
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

For the full User Guide and the latest information about this product, visit ionaudio.com. 
For additional product support, visit ionaudio.com/support. 
For complete warranty information: visit ionaudio.com/warranty. 
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 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あ 

   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しようしないと、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、以下の使用上の注意に従ってください。あ 

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。 

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、周辺楓器とは最低 15センチ離し、風通しの良い場所でご

利用ください。 

16. 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、ヘッドホンやスピー力̶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、専門の医師にご相談ください)。 

18. 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。 

19. 警告：火災や感電防止のため、雨や温気にさらさないでください。 

このマークのついた製品は電源プラグをコンセントに差し込む前に必ずアダプタのアース線を接地してご使用ください。    

製品保証規定 
 

1. 製品の保証期間はご購入日より一年間です。 

2. ご購入時の納品書・領収書がご購入証明になります。紛失しないように大切に保管してください。 

3. 保証期間内の無償修理はお買上げの販売店にご依頼の上、購入証明をご提示ください。  

4. 贈答品などでお買上げ販売店が不明な場合には、弊社カスタマーサポート部へご相談ください。  

5. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。  

（イ） ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。  

（ロ） お買上げ後の移動や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） 消耗部品の交換。 

（ホ） 購入証明のご提示がない場合。 

（ヘ） 購入証明にご購入日および販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 

6. 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、

いかなる二次的およ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。 

7. オークションなどを含む中古販売品・個人売買品・未開封品の二次販売等は本保証の対象外となります。 

8. 修理およびその他ご不明な点につきましては、弊社カスタマーサポート部へご連絡ください。 
 

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート部 
 

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 
 [ Web ]  inmusicbrands.jp 
[ サポート ] www.inmusicbrands.jp/support/ 

 
 

 

セットアップ 
 
1. 本機は、強い磁場を持つ電化製品などから離れた水平な場所に置いてください。 
2. トーンアームのカートリッジから、プラスチックの針カバーを外します。 
3. トーンアームを固定しているビニールタイを外します。 
4. 任意：Line 出力には外部スピーカーなどの出力機器を、AUX IN（AUX 入力）には外部 CD プレーヤーな

どの再生機器を接続することができます。 
また、付属の USB ケーブルでコンピューターに接続することもできます。USB 接続では、本機で再生した
音声をコンピューターに送ることができます。 
いずれの場合も、本機の電源を入れる前に接続を行ってください。 

5. 電源アダプタをコンセントに接続します。 
6. トップパネルのVOL ON/OFF ノブを押し、本機の電源をONにします。 

 
機能 
トップパネル 
 
A. プラッター：再生するレコードをこの上に置きます。  
B. トーンアーム：トーンアームは手で直接、もしくは昇降レバーを使って上げ下げを行います。 
C. アームクリップ：移動中や使用していない時にトーンアームを固定します。アームクリップは、トーンアー

ムから外しても上向きの状態を保つように設計されています。 
D. 昇降レバー：トーンアームの上げ下げを行います。 
E. オートストップ ON/OFF スイッチ：オートストップ機能のON/OFF を切り替えるスイッチです。 

オートストップスイッチが ON の場合、アームクリップの位置からトーンアームを動かすことで、プラッタ
ーが回転します。また、再生するレコードの最後の曲が終わると、自動的にプラッターの回転が停止しま
す。オートストップがOFF の場合は、プラッターはトーンアームの位置に関係なく回転し続けます。 

F. 33/45/78 スイッチ：このスイッチでレコードの 回転数（33 1/3 回転/45 回転/78 回転）の選択を行い
ます。 
注意：78 回転のレコード盤再生には、78 回転専用の針先（別売）を使用することをお勧めしま
す。78 回転専用の針先の購入は、カスタマーサポート(ionaudio.jp/support)にご相談ください。 

G. Bluetooth®ボタン：このボタンを押すと、Bluetooth のペアリングが開始されます。ペアリングモードを
キャンセルまたは終了するには、再度このボタンを押します。Bluetoothデバイスとのペアリング中はLED
が点滅し、ペアリングが完了すると点灯したままになります。既にBluetoothスピーカーに接続している場
合、このボタンを押すとスピーカーとの接続が解除されます。 

H. AUX IN（AUX 入力）：CDプレーヤーやデジタルメディアプレーヤーなどの外部再生機器を接続する
3.5mmステレオAUX入力です。AUX入力からの音声は、接続した Bluetooth スピーカーからも再生され
ます。 

I. BLUETOOTH VOL ノブ：接続した Bluetooth スピーカーの音量調節ノブです。 
J. VOL ON/OFF ノブ：本機の電源 ON/OFF を切り替え、音量調節を行うにはこのノブを左右に回します。

電源のON/OFF を切り替える際にはクリック感があります。 
注意：Bluetooth の性質上、本機のスピーカー出力音量とBluetooth スピーカーからの出力音量は同期しま
せん。Bluetooth スピーカーを使用する際は、このノブで音量を下げてご使用ください。 

K. PHONE（ヘッドホン入力）：ヘッドホン（別売）を接続して音楽をお楽しみ頂けます。 
 

リアパネル 
 

L. USB 出力：付属の USB ケーブルでこの出力端子とコンピューターを接続すると、本機で再生した音声をコ
ンピューターに送ることができます。コンピューターでの再生には EZ Vinyl/Tape Converter（無料ソフ
トウェア）が必要になりますので、ionaudio.jp/ezvc/からダウンロードしてください。 

M. 電源端子：電源アダプタをここに接続します。 
N. Line 出力：外部スピーカーなどの出力機器をここに接続します。T 

注意：ライン出力は、外部機器のPHONO入力端子と接続しないでください。接続した外部機器が破損する
恐れがありますので、絶対におやめください。 

 

Bluetooth スピーカーと接続する 
 
本機では、外部 Bluetooth スピーカーにワイヤレス接続して音楽をお楽しみ頂くことができます。 
 
1. 接続する Bluetooth スピーカーをペアリングモードにします。  

注意：他の用途で既に使用している別の Bluetooth レシーバー/スピーカーがある場合は、本機からの
Bluetooth 信号受信範囲外（約１０m以上離れた場所）に移動するか、電源を切ってください。 

2. 本機の電源をONにします。 
3. 本機のBluetooth ボタンを押して離すと、Bluetooth スピーカーとのペアリングが開始されます。成功し、

正しく接続されると Bluetooth LED が青く点灯します。また、お使いの Bluetooth スピーカーでもペアリ
ングが完了したことがご確認頂けます。 
注意：本機は、最も近くにある Bluetooth スピーカーとペアリングします。20 分間以内にペアリングが成
功しなかった場合、Bluetooth トランスミッターは非アクティブになり、LEDが消灯します。 
重要：Bluetooth スピーカーを本機から 10m程離れた場所に設置して使用する場合は、Bluetooth 規格が
v4.0 以上の Bluetooth スピーカーをご使用ください。いかなる場合も、本機を Bluetooth 信号受信範囲外
（約１０m以上離れた場所）に設置した状態で Bluetooth スピーカーと接続することはできません。 

4. 本機で音楽を再生します。再生/一時停止ボタンのある Bluetooth スピーカーから音声が出ない場合は、 
5. Bluetooth スピーカーの音量ノブ（がある場合）や本機の BLUETOOTH VOL ノブで音量を調整します。 

注意：Bluetoothの性質上、本機のスピーカー出力音量とBluetoothスピーカーからの出力音量は同期しま
せん。Bluetooth スピーカーを使用する際は、VOL ON/OFF ノブで音量を下げてご使用ください。 

6. Bluetooth 接続を解除するには、本機の電源を OFF にする、Bluetooth ボタンを再度押す、もしくは 
Bluetooth スピーカー側で Bluetooth ペアリングをOFF にしてください。 
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サポート 
本製品のユーザーガイド、最新情報（システム要件や互換性情報など）や修理、サポートにつきましては、ION Audio のホーム
ページ ionaudio.jp をご覧ください。 
 

技術仕様 
Output Power: 2 x 2 W (peak)  Frequency Response: 100 Hz ‒ 10 KHz (+3/-10 dB) 
Drivers: Low-Frequency: 2 x 3” / 77 mm woofer Bluetooth Specifications: Profile: A2DP, AVRCP 
Range: Up to 100 feet / 30.5 meters Cartridge Type: Ceramic 
Stylus: Conical, ruby-tipped included Power: Via power adapter (12 VDC, 1 A, center-positive, included) 
Connection: barrel   Input Voltage: 100‒240 VAC, 50/50 Hz V AC, 50/60 Hz 
 
サイズ (W x D x H)：         消費電力：15 W  
410mm x 330mm x 145mm  重量：3.83 kg 
 

商標およびライセンス 
ION Audio は、ION Audio, LLCの商標で、米国およびその他の国々で登録されています。  
Bluetooth とロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、ION Audio はライセンスに基づいて使用しています。  
その他すべての会社名または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 
 
 

同梱品 
Luxe LP 本体  電源アダプタ クイックスタートガイド（本書） 
ダストカバー  フエルト製スリップマット 
45 回転アダプタ  USB ケーブル 
 
重要：ionaudio.jp/ezvc/にアクセスし、EZ Vinyl/Tape Converter をダウンロードしてください。 
再生するレコードの音声をコンピューターにデジタルファイルとして録音することができるようになります。 
 
 
 
 


