もくじ
この度はDS Master1をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しくお使いいただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
また、本書は保証書を兼ねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。
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付属品が足りないときや破損していた場合は、
販売店またはデジタルストリームまでご連絡ください。

DS A

udio

イコイライザー本体 : (1)

脚座 : (4)

光カートリッジ本体 : (1)

ネジ : (6)

カバー : (1)
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取扱説明書 : (1)

電源ケーブル : (1)

使用上のご注意

設置場所

セットを長くご使用いただくために、
次のような場所には設置しないでください。

●直射日光を受けたり、暖房器具などの発熱体に近い場所。
●風とおしが悪く、湿気やホコリの多い場所。
●振動や傾斜のある不安定な場所。

●窓ぎわで、雨などがかかるおそれのある場所。
●その他、特に温度の高いところ。

●アンプ等の発熱の多いものの上に置いて使用することは避けてください。
●他の機器の電源トランスやモーターなどから離してください。

ご使用いただく電源電圧・周波数
●電源電圧は、交流 100V をご使用ください。

●電源周波数は、50Hz 地域、または 60Hz 地域どちらでも使用できます。

電源コードの取扱い
●濡れた手で触れないでください。

●電源コードは、必ずプラグを持って抜いてください。
コードを強く引っ張ったり、折曲げたりしますと、コードが傷み、感電や火災の
原因になります。
●電源ケーブルは付属のものをお使いください。

修理について
●専門知識を持つ技術者以外の方は、セットの修理は行わないでください。

2

各部の名称と機能

光カートリッジ & イコイライザー

2

1

3

4

5

5

4
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1

POWER スイッチ

２

POWER インジケーター

３

電源インレット端子

4
5

電源を ON/OFF するスイッチです。ボタンを押すたびに ON /OFF が切り替わります。
電源が ON である時に LED が点灯します。背面の番のノブで照度調整が可能です。

付属の AC パワーケーブルで電源コンセントと接続します。

XLR 出力 （ バランス出力）
RCA 出力

※output 1〜3 共に AUX 端子等のラインレベル入力端子に接続します。
※output1,output2,output3 は低域カットオフが異なるという違いだけですのでご自身の環境に
合わせてお好みの出力をご使用ください。

・OUT PUT1 出力 ( LINE 出力 )

30Hz 以下は 6db /oct カットオフのアナログフィルタを搭載しております。
通常はこちら出力を推奨しております。
この出力はプリメインアンプの AUX 端子等のラインレベル入力端子に接続します。

・OUT PUT2 出力（LINE 出力）

50Hz 以下 6db/oct+30Hz 以下 6db/oct のカットオフのアナログフィルタを搭載しております。

・OUT PUT3 出力（LINE 出力）

6
7
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50Hz 以下 6db/oct+30Hz 以下 6db/oct＋25Hz 以下 12db/oct カットオフのアナログフィルタ
を搭載しております。レコードの反りや床からの不要振動が多い場合にご使用下さい。

GND 端子

アナログプレーヤーからのアース線を接続します。

入力端子

お使いのアナログプレーヤーからの信号線をそれぞれ L・R に接続します。
アナログプレーヤーの信号線はカートリッジへの電源供給を兼ねているため L・R の接続は
逆にしないでください。
（ 光源へ与える電気の極性が逆になりカートリッジが機能しません。）
光カートリッジ専用イコライザーに MM,MCカートリッジを接続することは絶対にしないでください。
コイル内に電流が流れる事により MM,MC カートリッジを破損してしまう恐れがあります。

全面 LED 照度調整用ボリューム

このボリュームを右に回すと前面の LED が明るく、左に回すと暗くなります。
ON/OFF の確認の為、電源が入っている時スイッチ下の一部 LED は常時点灯致します。
3
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11
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10
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通電確認用 LED ランプ

10

カンチレバー及び針先

11

出力ピン 取り扱い説明書にある「 結線 」の配線をよく見ながら接続して下さい。

光カートリッジが通電状態であることを確認するためのランプです。
カートリッジを接続し専用イコイライザーの電源をオンにしても通電確認用 LED が点灯しない
場合は、カートリッジの接続が正しいか専用イコイライザーへの入力が正しいかをご確認下さい。
通常の MM,MC カートリッジと同様にセッティングを行ってください。
光カートリッジの位置合わせは非常にシビアであるため必ず適正針圧内でご使用下さい。

注意事項
1. 針先の掃除をなさる場合はアルコール等溶剤を使用しないでください。
2. 20℃〜26℃の間でご使用ください。適正使用温度の範囲外では設計どおりの性能を発揮できません。
特に冬期低温状態で保管されている場合には、演奏前に常温までの時間をお取りください。
3. 本体の汚れをおとす場合にはベンジン、シンナー等の使用はせず、きれいな乾いた布で乾拭きしてください。
4. 本機は振幅比例型の光電式カートリッジです。専用イコイライザーに接続した後はライン出力致します
ので、アンプのCDもしくはAUX入力へ接続してください。
専用イコイライザーの出力をPHONO入力へ接続することはしないでください。

結線

赤
緑

R

L

白
青

端子の極性は左図のとおりです。
左側の上が赤 ／ 右チャンネル(＋)
左側の下が緑 ／ 右チャンネル(−)
右側の上が白 ／ 左チャンネル(＋)
右側の下が青 ／ 左チャンネル(−)

針交換
本機は弊社にて針交換が可能です。品質保持の関係上お客様自身による針交換はお断りしております。
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安全上のご注意
必ずお守りください。

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書に記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や
損害を 未然に防止するためのものです。

故障したままの
使用はしない

万一、煙がでている、変なにおいや音がするなどの異常状態の
まま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。
煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

改造しない

本体を分解、改造しないでください。
火災・感電・ケガの原因となります。

風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

水のかかる
ところに置かない

本機は屋内専用に設計されています。
水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。
故障や火災・感電の原因となります。

水の入った容器を
置かない

本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品薬品や水などの入った
容器や小さな金属物を置かないでください。
こぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となります。

中に物を入れない

万一、機器の内部に異物が入った場合は、まずアンプの電源スイッ
チを切り、販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでくだ
さい。落ちたり、倒れたりして怪我の原因となることがあります。
コードの配線に注意してください。
コードを足に引っかけると転倒したり、倒れて危険です。

設置上の注意

移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコン
セントから抜き、接続コードをはずしてから行ってください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

次のような場所
に置かない

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

接続について

本機を他のオーディオ機器やテレビ等の機器と接続する場合は、
各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って
接続してください。

5

故障かな ? と思ったら
本機が正常に動作しないときは、次の点をお調べください。これらの点をチェックしても直らないときは、
電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げいただいたお店までご連絡ください。

症状

原因

処置

電源が入らない

電源プラグの差し込みが不完全。

●電源プラグをコンセントに
しっかり差し込んでください。
●電源プラグを本機の AC インレット
端子にしっかり差し込んでください。

音が出ない

シグナルワイヤの差し込みが不充分。

●シグナルワイヤを確実に差し込んで
ください。

ブーンという
ハム音が出る

シグナルワイヤの差し込みが不充分。
アナログディスクプレーヤーとの
アース線がはずれている。
近くに他の機器の電源トランスや
モーターがある。

●シグナルワイヤを確実に差し込んで
ください。
●アース線を確実に接続してください。
●電源トランスやモーターから離して
設置してください。

電源を入れて
すぐに音が出ない

光カートリッジ専用イコイライザー
は大容量電解コンデンサを大量に
使用していますので電解コンデンサ
に電気が満たされるまで時間が
かかります。

●音が出て安定するまで 1 分程
お待ち下さい。

製品仕様
Master1 CR

Master1 EQ

DS Master1
出力電圧

500mV 以上（イコイライザー出力）

チャンネルセパレーション

25db 以上（1KHz）

針圧

1.6〜1.8 g ( 適正 1.7 g )

カンチレバー

サファイヤカンチレバー

針先

マイクロリッジ針

質量

8.1 g

ボディ材

超々ジュラルミン削りだし

定格出力電圧

500mV (1kHz)

入力端子

RCA 端子

出力端子

RCA 端子 3, XLR端子 3

サイズ

横 43,6cm

出力インピーダンス

120 Ω

質量

24 kg
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高さ 16,1cm

奥行き 39,5cm

