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ENX-1520
AV ミキサー

取扱説明書/工事説明書
（保証書付）

●ご使用前に必ず､この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上､正しくお使いください｡
●お読みになったあとは､必ず保存してください｡

安全上のご注意 必ずお守りください

この取扱説明書および製品への表示では､製品を安全に正しくお使いいただき､あなたや他の人々への危害や財産への
損害を未然に防止するために､いろいろな絵表示をしています｡その表示と意味は次のようになっています｡内容をよく
理解してから本文をお読みください｡

安全に正しくお使いいただくために

△記号は注意(危険 ・ 警告)を
促す内容があることを告げる
ものです｡図の中に具体的な
注意内容が描かれています｡

絵表示の例
◯＼記号は禁止の行為であるこ
とを告げるものです｡図の中
に具体的な注意内容が描か
れています。

●記号は行為を強制したり
指示する内容を告げるもので
す｡左図の場合は一般的な行
為を指示する表示です｡
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安全上のご注意

プラグを
コンセント
から抜け

表示された電源電圧以外の電圧で使用しない
火災･感電の原因となります｡

雷が鳴り出したら､接続コードや電源プラグには触れない
感電の原因となります｡

異物を入れない／濡らさない
水や金属が内部に入ると､火災･感電の原因となります｡ただちに電源プラグをコンセントから抜いて､
販売店などにご連絡ください｡

電源コ－ドを傷つけない
電源コ－ドの上に重いものをのせたり､無理に曲げたり､ねじったり､引張ったりすると､火災･感電の原
因となります｡電源コードが傷んだら(芯線の露出､断線)販売店などに交換をご依頼ください｡

この表示を無視して､誤った取扱いをすると､人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています｡

異常が起きたときは､ただちに使用をやめる
煙が出ている､においや音がする､水や異物が入った､落として破損したなど､火災･感電の原因となります｡
ただちに電源プラグをコンセントから抜いて､販売店などにご連絡ください｡

ラックにマウントする際はラックの説明に従って金具類を正しく使用し、固定してください。取付けに不
備があると落下したりしてけがの原因となります。

分解／改造はしない
火災･感電の原因となります｡修理や点検は､販売店などにご依頼ください｡

AC接続コードは機器に付属の物､または指定の物以外は使用しない
火災･感電の原因となります｡

この機器の上に花瓶など水の入ったものを置かない
こぼれたり中に水が入った場合、火災･感電の原因となります｡

この機器の上にろうそく等の炎が発生しているものを置かない
火災の原因となります｡

この機器を水滴のかかる場所に置かない
中に水が入った場合、火災･感電の原因となります｡

湿気やほこりの多い場所､油煙や湯気が当たるような場所に置かない
火災･感電の原因となることがあります｡

この表示を無視して､誤った取扱いをすると､人が傷害を負う可能性が想定される内容および
物的損害のみの発生が想定される内容を示しています｡

不安定な場所に置かない
落ちたり､倒れたりしてけがの原因となることがあります｡

工事は工事店に依頼する
工事には､技術と経験が必要です｡火災･感電､けが､器物損壊の原因となります｡工事店にご相談ください｡

異常に温度が高くなる場所に放置しない
窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないで
ください｡キャビネットや部品に悪い影響を与え､火災の原因となることがあります｡

本機を電源コンセントの近くに置いて使用する
万一の事故防止のため、すぐに電源コンセントからプラグを抜けるようにして使用してください。
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この機器に乗ったり腰掛けたりしない
特にお子様にはご注意ください｡倒れたり､こわれたりして､けがの原因となることがあります｡

電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

長時間音が歪んだ状態で使わない
スピーカーが発熱し､火災の原因となることがあります｡

濡れた手で､電源コ－ドを抜き差ししない
感電の原因となります｡

電源プラグを抜くときは､電源コ－ドを引っ張らない
コ－ドが傷つき､火災､感電の原因となります｡必ずプラグを持って抜いてください｡

１年に一度くらいは内部の掃除を工事店などにご相談ください｡内部にほこりのたまったまま､長い間
掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります｡特に､湿気の多くなる梅雨時の前に行うと､
より効果的です｡なお､掃除費用については工事店などにご相談ください｡

オ－ディオ機器､外部スピーカー等の機器を接続する場合は､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｡

移動するときは､コード類を傷つけない
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､外部の接続コ－ドを外
してから行ってください｡コ－ドが傷つき､火災､感電の原因となることがあります｡

プラグを
コンセント
から抜け

この表示を無視して､誤った取扱いをすると､人が傷害を負う可能性が想定される内容および
物的損害のみの発生が想定される内容を示しています｡

電源コ－ド､スピーカーコードを熱器具に近づけない
コ－ドの被ふくが溶けて､火災･感電の原因となることがあります｡

長期間使用しないときは､必ず電源プラグをコンセントから抜く
火災の原因となることがあります｡

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因となることがあります｡

電源を入れる前には音量を最小にする
突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります｡

プラグを
コンセント
から抜け

プラグを
コンセント
から抜け

樹脂加工部に対してベンジンやシンナーなどの溶剤を使用して清掃しない｡
また、タバコなどの火を近づけない
部品変形により故障して､火災などの原因となることがあります｡
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誤操作防止カバーについて

●入力線と出力線は近づけますと発振する恐れがありますので、できるだけ離して配線してください｡
　特にラックに組み込むときにはご注意ください。
●次のような場所では使用しないでください。誤動作、故障、漏電の原因になります。
・使用温度範囲をこえる場所／使用湿度範囲をこえる場所／屋外などの雨や日光に直接当たる場所／結露が生じる場所／
　亜硫酸ガスやアンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所／激しい振動や衝撃が発生する場所
●本機を雑音発生の原因になる機器※の近くには設置しないでください。
※高周波機器(乾燥機、医療機器など)、電気溶接機、ブラッシングモーター、自動車の通る道、携帯電話機、デジタル機器
　(コンピューター、電子楽器など)、空気清浄器｡

設置 ・ 使用上のご注意

●本機は電源プラグが遮断装置になります。
●本機は遮断装置へ容易に手が届くように、電源コンセントの近くで使用してください。

遮断装置について

　当社は下記の事項に関して一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
①お客さまの故意、過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害または本製品の破損など
②本製品に直接または間接に関連して生じた、偶発的、特殊的、または結果的損害・被害
③本製品のお客さまご自身による修理、分解または改造が行なわれた場合、それに起因するかどうかを問わず、発生した一切の
故障または不具合により生じた損害
④本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、使用ができないことなどによる不便・損害・被害
⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

免責事項について

本機を安全に使用していただくために、販売店または工事業者による定期的な点検をおすすめします。
外観上は異常がなくても、使用条件によっては部品が著しく劣化している可能性があり故障したり、事故の原因となることがあ
ります。下記❶〜❹の様な状態ではないか日常的に確認してください。もしその様な状態を発見されましたら直ちに電源を切り
（使用中止）、販売店または工事業者に点検や撤去をご依頼ください。
特に10年を超えて使用されている場合は、定期点検の回数を増やしていただくとともに買い換えの検討をお願いします。
❶煙が出たり、こげ臭いにおいや異常な音がしている。　❷電源コード・電源プラグが異常に熱い。または亀裂や傷がある。
❸本機に触れるとビリビリと電気を感じる。　❹電源を入れても音が出てこない、その他の異常・故障がある。

本機を長期間お使いの場合は

出荷時、本機の出力選択スイッチ部には、誤操作防止カバーが取り付けられています。
出力選択スイッチを操作する際は、カバーを外してください（出力選択後は、再度カバーを取り付ける事をおすすめします）。

出力選択スイッチ（5頁参照）誤操作防止カバー

①カバー固定ねじを回し、ゆるめる。

②カバー固定ねじを持ち、
　手前に引っ張る。

ご注意
 ・ カバー固定ねじの締め過ぎにご注意ください。破損する恐れがあります。
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STEREO 1MONO 6MONO 4MONO 2
ECHOMONO 5MONO 3MONO 1 STEREO 2

出力選択スイッチ
スイッチを押すと、出力先が選択され、
信号が出力されます。

MAIN OUT 1に出力
MAIN OUT 2に出力

SUB OUT 1に出力
SUB OUT 2に出力 電源表示灯

電源が入ると、青緑色に点灯します。

電源スイッチ
このスイッチを押すと、電源が入ります。
再び押すと、電源が切れます。
※電源ON後、約6秒程度（ステレオ入力
　選択表示灯のカウントダウン表示中）
　は、音声が出ない仕様となっております。

エコー調節つまみ
モノラル入力1～6のエコーの効き具合を調節します。

エコー選択スイッチ
スイッチを押すとエコーがかかります。エコー音は、出力選択
スイッチ「ECHO」を押した出力系統から出力されます。

ラベルスペース
ステレオ入力ラベルを貼ってください。

ステレオ入力音量調節つまみ
ステレオ入力の音量を調節します。

ステレオ1/2入力選択スイッチ
入力A～D、E～Hからそれぞれ1系統の入力を選択でき
ます。対応するステレオ入力選択表示灯が点灯します
（電源を切っても直前の選択内容は保持されます）。
AとBはVIDEO IN 1、EとFはVIDEO IN 2に対応して
います。

モノラル入力音量調節つまみ
モノラル入力の音量を調節します。

出力音量調節つまみ
モノラル1～2出力、サブ1～2出力の、
各出力の音量を調節します。

出力音量調節フェーダー
メイン出力1～2の音量を調節します。
信号出力時に、シグナル表示灯［SIGNAL］が点灯します。
過大出力時には、クリップ表示灯［PEAK］が点灯します。

ステレオ1入力ミニジャック［STEREO IN 1（A）］
※入力B/C/Dは後面パネルにあります。
CDプレーヤー等のステレオ出力の機器を接続します。
出力先は出力選択スイッチで任意に選択できます。

映像入力端子1-A（DVI）［VIDEO IN 1（A）］
※入力端子Bは後面パネルにあります。
DVI映像信号を接続します（シングルリンクモードのみ
対応）。また、アナログRGBもサポートしています。

各部の名称と説明（前面）

ラベルスペース
モノラル入力ラベルを貼ってください。

モノラル入力音質調節つまみ
モノラル入力の音質を調節します。

450Hz （LO/低音用） 3.5kHz（HI/高音用）
＋12dB

－12dB

＋12dB

0 0

－12dB
調節範囲 HI        　  3.5kHz         ±12dB 

LO            450Hz          ±12dB 

高音用
音質調節つまみ
（3.5kHz ±12dB）　

低音用
音質調節つまみ
（450Hz ±12dB）　
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AC電源入力端子
付属のACコードを使用し、ACコンセントに接続してください。

映像出力端子1/2（DVI／コンポジット）［VIDEO OUT］
ステレオ入力選択スイッチで選択された映像信号が出力されます。
DVI　　　　 ： C／Dを選択した場合は、出力されません。
コンポジット ： G／Hを選択した場合は、出力されません。

 ・ 外部から音量を制御する場合、ENX-1520本体の出力音量調整フェーダーは「0」にしてください。
　フェーダーが上がっていると、スイッチが切れた際、突然大きな音が出る危険性があります。

リモート端子
 ・ 外部起動端子［　　　　　　　　］
　電源制御ユニット ENP-1212などの電源の「入／切」を本機と連動して
　行えます（ENP-1212の場合、制御端子REMOTEのCONTとGにそれ
　ぞれ配線してください）。
　※DC30V 0.5A以下の容量にてご使用ください。

 ・ 音量制御切替端子［　　　　　　　　　　　　　　　　　］
　右図のようにスイッチを接続すると、メイン出力外部音量制御回路を
　起動させることができます。
※ON時は、ENX-1520本体の出力音量調節フェーダーは無効になります。

 ・ 外部ボリューム接続端子［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
　メイン出力外部音量制御回路が起動している状態で、右図のように
　接続された可変抵抗で、メイン出力の音量を外部から制御できます。
　（5V側 ： 最小、GND側 ： 最大）
　（推奨可変抵抗 ： 10kΩ Bカーブ ※配線可能距離50m）

各部の名称と説明（後面）

EXT CONT

ENP-1212
制御端子（後面）

EXT CONT

REMOTE

CONT G

EMG

CONT G＋ 24V
OUT

BREAK COMMAKE

MAX  DC24V   1A

映像入力端子1-B（DVI）［VIDEO IN 1（B）］
※入力端子Aは前面パネルにあります。
DVI映像信号を接続します（シングルリンクモードのみ対応しています）。
市販の変換アダプター（DVI-Ⅰ/VGA）を使用する事で、アナログRGBも
サポートします。
前面パネルのステレオ入力選択スイッチに連動し、入力信号を選択できます。
※DVIおよびアナログRGB映像は、接続機器間で通信処理を行っており、
　表示機器の種類によっては、画面表示までに５秒以上かかるものがあります。

ステレオ入力選択スイッチ
A
B
C
D

映像入力端子
Aからの映像信号が出力されます
Bからの映像信号が出力されます

映像信号は出力されません

映像入力端子2-E/F（コンポジット）［VIDEO IN 2（E/F）］
コンポジット映像信号を接続します。
前面パネルステレオ入力選択スイッチに連動し、入力信号を選択できます。

ステレオ入力選択スイッチ
E
F
G
H

映像入力端子
Eからの映像信号が出力されます
Fからの映像信号が出力されます

映像信号は出力されません

<ENP-1212使用時>
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サブ1～2出力ジャック［SUB OUT 1～2］
出力選択スイッチで設定された各入力信号が、
ミキシングされ出力されます。

ステレオ1入力ピンジャック
［STEREO IN 1（B/C/D）］
※入力Aは前面パネルにあります。
CDプレーヤーなどのステレオ出力の機器を接続します。
前面パネルの入力選択スイッチでA／B／C／Dの中か
ら1系統の入力を選択できます。
出力先は出力選択スイッチで任意に選択できます。

ステレオ2入力ピンジャック
［STEREO IN 2（E/F/G/H）］
CDプレーヤー等のステレオ出力の機器を接続します。
前面パネルの入力選択スイッチでE／F／G／Hの中か
ら1系統の入力を選択できます。
出力先は出力選択スイッチで任意に選択できます。

録音1～2出力ピンジャック［REC OUT 1～2］
メイン出力の信号が出力されます。
前面パネルの出力音量調節つまみでは音量を制御できません。

メイン1～2出力ジャック［MAIN OUT 1～2］
出力選択スイッチで設定された各入力信号が、ミキシング
され出力されます。

モノラル1～2出力ジャック［MONO OUT 1～2］
メイン出力L／R信号がミキシングされ出力されます。

アース端子（雑音低減用）
本機に他の音響機器を接続するときなどで雑音低減
の効果がある場合に、他方のアース端子に接続したり、
接地してください。また静電気対策などのためにも接
地することをお勧めします。

モノラル1～6入力ジャック［MONO IN 1～6］
マイクロホンなどを接続します。出力先は出力選択スイッ
チで任意に選択できます。
音量つまみと連動して、内部の入力感度も変化しますの
で、マイクロホン以外のモノラル機器も接続可能です。

サブ入力
L／R各入力をメイン出力とモノ出力に出力します。
※モノ出力にはミキシングして出力。
出力先を、スイッチで選択できます（メイン1、モノ1
／メイン2、モノ2／ALL（メイン1、2とモノ1、2））。

メイン1と2、モノ1と2
メイン2、モノ2 メイン1、モノ1
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ブロックダイヤグラム

E
C
H
O

450Hz 3.5kHz

モノラル入力 1
－60ｄＢ～－6ｄＢ
5ｋΩ　電子平衡

モノラル入力 6
－60ｄＢ～－6ｄＢ
5ｋΩ　電子平衡

サブ入力
＋4ｄＢ
10ｋΩ　不平衡

映像出力1 （DVI-I）
3.3Vpーp　100Ω

映像出力2 （コンポジット）
1Vpーp　75Ω　不平衡

E
C
H
O

EQ

ECHO

H

G

D

C

B

F

E

A
（前面）

映像入力1-B （DVI-I）

映像入力1-A （DVI-I）

ステレオ入力 1-A
－10ｄＢ（L/R）
10ｋΩ　電子平衡

ステレオ入力 1-B
－10ｄＢ（L/R）
10ｋΩ　電子平衡

ステレオ入力 1-C
－10ｄＢ（L/R）
10ｋΩ　不平衡

ステレオ入力 1-D
－10ｄＢ（L/R）
10ｋΩ　不平衡

ステレオ入力 2-E
－10ｄＢ（L/R）
10ｋΩ　電子平衡

ステレオ入力 2-F
－10ｄＢ（L/R）
10ｋΩ　電子平衡

ステレオ入力 2-G
－10ｄＢ（L/R）
10ｋΩ　不平衡

ステレオ入力 2-H
－10ｄＢ（L/R）
10ｋΩ　不平衡

映像入力2-E （コンポジット）
1Vpーp　75Ω　不平衡

映像入力2-F （コンポジット）
1Vpーp　75Ω　不平衡

MAIN 1

MAIN 2

MAIN 1

MAIN 2

SUB 1

SUB 2

ECHO

MAIN 1

MAIN 2

SUB 1

SUB 2

MAIN 1

MAIN 2

SUB 1

SUB 2

ALL
MAIN 1

MAIN 2

ALL
MAIN 1

MAIN 2

ス
テ
レ
オ
入
力
1

ス
テ
レ
オ
入
力
2
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メイン出力 1ーL
＋4ｄＢ
600Ω　電子平衡

M
A
IN
 1
 L

M
A
IN
 1
 R

M
A
IN
 2
 L

M
A
IN
 2
 R

S
U
B
 1

S
U
B
 2

M
A
IN
 1
 L

M
A
IN
 1
 R

M
A
IN
 2
 L

M
A
IN
 2
 R

S
U
B
 1

S
U
B
 2

メイン出力 1ーR
＋4ｄＢ
600Ω　電子平衡

サブ出力 1
＋4ｄＢ
600Ω　電子平衡

モノラル出力 1
＋4ｄＢ
3ｋΩ　不平衡

メイン出力 2ーL
＋4ｄＢ
600Ω　電子平衡

メイン出力 2ーR
＋4ｄＢ
600Ω　電子平衡

サブ出力 2
＋4ｄＢ
600Ω　電子平衡

モノラル出力 2
＋4ｄＢ
3ｋΩ　不平衡

REMOTE OUT
MAX DC30V 0.5A

＋5Ｖ

ＧND

ＧND

電源回路

ＡＣインレット

＋15Ｖ

－15Ｖ

録音出力 1
＋4ｄＢ （L／R）
10ｋΩ　不平衡

トランス電源スイッチ

ＦＵＳＥ

CPU

電子VR

電子VR

MAIN 1 VR

MAIN 2 VR

MAIN 1 CTR

MAIN 2 CTR

プリフェーダー

ポストフェーダー

プリフェーダー

ポストフェーダー

録音出力 2
＋4ｄＢ （L／R）
10ｋΩ　不平衡

PEAK
SIGNAL
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パワーアンプ
ENA-2104

スピーカー（メイン）

スピーカー（サブ）

サブミキサーなど

外部起動
端子

他の機器

電源制御ユニット ENP-1212

ACコード
（付属）

AC100V
コンセント

パワードスピーカー

レコーダー

DVDプレーヤー

ビデオデッキ

カセットデッキ（録音用）

テレビ

PCモニター

モノラル1～6入力は
大形単頭プラグでも
XLRタイプコネクター
でも接続可能です。

接続例（本機に接続できる機器）
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ワイヤレス受信機
（ユニット出力）
WTDシリーズ

AC  100V AC  OUTLET

UNSWITCHED
MAX  250W

ANT B ANT A
75Ω 75Ω

12LO

－20dBV
600Ω

MIXING UNIT  1UNIT  2

－20dBV
0dBV －60dBV

600Ω

－20dBV
600Ω

LINE  IN

HI LO HI LO HI LO HI

AUDIO  OUT

12
UNIT  3UNIT  4

RCAピンプラグ

XLRタイププラグ

ステレオミニプラグ

大形単頭プラグ

DVI

＜前面パネル＞

ワイヤレスマイク

ワイヤレスアンテナワイヤレスアンテナ

パソコン

パソコン

カセットデッキ

カセットデッキ

CDプレーヤー

CDプレーヤー

（有線）マイク
市販の変換アダプター（DVI-Ⅰ/VGA）を使用
する事で、アナログRGBも接続可能です。
※入力・出力共に、市販の変換アダプター
　（DVI-Ⅰ/VGA）が必要です。

同軸ケーブル
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接続例（4エリア使用の例）4つのエリアに、それぞれ異なる放送ができます。

ホール1用ホール2用

外部起動
端子

ワイヤレス受信機

ワイヤレスマイクワイヤレス
アンテナ

ワイヤレス
アンテナ

（有線）マイク

×４本×２本

カセットデッキ

CDプレーヤー

有線放送

エントランス用

パワーアンプ天井
スピーカー

天井
スピーカー

天井
スピーカー

化粧室用

パワーアンプ天井
スピーカー

天井
スピーカー

天井
スピーカー

ビデオデッキ

DVDプレーヤー

パソコン

電源制御ユニット

パワーアンプ

スピーカー スピーカー

パワーアンプ

スピーカー スピーカー

モニター

※STEREO IN1 Bへ

ディスプレイ
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 ・ 本機の工事は必ず販売店に依頼してください。
 ・ 工事を行う前に必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
　また安全上のご注意をよく読んで、その指示に従ってください。

工事説明書

■電源の接続
　　●電源コードは必ず遮断装置を介した次のいずれかの方法で接続してください。
　　①電源制御ユニットに接続する。
　　②電源コンセントの近くに設置し、遮断装置（電源プラグ）に容易に手が届くこと。
　　③接点距離を3.0mm以上有する分電盤のブレーカーに接続する。
　　※ブレーカーは保護アース導体を除く主電源の全ての極が遮断できるものを使用してください。

■本機の設置場所は
　　●直射日光の当たる場所や温風の吹き出し口の近くは避けてください。
　　　また、湿気やほこり、振動の多い場所に設置すると、故障の原因となります。
　　●トランス、調光器、映像機器、CRTモニター、パワーアンプなどからできるだけ離してください。
　　　誘導ノイズの影響を受ける恐れがあります。

■ラックにマウントするときは
　　●ラック内の温度が60℃以上にならないようにしてください。
　　　内部の部品に悪影響を与え、故障の原因となります。

■アース端子について
　　●背面アース端子を接地してご使用ください。
　　●接地しないと誘導ノイズの影響を受ける恐れがあります。

設置工事の前に

1． 設置方法を検討します。
　　本機は3種類の設置が可能です（ラックマウント、壁に直付け、テーブルに埋込み）。
　　→14頁「設置のしかた」参照。

2． 設置方法に応じて、入出力パネルとラックマウント金具の位置を変更します。
　　→15頁「入出力パネルの付替方法」、「ラックマウント金具の付替方法」参照。

3． 使用方法に応じて、モノラル出力のプリ／ポストフェーダーを切替えます。
　　（出荷時はポストフェーダーになっています。）
　　→16頁「モノラル出力のプリ／ポストフェーダーの切替方法」参照。

4． 設置します。
　　→14頁「設置のしかた」参照。

設置の手順

13～16頁は工事説明書です。工事は必ず販売店に依頼し、お客様自身で行わないでください。
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■ラックに取付ける場合

■テーブルに埋込む場合

■壁に直付けする場合 ●ラックマウント金具と入出力パネルを付替えます（15頁参照）。
●壁にねじ穴を開けてください（下図参照）。
●本機を取り付け、ねじ止めしてください。
※取付け用ねじは、別途ご用意ください。

●入出力パネルを付替えます（15頁参照）。
●テーブルにミキサーを埋込む穴と、ねじ穴を開けます（下図参照）。
●本機を取り付け、ねじ止めしてください。
※取付け用ねじは、別途ご用意ください。

●出荷状態のまま、付属のラックマウント用ねじで取り付けます。
※ラックの種類によっては、付属のラックマウントねじで取付け
　られない場合があります。
　適合するねじを、別途ご用意ください。

 ・ 本機の重量に耐えうる、しっかりとした柱や壁に、
　構造および材質を考慮して取り付けてください。
 ・ 本機に手やひじを付いたり、上部に物を乗せたり
　しないでください。

取付ねじ

取付ねじ

取付ねじ

取付ねじ

取付ねじ
＋

飾りワッシャー

取付ねじ
＋

飾りワッシャー

設置のしかた

465

438

17
8

13
3.
5

埋め込み穴 ねじ穴ねじ穴

480

465

17
7

13
3.
5

ねじ穴ねじ穴
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①上部カバーと入出力パネルのねじ（合計9本）を取り外します。
※その他のねじは外さないでください。
②上部カバーを外します。
③入出力パネルを外します。

④上部カバーを後面に付替えて、ねじ止めします。
⑤入出力パネルを上部に付替えて、ねじ止めします。

   入出力コネクター部の位置を変更する時は、次の内容に注意してください。
 ・ 必ず電源プラグを抜いてから作業してください。感電の原因となります。
 ・ 内部部品のエッジに注意してください。けがの原因となります。
 ・ ケーブルを部品に引っ掛けたり、上部カバーや入出力パネルに挟まないように注意してください。
　故障の原因となります。

入出力パネルの付替方法

①ラックマウント金具のねじ（合計6本）を取り外します。
※その他のねじは外さないでください。

②ラックマウント金具を付替えて、ねじ止めします。

ラックマウント金具の付替方法

前面取付け時の
ねじ位置

後面取付け時の
ねじ位置
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モノラル出力のプリ/ポストフェーダーの切替方法

出荷時は、モノラル出力の音量はメイン出力の音量に比例しています（ポストフェーダー）。
モノラル出力の音量を個別に調節したい場合（プリフェーダー）は、内部のジャンパーソケットを差替えてください。

①上部カバーと入出力パネルのねじ（合計9本）を取り外します。
※その他のねじは外さないでください。
②上部カバーを外します。
③入出力パネルを外します。
④ジャンパーソケットを差替えます(下図参照)。
⑤入出力パネルと上部カバーを取り付けます。

   ジャンパーソケットを差替える時は、次の内容に注意してください。
 ・ 必ず電源プラグを抜いてから作業してください。感電の原因となります。
 ・ 内部部品のエッジに注意してください。けがの原因となります。
 ・ ケーブルを部品に引っ掛けたり、上部カバーや入出力パネルに挟まないように注意してください。
　故障の原因となります。

＜入出力パネル内側＞

ご注意
 ・ J1とJ2（モノラル出力1を設定）は同じ設定にしてください。
 ・ J3とJ4（モノラル出力2を設定）は同じ設定にしてください。

差替える

ポストフェーダー プリフェーダー

出荷時はポストフェーダーになっています。
ジャンパーソケットを差替えることで、
プリフェーダーに変更できます。

J1

J3

J2

J4
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困ったときには

音声が出力されない

出力音量調節フェーダー
が動作しない

エコーが出力されない

DVI/アナログRGBの
表示切替が数秒かかる

モニター表示の色が変に
なっている

モニターの表示が出ない

電源ON時、しばらく
音が出ない

ステレオ入力選択スイッ
チの状態が保持されない

・出力選択スイッチ（MAINOUT1、MAINOUT2、SUBOUT1、SUBOUT2）が押されて
　いるか、確認してください。
・個々の入力に対する音量調節つまみ（MONO1～MONO6、STEREO1、STEREO2）
　が最小になっていないかどうか、確認してください。
・出力音量調節フェーダーが最小になっていないかどうか、確認してください。
・リモート端子にてメイン出力音量制御を行っていて、外部ボリュームが最小になって
　いないかどうか、確認してください。

・リモート端子にてメイン出力音量制御を行っていませんか？
　出力音量調節フェーダーで音量制御をする際は、メイン出力音量制御端子に接続されて
　いるスイッチをOFFにしてください。
・個々の入力に対する音量調節つまみ（MONO1～MONO6、STEREO1、STEREO2）
　が最小になっていないかどうか、確認してください。

・エコー調節つまみが最小になっていませんか？
・エコーをかけたい入力のエコー選択スイッチ（MONO1～MONO6）が押されているか
　確認してください。
・ステレオ1、ステレオ2、サブ入力は、エコー非対応です。
・出力選択スイッチ「ECHO」（MAIN1、MAIN2）が押されているか、確認してください。
※サブ１、サブ２出力は、エコー非対応です。

・画面表示をするまでに、接続機器間で通信処理を行っており、PCや表示機器の種類に
　よっては、５秒以上かかるものがあります。
　動作としては正常です。

（DVI-Dの場合）
・DVIコネクタのビスをきちんと止めてください。
・HDMI-DVI変換ケーブルを使ってDVI入力側にHDMI信号を入れている場合は、DVI出力
　側も、HDMI-DVI変換ケーブルにてHDMI信号出力にしてください。
　HDMI信号をモニタのDVI入力に入れると、色化けすることがあります。
（アナログRGBの場合）
・DVI-アナログRGB変換アダプタのビス、およびアナログRGBコネクタのビスをきちんと
　止めてください。

・DVIコネクタのビスをきちんと止めてください。
・DVIケーブルの長さが長い場合、信号損失が発生し、表示できないことがあります。
　その場合は、DVI信号のブースター（市販品）などで、信号損失をなくす対策を行って
　ください。
・ステレオ入力選択スイッチが、C、Dもしくは、G、Hに選択されていませんか？　
　DVI入力の場合は、C、Dに選択されている場合、コンポジット入力の場合は、G、Hに
　選択されている場合、表示しないようになっています。
・DVI映像信号は、シングルリンクモードのみ対応しています。デュアルリンクモード
（解像度 WUXGA 1920×1200を超える）の場合、画面が正常に表示されません。

・電源ON後、約6秒程度（ステレオ入力選択表示灯のカウントダウン表示中）は、音声
　が出ない仕様となっております。

・入力を切替後、約6秒程度経過しないと、選択状態は保存されません。

対策・処置症状
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定格
使 用 電 源

定格消費電力

消 費 電 流

入 力 回 路

出 力 回 路

周 波 数 特 性

ひ ず み 率

 

機 能

動 作 表 示

付 帯 機 能

外 装

外 形 寸 法

質 量

使用温度範囲

付 属 品

（0dB＝0.775V）

AC 100V 50/60Hz

25W

AC 300mA

モノラル入力 1～6　　　　　：－60dB～－6dB 5kΩ　電子平衡　XLRタイプコネクター（3極大形単頭ジャック付）

ステレオ入力１（A、B）　　　　：－10dB 10kΩ　電子平衡　ピンジャック×2（L/R）※Aはステレオミニジャック

　　　　　　（C、D）　　　　：－10dB 10kΩ　不平衡　ピンジャック×2（L/R）

ステレオ入力 2（E、F）　　　　：－10dB 10kΩ　電子平衡　ピンジャック×2（L/R）

　　　　　　（G、H）　　　　：－10dB 10kΩ　不平衡　ピンジャック×2（L/R）

サブ入力　　　　　　　　　：＋4dB 10kΩ　不平衡　ピンジャック×2（L/R）

映像入力1（A、B）（DVI-I）　　：[DVI] 3.3V 100Ω　不平衡　DVI-Iコネクタ ※シングルリンクのみ対応

　　　　　　　　　　　　　　解像度：最大1920×1200まで

　　　　　　　　　　　　　　[アナログRGB] 0.7Vp-p 75Ω　不平衡

　　　　　　　　　　　　　　解像度：最大1280×1024まで

映像入力2（E、F）（コンポジット）：1Vp-p 75Ω　不平衡　ピンジャック

メイン出力　　　　　　：＋4dB 600Ω　電子平衡　XLRタイプコネクター（L/R）　2系統

モノラル出力　　　　　：＋4dB 3kΩ　不平衡　3極大形単頭ジャック　2系統

サブ出力　　　　　　：＋4dB 600Ω　電子平衡　3極大形単頭ジャック　2系統

録音出力　　　　　　：＋4dB 10kΩ　不平衡　ピンジャック（L/R）　2系統

映像出力１（DVI-I）　　：[DVI] 3.3V 100Ω　不平衡

　　　　　　　　　　　[アナログRGB]  0.7Vp-p 75Ω　不平衡　DVI-Iコネクタ

映像出力２（コンポジット）：1Vp-p 75Ω　不平衡　ピンジャック

20Hz～20kHz （偏差＋0.5dB －2dB 1kHz基準）

0.1%以下 （＋4dB 20Hz～20kHz）

①モノラル入力 音質特性　　：Low 450Hz ±12dB以上／High 3.5kHz ±12dB以上  

②4元ステレオ入力選択機能：STEREO IN A/B/C/Dの各入力信号より1系統を選択。

　　　　　　　　　　　　　STEREO IN E/F/G/Hの各入力信号より1系統を選択。

③4元出力先選択機能　　　：MONO IN 1/2/3/4/5/6、STEREO IN 1/2の各入力信号を、

　　　　　　　　　　　　　MAIN OUT 1/2、SUB OUT 1/2にマトリクスで出力。

④エコー入力選択機能　　　：MONO IN 1/2/3/4/5/6の各入力信号を選択し、エコー回路に入力。

⑤エコー機能　　　　　　　：エコーレベルを調節可能。出力選択スイッチでMAIN OUT1/2に出力。

電源表示　　　　　　：青緑

出力信号表示　　　　：青緑（シグナル） / 橙（クリップ）

ステレオ入力選択表示　：青緑

外部起動端子（無電圧メーク接点）、メイン出力音量制御（外部音量制御）

パネル（ABS樹脂）：マンセルN1 近似色 ブラック　塗装仕上げ

ケース（鋼鈑）　　：マンセルN1 近似色 ブラック　塗装仕上げ

幅 480mm 高さ 177mm 奥行き 120mm （突起物を除く） 

約5kg

－10℃～60℃

取扱説明書（保証書付）：1、AC電源コード（2m）：1、M5×25皿ねじ：4、M5飾りワッシャー：4、ラック取付金具（本体取付け）：2

モノラル入力ラベル：1、ステレオ入力ラベル：1
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発売元

製造元

　　　　年　　　　月　　　　日より
電子回路部１ヶ年、ケース（外装部）6ヶ月

AVミキサー ENX-1520  保証書

お買い上げ日

印

保
証
期
間

お　
客
　
様

お名前

ご住所〒

様

電話（ 　　　　）   　　　 -

販
売
店

店名・住所

電話（ 　　　　）   　　　 -

無料修理保証の範囲
①保証期間内において､取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理
いたします｡

②修理の際は必ず保証書の提示があること。
③当保証書の所定項目に必要事項が記入され､故意に字句を訂正していないこと。
無料修理保証の免責範囲
（次のような場合は保証期間内でも有料修理となります｡）
①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
②不当な修理改造による故障、損傷。
③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
④お買上げ後の落下､傷など､お取り扱い上に起因するもの。
⑤火災､水害､落雷､地震､その他の天災によるもの｡また塩害､有毒ガス､異常電圧などが原因の損傷｡
⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず､修理または部品交換などの要求をされる場合｡

この保証書は日本国内においてのみ有効です｡この保証書は再発行いたしませんので大切に保管し
てください｡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。
（This warranty is valid only in Japan）

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです｡
お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ､
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証規定製造
番号

見本

H0-4


