンス

最大出力レベル
周波数特性
ダイナミックレンジ

200 Ω、各脚から地面まで
+20 dBu

40 Hz 〜 16 kHz (+0/-3 dB)
111 dB (A-weighted)

THD+N

0.005% (+4 dBu 出力、1 kHz)

Bluetooth

バージョン
プロファイル

ディスプレイ

4.1
A2DP

範囲

最大 30.5 m

最大送信電力

Class 1 (10 dBm max)

周波数

2402‒2480 MHz

タイプ

RGB TFT

サイズ

99 x 30 mm (幅 x 深さ)
104 mm (傾斜)

解像度

480 x 128
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他の端子

RJ45 ポート（DRZH 経由の Zone1-6 リモコン） 6
RJ45 ポート（マスターリモコン） 1
RJ45 ポート（ページャー） 1
イーサネットポート（コンピュータ）
2 ピン 3.8mm ユーロブロック入力(TTL [デジタルロジック]、黒) 1
SMA アンテナ入力（Bluetooth） 1
IEC 電源ケーブル入力 1

動作温度

32‒95 F / 0‒35 C (結露しない範囲)

電源

コネクション
電圧

消費量
サイズ
(幅 x 深さ x 高さ)
重量

IEC
100〜240 VAC、50/60 Hz
50 W

482 x 220 x 44 mm
2.75 kg

仕様は予告なく変更される場合があります。
* Bluetooth の範囲は、壁、障害物、動きの影響を受けます。 最適な性能を得るには、壁や家具など
で妨げがないように、製品を部屋の中心に置きます。

商標及びライセンス
Rane は、inMusic Brands, Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。Serato
DJ / Scratch Live は、米国およびその他の国における Serato の商標です。Serato NoiseMap™
コントロールトーンは、Serato の Control Vinyl と Control CD によるオーディオとして、2004
年から 2016 年の Serato に著作権があります。 Control Vinyl および Control CD は、個人的な使
用のためにのみ使用許諾されています。 Control CD の個人用バックアップの作成は許可されていま
す が 、 商 用 利 用 の た め の Control Vinyl と Control CD の 複 製 は 厳 重 に 禁 止 さ れ て い ま 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。
Apple、Mac、Macintosh、および OS X は、米国およびその他の国における Apple Inc.の登録商
標です。
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無料修理規定
1.

保証期間内
。

2.

贈答品
部

故障
本書
相談

保証期間内

3.

、無料修理

次

誤 、及

記入
場合

） 使用上

（

） 買上

（

）火災、地震、風水害、落雷、

（

）消耗部品

（

）本書

提示

（

）本書

愛用者名、 買上

取付
取替

買上

。

場合

不当
場所

修理

改造

販売店

依頼 上、本書

依頼

場合

提示

弊社

。
故障

移動、落下
他

、 買上

販売店 修理

有料修理

（

後

依頼

損傷。

故障

天災地変、公害

損傷。

異常電圧

故障

損傷。

場合。
場合。
日、販売店名

記入

場合、

字句

書

換

場合。

不具合 基
損害、
法律 定
範囲内
inMusic Japan 、製品 使用不可能
人身傷害 含
、
二次的、及 間接的 損害賠償 責任 負
。保証条件 本保証
有効
。本保証 定
修理 、
基
inMusic Japan 負 責任 、販売国 国内
行
。
inMusic Japan

4.

保証書

、本書 明示
期間、条件
保証書
客様 法律上
販売店
不明 場合 、 買上

*

無料修理
約束
権利 制限
弊社
・

。
、保証期間経過後
相談
。

保証書
製品名：
製造番号：
購入日：
保証期間： 購入日

一年間
客様

販売店名

名前：

住所：

住所：
電話：

電話：

inMusic Japan株式会社

・

〒106-0047 東京都港区南麻布３−１９−２３
問

合

南麻布

６F

： http://rane-contractor.jp/support/

・ 本書

記入

・ 本書

再発行

・ 本書 日本国内

場合

、有効

、直
、紛失

有効

買

大切 保管

上

販売店

申 出

。

。

。
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