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製品の特徴

この度はCODE 製調光卓「A48」 をお買い上げ頂き、誠にありがと
うございます。
本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使
用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して

下さい。

「A-48」 は24 本のフェーダー x2 ページ(48 ディマーチャンネル) 
に対応した調光卓です。信頼性の高いスイッチとフェーダーを使
用しており、12 のサブマスターフェーダー x3 ページには最大36 
シーン及び24 チェイス80 ステップまでメモリー可能です。チェイ
ススピードのコントロールは1 ステップ0.3 秒-10 秒の間で設定で
き、オーディオ入力からリズムとの同期が可
能です。
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安全上のご注意
ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に

ふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。

警告 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル
電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあり
ます。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分に
ご注意ください。

異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。

付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因と
なります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または
発売元にご相談ください。

電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に
曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せ
ない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご
相談ください。

この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してくださ
い。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等から
はなして設置してください。

設置

水に注意
この機器の上に、液体のはいったものを置かない。また、浴
室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出
なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電
源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

注意 「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載
しています。

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かなら
ずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かなら
ず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあ
ります。

この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをす
べて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。

この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場
合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微
電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電
源プラグをコンセントから抜いてください。

直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、
極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、
また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。

不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があり
ます。

スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

電源 / 電源ケーブル

設置

異常に気付いたら

レーザー
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テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近
くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があり
ます。

この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。
けがや傷害につながるおそれがあります。

この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れ
ない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラ
グをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または
発売元にご相談ください。

この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタン
やスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。

使用時の注意
正しい端子・ケーブルをご使用ください。

端子名 極性 タイプ

INPUT, OUTPUT
ピン 1：グラウンド（GND）

ピン 2：コールド（-）
ピン 3：ホット（+）

XLR

端子一覧

⑪

⑬

⑮

⑰

⑭

⑯

⑱

⑫

各部の名称

1
2
3
4
5
6
7
8
9

電源スイッチ
チャンネルフェーダー　1-24 / 25-48
サブマスターフェーダー
フラッシュキー
スピードフェーダー ( チェース用 )
クロスフェーダー ( チェース用 )
チェースマスターフェーダー
チャンネルマスターフェーダー
マスターフェーダー

10
11
12
13
14
15
16
17
18

ファンクションキー
チャンネルレイヤー切り替え ( チャンネルフェーダー )
エディットキー
ダイレクトキー (<< 戻る )
ダイレクトキー ( 進む >>)
セーブキー ( サブマスターへ )
エンターキー
レイヤー切り替え ( サブマスター )
デリートキー ( 消去 )
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この取扱説明書は、IDE コーポーレーション有限会社が制作しています。
[ Wharfedale ]　発売元：IDE コーポレーション有限会社

〒 530-0015　大阪市北区中崎西 1-1-24

・　フェーダー 24 本・2 ページ・48 ディマーチャンネル
・　12 サブマスター 3 ページ
・　チェイスマスター x1
・　36 シーン・24 チェイス・最大 80 ステップ
・　オーディオ入力端子 (1/4 モノジャック )

使用方法
シーン作成
チャンネルマスター / マスターフェーダーを最大まで上げます。
チャンネルフェーダーを必要なレベルに設定します。※ 24-48ch を使用する場合は 11 のレイヤー
切り替えをボタンを押しページをめくってください。
セーブキーを押します。ボタン上部の LED が点滅します。
フラッシュキーを押しシーンの設定は終了です。※サブマスター 13-36 にシーンを入れ込みたい場
合はレイヤー切り替えボタンを押しページをめくってください。

チェースの作成
エディットキーを 2 秒〜 3 秒長押しします。ボタン上部の LED が点滅し、ディスプレイ表示が
PROGRAM CHASE[01]ENTER の表記になります。
チャンネルフェーダーを任意のレベルに設定します。※シーンチェースを作成する場合はサブマス
ターフェーダーを使用します。
ダイレクトキーで次のステップを作成し、再び (II) を繰り返します。(II)/(III) を繰り返し行うことで
チェースを作成していきます。※最大 80 ステップまで作成可能です。
　最後にエディットキーを 2-3 秒長押ししてメモリーを終了します。

シーンの呼び出し
チャンネルマスター及びマスターフェーダーを最大まで上げます。
サブマスターフェーダーを上げるとシーンが呼び出されます。

チェースの呼び出し
マスターフェーダーを最大まで上げます。
ダイレクトキー (< 戻る )( 進む >) で呼び出したいプログラムを LCD ディスプレイ上に呼び出します。
チェースマスターを上げるとチェースプログラムが再生されます。※スピードフェーダーでチェー
スの再生速度、クロスフェーダーでステップ移行のフェード具合が調整可能です。

I
II

III
IV

I

II

III

IV

I
II

I
II
III

スペック
・　DMX 出力：XLR3 pin
・　音調入力：1/4 モノラルジャック
・　寸法：W482 x H95 x D310 mm / EIA 7U
・　重量：5.2 kg


