DR-60D 取扱説明書・追補
ファームウェアV1.20の追加機能
マイク入力のミュート機能

"INPUT SETTING”画面の“GAIN”項目の選択肢に“MUTE”が追加
されました。（→ 第4章「録音」の「入力レベルを調節する」）
“MUTE”選択に設定すると、マイク入力をミュートすることができます。

1.
2.

MENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
DATAダイヤルを回して“INPUT SETTING”項目を選択（反転
表示）し、DATAダイヤルまたは/ボタンを押します。
"INPUT SETTING”画面が表示されます。

3.

DATAダイヤルを回してミュートしたいチャンネルの“GAIN”
項目を選択（反転表示）し、DATAダイヤルまたは/ボタンを
押します。

4.

DATAダイヤルを回して、選択肢の中から“MUTE”を設定します。
選択肢：“MUTE”、“LOW”
（初期値）、“MID”、“HIGH”

5.
6.

設定が終了したら、停止(8)[HOME] ボタンを押してホーム画面
に戻ります。
ミュートに設定したチャンネルは、ホーム画面のレベルメータ上
に“MUTE”と表示されます。

メモ
QUICKボタンを押して表示されるクイックメニューから、マイク
入力をミュートすることが可能です。（→ 第7章「QUICKボタン」
の「マイク入力ゲインをクイックメニューで設定する」）

オートトーンやスレートトーンの音量調節機能

オートトーンやスレートトーンの音量を調節することができます。

1.
2.
3.

MENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
DATAダイヤルを回して“REC SETTING”項目を選択（反転表示）
し、DATAダイヤルまたは/ボタンを押します。
“REC SETTING”画面が表示されます。
DATAダイヤルを回して“TONE VOL”項目を選択（反転表示）し、
DATAダイヤルまたは/ボタンを押します。

4.

DATAダイヤルを回して、トーン音量を設定します。

5.

選択肢：
“-12dB”、
“-18dB”（初期値）、
“-24dB”、
“-30dB”、
“-36dB”
設定が終了したら、停止(8)[HOME] ボタンを押してホーム画面
に戻ります。

外部機器との接続時の注意
ヘッドホンや外部機器のプラグを接続するときや使用中には、プラグ
に無理な力を加えないでください。
特に標準→ミニ変換プラグを使う場合は思わぬ力が加わり、機器を破
損してしまう恐れがありますのでご注意ください。
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DR-60D ADDENDUM
New functions of firmware V1.20
Mic input muting function
A MUTE option has been added to the GAIN item on the INPUT
SETTING screen. (See “Adjusting the input level” in “4 – Recording”.)
You can mute the mic input by selecting the MUTE option.
Press the MENU button to open the MENU screen.
Turn the DATA dial to select INPUT SETTING, and press
the DATA dial or / button to open the INPUT SETTING
screen.
3. Turn the DATA dial to select (highlight) the GAIN item for the
channel you want to mute, and press the DATA dial or /
button.
4. Turn the DATA dial to select the MUTE option.
		
Options: MUTE, LOW (default), MID, HIGH
1.
2.

5.
6.

Caution when connecting to external
devices
Do not apply excessive force when plugging in headphones and
external devices to connect them to this unit or during use. In
particular, be careful when using a standard-to-mini plug adapter,
because the application of unintended force could result in damage to the device.

When finished making the setting, press the Stop (8) [HOME]
button to return to the Home Screen.
On the Home Screen, “MUTE” will appear above the level meters of muted channels.

NOTE
You can also mute a mic input in the quick menu that opens
when you press the QUICK button. (See “Setting mic input gain
with the quick menu” in “7 – QUICK button operations”.)

Adjusting the volume of the auto tone and the
slate tone
You can adjust the volume of the auto tone and the slate tone.
1.
2.
3.

Press the MENU button to open the MENU screen.
Turn the DATA dial to select REC SETTING, and press the
DATA dial or / button to open the REC SETTING screen.
Turn the DATA dial to select (highlight) the TONE VOL item
for the channel you want to mute, and press the DATA dial or
/ button.

4. Turn the DATA dial to set the tone volume.
		
Options: -12 dB, -18 dB(default), -24 dB, -30 dB, -36dB
5. When finished making the setting, press the Stop (8) [HOME]
button to return to the Home Screen.
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