
Manual Version 1.5　R1M4U クイック・スタートガイド 

同梱物
マイクロフォン 
A/Dコンバーター 
XLR - 3.5mm ケーブル 
 
組み立てと接続 

1.  マイクスタンドベースをM4Uを使う机などの場所に設置します。 

2.  マイクホルダーをマイクスタンドベースに回して締めて取り付けます。

3.  マイクをホルダーに固定します。マイクをホルダーにきちんとはめ込みます。マイクのオン/オフスイッチを上に向けます。マイクをホルダーに固定した状態で上下に動かし角度を
調整します。 

4.  マイクをA/Dコンバーターに接続するには、付属のXLR - 3.5mmケーブルを使用します。ケーブルのXLR側をマイク底面のXLR出力に、3.5mm側をA/Dコンバーターの
3.5 mmマイク入力に接続します。 

5.  A/Dコンバーターとコンピューターは付属のMini-USB - USB-Aケーブルで接続します。ケーブルのMini-USB側をA/Dコンバーターのポートに、USB-A側をコンピュータ
ーのポートに接続します。 

6.  使用中にマイクのオーディオ出力をモニターする場合はヘッドフォン(別売)をA/Dコンバーターの3.5 mmオーディオ出力に接続します。 

7.  マイクのオン/オフスイッチで電源を入れます。次に後述のオーディオ設定の説明を参照して、お使いのコンピューターがM4Uからのオーディオを録音するように設定します。 

 

オーディオ設定

M4Uをデフォルトのオーディオ録音デバイスとして設定するには、コンピューターのオペレーティングシステムに基づいて以下の手順に従ってください。

Windows：
1.  サウンドコントロールパネルを開きます。コントロールパネル > ハードウェアとサウンド > サウンドで開くことができます。
2.  録音タブをクリックし、Marantz M4U Audioをデフォルトのデバイスに設定します。
3.  右下のプロパティをクリックします。新しいウィンドウが開くので、詳細タブをクリックし、1-channel、16-bit、48000 Hz (Studio Quality)をデフォルトの形式とします。
4.  Exclusive Modeの下のボックスのチェックを両方外します。
5.  OKをクリックしプロパティウィンドウを閉じます。OKをクリックしサウンドコントロールパネルを閉じます。
6.  使用する録音ソフトを起動します。 
7.  ソフトウェアの設定画面を開き、入力デバイスとしてM4U USB Microphoneを選択します。 

macOS：
1.  アプリケーション > ユーティリティ > Audio MIDI設定の順で開きます。
2.  [オーディオ装置]ウィンドウの左のカラムからMarantz M4U Audioを選択します。
3.  Marantz M4U Audioを右クリックし、 [このサウンド入力装置を使用]を選択します。
4.  Audio MIDI設定を終了します。
5.  使用する録音ソフトを起動します。 
6.  ソフトウェアの設定画面を開き、入力デバイスとしてM4U USB Microphoneを選択します。

技術仕様

この装置はFCC規則のパート15に準拠しています。本装置の動作は次の2つの条件に基づきます。本装置は有害なノイズを発生させない。かつ、2) 本装置は望ましくない動作を
引き起こす可能性のあるノイズも含め、受信したノイズにも耐えうるものでなければならない。 

商標およびライセンス
Marantz は、D&M Holdings 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。and other countries. Marantz Professional 製品は、inMusic Brands, 
Inc. によって製造されいてます。AppleおよびmacOSは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標またはサービスマークです。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。 その他すべての製品名あるいは会社名、商標または登録商標は、それぞれの所有者のに帰属します。

 

Mini-USB - USB-Aケーブル
マイクスタンドベース

マイクホルダー
クイックスタートガイド/保証書

マイクロフォンタイプ        エレクトレットコンデンサー

指向性 　　　  　          カーディオイド

周波数特性 　 70 Hz – 16 KHz

感度 　　　　            -38 dB ± 3 dB (0 dB + 1 V/Pa @ 1 kHz)

出力インピーダンス         150 Ω ± 30% (@ 1 kHz)

負荷インピーダンス          ≥ 1000 Ω

セルフノイズ                     18 dB A

最大SPL                           136 dB (@ 1 KHZ ≤ 1 % THD)

S/N比                           76 dB

動作温度                           0°C – 50°C

動作湿度                           5% – 85% RH, no condensation

ストレージ温度                 -10°C – 60°C

サイズ (直径 x 長さ)         48 mm x 185 mm ( マイクのみ )

重量                           0.25 kg ( マイクのみ ) ※ 仕様は予告なく変更になる場合があります。



1.   注意事項を必ずお読みください。 

2.   注意事項を必ずお守りください。

3.   すべての審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しでください。

6.   お手入れの際は、乾いた布を使用して下さい。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、使用しないで下さい。

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つのプ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。こ利用の
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.  雷が鳴っている時、長時間使用しない時は、プラグを抜して下さい。

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、正常に動作しに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、風通しの良い場所でこ利用ください。

16. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける
状態にしておいてください。

17. 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)。

18.  水がかかるような場所に貴かないでください。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。

19.  警告：火災や感電防止のため、雨や温気にさらさないで下さい。

安全にお使いいただくために

保証書

製品名：

製造番号：

ご購入日：

保証期間：ご購入日から一年間

お客様

お名前：

ご住所： ご住所：

販売店名：

お電話： お電話：

販売店

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無料修理規定

1. 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。 
2. 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。 
3. 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。

4.     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。
 

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３－１９－２３ オーク南麻布ビルディング６F 
お問い合わせ： http://marantzpro.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。


