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お使いの前にお読みください。

パワーサプライ
STEEPオーディオインターフェースはUSB電源ではなく、別のアダプターを使⽤することもできます。接続できるアダプター
は5V、1A以上の電流が必要です。
アダプターを使⽤しないとき、または雷が発⽣しているときは電源を抜いてください。

ご使⽤環境
変形や変⾊など、損傷を避けるため、下記の環境での使⽤はお控え下さい。
●�����������直射⽇光の当たる場所�
●�����������磁場の強い場所
●�����������埃の多い場所や汚れのひどい環境�
●�����������強い揺れやショック
●�����������⾼温多湿な環境

他の電⼦機器による⼲渉
ラジオやテレビなどの近くで本機を使⽤すると、電波による⼲渉を受けることがあります。ご使⽤の際はラジオやテレビな
ど、電波を発したり受信する機器の近くで使⽤しないで下さい。

クリーニング
クリーニングを⾏う際は、柔らかく乾いた布を使⽤してください。
必要であれば、少し湿らせた布を使います。
クレンザーやアルコール、ペイントシンナー、ワックス、ソルベント、洗剤、また化学物質を含んだクロス等は
使⽤しないで下さい。

ご使⽤上の注意



●�������2系統のインプット・アウトプットを持つマルチプラットフォームオーディオインターフェイス

●�������最⼤24bit/192kHzの⾼⾳質に対応

●�������マイク、ラインインプット、ハイインピーダンス楽器を接続可能

●�������48Vファンタム電源供給対応

●������ゼロレイテンシダイレクトモニターとDAWモニターを独⽴してミックス可能

●�������ステレオ・モノラル切り替え可能なダイレクトモニターにより、柔軟なモニタリングが可能

●�������独⽴したモニターボリュームとヘッドフォンボリューム

●�������MIDI�IN/MIDI�OUT�(STEEP�Iiのみ)

●�������USBポートまたはUSBパワーサプライから駆動可能

特徴
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ハードウェアの機能

01 パワーインジケーター：
電源のON/OFFと接続の状況を表⽰します。接続が切れるとLEDが点滅します。USBオーディオ接続が正常なら、LED
が点灯します。

02

フロントパネル

03

インプットゲインノブ：
0〜50dBの範囲でインプットゲインを調整します。

インプットレベルインジケーター：
対応したチャンネルのインプットレベルを表⽰します。グリーンLEDは-41dBFS〜-6dBFSの半にで、オレンジLEDは
-6〜1.4dBFS、それ以上はレッドLEDで表⽰され、クリッピングを意味します。インプットレベルは最⼤でオレンジに
なるよう調整します。レッドLEDが表⽰されている場合、インプットレベルは機材へのダメージを避けるために減衰
されます。
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48Vボタン：
ファンタム電源を供給する場合に使⽤します。ファンタム電源はマイクインプット（STEEPIはインプット2、STEEPIIは
インプット1と2）から供給されます。コンデンサマイク等のファンタム電源を使⽤する機器を接続する際に使⽤します。
ファンタム電源に⾮対応の機器やマイクを接続する際はファンタム電源をOFFにします。
※48Vファンタム電源はXLRインプットジャックにのみ供給され、1/4インチフォンジャックからは供給されません。

S�DRCTボタン：
ステレオダイレクトモニターボタンです。OFF時、インプット1とインプット2からのシグナルはミックスされてヘッドフォ
ンとメインアウトから出⼒されます。ON時、インプット1シグナルは左チャンネル、インプット2は右チャンネルとなって
ヘッドフォンアウトとメインアウトから出⼒されます。この機能は物理インプットにのみ有効で、USBオーディオレコー
ディング、USBプレイバック時には無効となります。�

MIXノブ：
ダイレクトモニターとDAWモニターのバランスを調整します。反時計回りに回すとダイレクトモニターが多くなり、最
⼩で100%ダイレクトのゼロレイテンシモニターになります。時計回りにまわせうと DAWモニターが増え、最⼤で
100%�DAWモニターになります。DAWソフトウェアエフェクトモニターに合わせた設定です。12時位置ではダイレクト
モニターとDAWモニターが1:1になります。

※DAW上でモニターがONになっているとき、フィードバックノイズを避けるためMIXノブを最⼤（DAW�100%）に設定
します。

MAIN�OUT：
メインアウトプットレベルノブです。背⾯にあるMain�Outputの⾳量を調整します。

04 INSTボタン：
楽器⽤（ハイインピーダンス）インプットスイッチです。エレキギターやエレキベースなどのハイインピーダンス楽器を
接続する時はINSTを押します。ボタンがOFFのとき、インプットはラインレベルインプットとなります。
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サイドパネル

01 VOLUME：
ヘッドフォンボリュームサムホイールです。PHONESアウトの⾳量を調整します。

PHONES：
ヘッドフォンを接続する1/4インチTRSステレオアウトプットです。

STEEP�I�INPUT�1：
1/4インチTRSインプットジャックです。TSモノラルケーブルでアンバランスシグナルを、TRSステレオケーブルでバラン
スドシグナルを接続します。

※ご注意:
1.エレキギターやエレキベースなどのハイインピーダンス楽器は1/4インチTSモノラルケーブルを使⽤し、INSTをON
にして接続します。
2.アンバランスドラインシグナルを接続する場合は必ず1/4インチTSモノラルケーブルを使⽤し、INSTをOFFにして
INPUT�1に接続します。
3.バランスドラインシグナルを接続する場合は1/4インチTRSステレオケーブルを使⽤し、INSTをOFFにしてINPUT�1
に接続します。
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04 STEEP�II�INPUT�1：
1/4インチとXLRコンビネーションジャックです。マイクやハイインピーダンス楽器の接続、およびラインレベルの接続
が可能です。

※ご注意
1.マイクを接続する場合はXLRケーブルを使⽤し、INSTをOFFにします。
2.エレキギターやエレキベースなどのハイインピーダンス楽器は1/4インチTSモノラルケーブルを使⽤し、INSTをON
にしてONPUT�1に接続します。
3.アンバランスドラインシグナルを接続する場合は必ず1/4インチTSモノラルケーブルを使⽤し、INSTをOFFにして
INPUT�1に接続します。
4.バランスドラインシグナルを接続する場合は1/4インチTRSステレオケーブルを使⽤し、INSTをOFFにしてINPUT�1
に接続します。

05 STEEP�I・II�INPUT�2：
1/4インチとXLRコンビネーションジャックです。マイクやハイインピーダンス楽器の接続、およびラインレベルの接続
が可能です。

※ご注意
1.マイクを接続する場合はXLRケーブルを使⽤し、INSTをOFFにします。
2.エレキギターやエレキベースなどのハイインピーダンス楽器は1/4インチTSモノラルケーブルを使⽤し、INSTをON
����にしてONPUT�2に接続します。
3.アンバランスドラインシグナルを接続する場合は必ず1/4インチTSモノラルケーブルを使⽤し、INSTをOFFにして
����INPUT�2に接続します。
4.バランスドラインシグナルを接続する場合は1/4インチTRSステレオケーブルを使⽤し、INSTをOFFにしてINPUT�2
����に接続します。



バックパネル
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STEEPⅠ ��STEEPⅡ

01 POWER：
USBタイプCポートです。USB2.0端⼦から電源が供給されない場合、この端⼦を使⽤して電源を供給します。5V、1A
以上の容量のUSBアダプターを接続します。
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USB2.0：
USBタイプCポートです。STEEPオーディオインターフェイスのデータ送受信を⾏います。PC、Macと接続して、ここか
ら電源を供給することもできます。
※
1.STEEP�I/IIをスマートフォンやタブレットと接続する場合、USB2.0端⼦から電源が供給できないことがあります。
�����モバイルデバイスとの接続時はPOWERポートからの電源供給を推奨します。
2.48Vファンタム電源がON時には本体の消費電流が⼤きくなります。

MID（I STEEP�IIのみ）：
2つの5Pin�MIDIポートでMIDIシグナルのインプット・アウ
プットが可能です。MIDIキーボード、エフェクトプロセッサ、シンセサイザー等と接続し、MIDIシグナルの送受信が⾏
えます。
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04 MAIN�OUT�L：
1/4インチTRSモノラルアウトプットジャックです。バランスドシグナルを出⼒する場合はTRSステレオケーブルを使⽤
します。アンバランスシグナルはTSモノラルケーブルを接続します。

05 MAIN�OUT�R：
1/4インチTRSモノラルアウトプットジャックです。バランスドシグナルを出⼒する場合はTRSステレオケーブルを使⽤
します。アンバランスシグナルはTSモノラルケーブルを接続します。ステレオRチャンネルのシグナルが出⼒されます。



使ってみよう
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３.１コンピュータの必要スペック

Mac�OS：Version10.12以降、Intel�Core�i5以上、4GB�RAM以上を推奨
Windows：Windows10以降、Intel�Core�i5以上、4GB�RAM以上を推奨
iOS：iOS�10以降のバージョン、iPad�OS�13以降のバージョン
Android：Android�9以降のバージョン（デバイスがUSB-OTGに対応していることを確認してください。⼀部のデバイスで
はOTG機能が使えないことがあります。処す愛はお使いのデバイスのマニュアルをご覧ください。）

※ご注意
1.OTG機能をモバイルデバイスで使⽤する場合、OTGケーブル（別売）を使⽤してください。
2.STEEP�I/IIをモバイルデバイスで使⽤する場合、電源はPOWERポートから別途接続することを推奨します。
3.コンピュータの必要スペックは今後変更されることがあります。

3.2�ドライバのダウンロードとインストール

WindowsコンピュータでSTEEPオーディオインターフェイスを使⽤する場合、ASIOドライバが必要となります。
ASIOドライバは からダウンロードできます。Mac�OS、iOS/iPad�OS、http://www.mooeraudio.com/download.html
Androidデバイスはドライバは必要ありません。

Windowsオーディオインターフェイスのインストール

�ダウンロードしたファイルを解凍し、SETUPを選択、起動してインストールを開始します。
※インストールの前にアンチウィルスプログラムをOFFに設定してください。誤検出によりファイルが削除されることがあり
ます。
コントロールウィンドウが表⽰されたらOKをクリックし、スタートページに⼊ります。
��
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Nextを2回クリックし、インストール先を選択したらInstallをクリックします。
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ステータスバーが完了するのを待ち、Nextが出たらクリックして次のステップに進みます。

Finishをクリックしてインストールを完了します。
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ポップアップウィンドウが表⽰された場合、(Y)をクリックし、オーディオインターフェイスを再接続します。

Windowsドライバインストールが完了しました。�

※コンピュータが再起動を求めた場合、オーディオインターフェイスをご使⽤になる前にコンピュータを再起動します。再
起動後、オーディオインターフェイスドライバが有効になります。

インストールが完了した後、 ���アイコンがデスクトップ右下に表⽰されます。ダブルクリックするとインターフェイスドライ
バを開きます。STEEP�I/IIがUSB�Audio�Deviceに表⽰されていれば、正常に動作していることを⽰します。
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現在のサンプルレートが下部に表⽰されます。STEEPオーディオインターフェイスは最⼤192kHzサンプルレートに対応し
ています。DAWセッティングを変更し、サンプルレートが変更された時、Current�Sample�Rateも変更されます。

Buffer�Settingsタブではバッファサイズを8サンプルから2048サンプルの範囲で変更できます。バッファサイズはインプット
シグナルとDAWアウトプットシグナルのレイテンシに影響します。コンピュータが同じであれば、バッファサイズは⼩さいほ
どレイテンシは短くなります。バッファサイズが⼩さすぎるとノイズが⼊ることがあります。バッファサイズを⼤きくするとレ
イテンシが⻑くなりますが、安定して動作します。最も快適に操作できるバッファサイズを選択します。

例えば、DAWレk−ディング中、DAWモニターがON時はレイテンシが短い⽅が良いので、バッファサイズをノイズが発⽣し
ない程度に下げます。オーディオプロジェクトのトラックが増え、ソフトウェアエフェクトや仮想楽器などを多⽤するミキシ
ング時はバッファサイズを上げて安定した動作を優先します。
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3.3�オーディオインターフェイスセットアップ

3.3.1.�インプットとアウトプットの設定（Windows）
通常ASIOドライバが正常にインストールされていて、STEEPが接続されていれば、⾃動的にインプットとアウトプットシグ
ナルが設定されます。設定されていない時は下記の⽅法で設定することができます。

*�スタートバーにある��������アイコンを右クリックします。
*�サウンドの設定を開きます。
*⼊⼒と出⼒にSTEEPを選択します。
*正しくセットアップされれば、STEEPからインプットとアウトプットシグナルが⼊出⼒されます。
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3.3.2.�オーディオインターフェイスのセットアップ（Mac）
STEEPはASIOドライバのインストールは不要です。MacとSTEEPを接続し、インプットとアウトプットを下記の⽅法で設定
します。

1.�システムセッティング����������をFinderやDockから選択します。
2.�オーディオを選択し、開きます。
オーディオエフェクト、アウトプット、インプットをSTEEPに設定します。

セットアップが正しく⾏われれば、STEEPからインプットとアウトプットシグナルが⼊出⼒されます。

モバイルデバイスでのオーディオインターフェイスのセットアップ
STEEPがiOS/iPadデバイス、またはAndroidデバイスに接続されたとき、モバイルデバイスはSTEEPを⾃動的にオーディ
オインプット、アウトプットとして設定します。

※コンピュータ、モバイルデバイスのどちらの場合でも、STEEPのPowerインジケータから接続ステータスを確認出来ま
す。点滅しているときは切断されているか、正しく接続されていません。



16

3.4�DAWでのインプット、アウトプットのセットアップ

DAWでのソフトウェアセッティングはDAWの種類やソフトウェアバージョン、使⽤OS、カスタムセッティング等により異なり
ます。下記の例を参考にDAWのセットアップを⾏いますが、詳細はお使いのDAWのマニュアルまたはヘルプをご確認くだ
さい。��

3.4.1�Studio�One
*�STEEPをコンピュータに接続し、Studio�Oneを⽴ち上げます。
*�スタートページからオーディオデバイスの設定を選択し、メニューページでオー*�ディオセットアップを選択します。
*�オーディオデバイスからMOOER�USB�Auidioを選択します。
*“� はい”をクリックします。

3.4.2�Cubase
*�STEEPをコンピュータに接続し、Cubaseを⽴ち上げます。
*�メニューからスタジオを選択します。
*�ポップアップメニューからスタジオセットアップを選択します。
*�VSTオーディオシステムを選択し、ASIOドライバでMOOER�USB�Auidioをドロップ*�ダウンメニューから選択します。

3.4.3�Ableton�Live
*�STEEPをコンピュータに接続し、Liveを⽴ち上げます。
*�トップメニュ−からLiveまたはオプションタブを選択します。
*�環境設定オプションを選択します。Macはコマンド+と表⽰される場合があります。
*�ポップアップメニューからオーディオを選択します。
*�右側のオーディオインプット/アウトプットでMOOER�USB�Auidioをドロップダウンメニューから選択します。



17

3.4.4.�Logic�Pro
*�STEEPをコンピュータに接続し、Logic�Proを⽴ち上げます。
*�トップメニューからLogic�Proを選択します。
*�ポップアップメニューから環境設定を選択します。
*�オーディオを選択します。
*�ポップアップメニューからデバイスを選択します。
*�アウトプットデバイスとインプットデバイスでMOOER�USB�Auidioを選択します。
*�変更を保存します。

3.4.5�ProTools
*�STEEPをコンピュータに接続し、ProToolsを⽴ち上げます。
*�トップメニューからセットアップを選択します。
*�プレイバックエンジンを選択します。
*�現在のエンジンをポップアップメニューから選択し、MOOER�USB�Auidioを選びます。
*�OKをクリックします。

3.5�MIDI�IN/MIDI�OUTのセットアップ（STEEP�II）
STEEP�IIには2つの5-pin�MIDIポートがあり、MIDIシグナルの送受信が⾏えます。
下記の例では、Studio�OneとCubaseでのMIDIセッティング例です。お使いのDAWソフトウェア、またバージョンやご使⽤の
グレード等により異なる場合がありますので、詳細はお使いのDAWのマニュアルまたはヘルプをご確認ください。�
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3.5.1�Studio�One
*�STEEP�IIをコンピューターに接続し、Studio�Oneを⽴ち上げます。
*�トップメニューから外部デバイスの設定を選択するか、オプションから外部でｂを選択します。
*�左下のAddからポップアップメニューを表⽰させ、New�Keyboard�or�New�Instrumentを選択します。

※キーボードはMIDIコントローラーやMIDIキーボードなどのMIDI�INデバイスを、InstrumentはDAWからMIDIシグナル
を出⼒するMIDI�OUTデバイスを意味します。

*�KeyboardページまたはInstrumentページでRecieve�fromまたはSent�toからSteep�II�MIDI�inまたはSteep�II�MIDI�
outを選択します。
*�MIDIチャンネルを1−16全てを選択することを推奨します。
*�デバイスに名前をつけて確認します。
*�KeyboardまたはInstrumentがすでに設定されている場合、現在のプロジェクトのトラックごとに選択できます。�
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3.5.2�Cubase
*�STEEP�IIをコンピュータに接続し、Cubaseを起動します。
*�新しいプロジェクトを作り、開きます。
*�新しいMIDIトラックまたはインストゥルメントトラックを作成します。

※MIDIトラックはMIDIコマンドの編集や録⾳、プロジェクト再⽣に合わせてMIDIコマンドの送信ができます。MIDI�IN/OUT
（外部デバイスのコントロールまたは外部デバイスからのコントロール）を⾏う場合はMIDIトラックを作成します。インスト
ゥルメントトラックはインストゥルメントソースをコントロールします。

*�選択したトラックの左サイドにあるMIDI�IN/OUTメニューからSTEEP�II�MIDI�inまたはSTEEP�II�MIDI�outを選択します。
������������
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接続

STEEP�Iの接続例

STEEP�Iiの接続例

ヘッドフォン

ギター

電源

コンピュータ モバイルデバイス

マイク

ヘッドフォン

ギター

電源

MIDIデバイス

コンピュータ

スタジオモニター

マイク

モバイルデバイス
スタジオモニター
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録⾳をはじめる
録⾳状況に合わせて各デバイスを接続します。

5.1�インプットモードの設定
a.マイクを接続する場合、XLRケーブルを使⽤し、INSTボタンはOFFにします。
b.エレキギターやエレキベース等ハイインピーダンス楽器を接続する場合、1/4インチモノラルTSケーブルを使⽤し、INSTボ
タンをONにします。
c.アンバランスラインシグナルを接続する場合、1/4インチモノラルTSケーブルを使⽤し、INSTボタンをOFFにします。
d.バランスドラインシグナルを接続する場合、1/4インチTRSステレオケーブルを使⽤し、INSTボタンをOFFにします。

5.2�インプットゲインの調整
GAINノブでインプットゲインを適正に調整します。実際に接続した機器の⾳量に合わせ、インプットレベルインジケータが
最⼤でオレンジの位置になるよう調整します。インジケータが⾚になる場合、インプットレベルが⾼すぎます。インプットレベ
ルが最⼤でも緑の場合、インプットレベルが低すぎます。
接続したデバイス側で調整ができる場合は、デバイス側と合わせてゲインの調整を⾏います。

5.3�レコーディングソフトウェアを開く
インプットモード、インプットゲイン適正に設定したら、DAW等のレコーディングソフトウェアを開きます。新しいトラックやプ
ロジェクトを作成する⼿順は各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

5.4�モニターボリュームレベルの調整
PHONES、MAIN�OUTからモニターの⾳量を適正に調整します。

5.5�MIXノブの調整
MIXノブを回してアナログインプットシグナルとUSBプレイバックのバランスを調整します。MIXを反時計回り最⼩にすると
100%アナログインプットとなり、12時位置で50%アナログインプットシグナル、50%USBプレイバックとなります。MIXが時
計回り最⼤の場合、100%�USBプレイバックになります。



例
a.ヴォーカルレコーディングで、声とバッキングトラックをレイテンシなしで聞きたいなら、MIXを12時付近に設定します。声
をモニタリングしながらバッキングトラックを聞くことができます。

b.DAWエフェクトの場合。DAWプラグインエフェクトのモニターをする場合、MIXを時計回り最⼤にすることを推奨します。
100%�DAWエフェクトのサウンドとなり、実際の⾳を聞きながら調整を⾏えます。このときMIXノブを他の位置にすると
フィードバックノイズが発⽣することがあります。

c.インプットシグナルのみのモニターをしたいときは、MIXを反時計回り最⼩にします。インプットシグナルのみがモニター
され、USBオーディオプレイバックは出⼒されません。

※アナログインプットシグナルとUSBプレイバックシグナルを同時にモニターする場合、MIXノブを⾃由に調整して最も快
適な位置を探してみましょう。

5.6�ステレオダイレクトモニターとミックスドモノラルモニター
S.DRCTボタンでステレオダイレクトモニター機能を使うことができます。S.DRCTがOFFのとき、INPUT1とINPU2シグナル
はミックスされてヘッドフォンアウトとメインアウトから出⼒されます。つまり、INPUT1とINPUT2がLとRチャンネルから同
時に出⼒され、パンニングはセンターに聞こえます。このモードはエレキギターやヴォーカルなどのモノラルレコーディング
に適しています。
S.DRCTがONのとき、INPUT1とINPUT2はLとRに振り分けられてヘッドフォンアウトとメインアウトから出⼒されます。この
モードはステレオシグナルのレコーディングに向いています。例えばステレオアウトのあるハードウェアエフェクトを接続し
たり、デュアルマイクレコーディングなどです。

※このオプションはヘッドフォンアウトとメインアウトのみに適⽤されます。USBレコーディングやプレイバックには影響し
ません。
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スペック

モデル名 STEEP�Ⅰ STEEP�II

サンプルレート・ビット深度

USBオーディオ

192�kHz/24�bits

2�inputs�and�2�outputs

192�kHz/24�bits

2�inputs�and�2�outputs

マイクロフォンインプット

インプットジャック 1/4"&XLR�jack�*1

＜0.0016%（minimum�gain，-1�dBFS�
input�with�22�Hz/22�kHz�bandpass�
filter）

1/4"&XLR�jack*2

＜0.0016%（minimum�gain，-1�dBFS�
input�with�22�Hz/22�kHz�bandpass�
filter）

最⼤インプットレベル（最⼩ゲインレベル）

ゲインレンジ

周波数レスポンス（20�Hz�to�20kHz）

THD+N

インプットインピーダンス

＞111dB（A-weighted）

＜±0,138�dB

+3�dBu

50�dB

3k�Ohm

+3�dBu

50�dB

3k�Ohm

ダイナミックレンジ ＞111dB（A-weighted）

＜±0,138�dB



ラインインプット

インプットジャック

＞108dB（A-weighted） ＞108dB（A-weighted）

1/4"�TRS�jack*1（support�balanced�signal）
1/4"&XLR�jack*1

＜0.0083%（minimum�gain，-1�dBFS�input�
with�22�Hz/22�kHz�bandpass�filter）

1/4"&XLR�jack*2
（support�balanced�signal）

＜0.0083%（minimum�gain，-1�dBFS�input�
with�22�Hz/22�kHz�bandpass�filter）

楽器インプット

インプットジャック

＞108�dB（pondéré）

Prise�jack�TRS�6,35�mm�x�1
Prise�6,35�mm�&�XLR�x�1

＜0,0094%gain�minimum-1�dBFS�en�entrée�
avec�filtre�passe-bande�22�Hz/22�kHz）

Prise�jack�6,35�mm�et�XLR�x�2

ゲインレンジ

ゲインレンジ

ダイナミックレンジ

周波数レスポンス
（20�Hz�to�20kHz）

THD+N

最⼤インプットレベル
（最⼩ゲインレベル）

インプットインピーダンス

＜±0.075dB

+20�dBu

50�dB

60k�Ohm

＜±0.075dB

+20�dBu

50�dB

60k�Ohm

ダイナミックレンジ

周波数レスポンス
（20�Hz�to�20kHz）

THD+N

最⼤インプットレベル
（最⼩ゲインレベル）

インプットインピーダンス

＜±0,07�dB

+11�dBu

50�dB

＞108�dB（pondéré）

＜±0,07�dB

＜0,0094%gain�minimum-1�dBFS�en�entrée�
avec�filtre�passe-bande�22�Hz/22�kHz）

+11�dBu

50�dB

1,5M�Ohm1,5M�Ohm
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ラインアウトプット

ヘッドフォンアウト

アウトプットジャック 1/4"�TRS�jack*1

<0.002%（minimum�gain，-1�dBFS�input�
with�22�Hz/22�kHz�bandpass�filter）

アウトプットジャック 1/4"�TRS�jack*2（support�balanced�signal）

＜0.019%（minimum�gain，-1�dBFS�input�with�
22�Hz/22�kHz�bandpass�filter）

1/4"�TRS�jack*2（support�balanced�signal）

＜0.019%（minimum�gain，-1�dBFS�input�
with�22�Hz/22�kHz�bandpass�filter）

1/4"�TRS�jack*1

<0.002%（minimum�gain，-1�dBFS�input�
with�22�Hz/22�kHz�bandpass�filter）

ダイナミックレンジ

最⼤インプットレベル
（最⼩ゲインレベル）

THD+N

アウトプットインピーダンス

＞108dB（A-weighted）

+5.746�dBu

430�Ohm

＞108�dB（pondéré）

+5.746�dBu

430�Ohm

ダイナミックレンジ

最⼤インプットレベル
（最⼩ゲインレベル）

THD+N

アウトプットインピーダンス

＞104,9�dB

+9,738�dBu

<1�Ohm

＞104,9�dB

+9,738�dBu

<1�Ohm

付属品

Type-C�USB�to�Type-A�USB�ケーブル、取扱説明書
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