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安全上のご注意

警告：火災や感電の原因になりますので本機を雨や水がかかるところには設置しないでください。

警告：火災や感電の原因になりますので分解・改造は厳禁。修理・調整は販売店にご依頼ください。

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存
在し、感電の危険があることを警告しています。

このマークは、注意喚起シンボルであり取扱説明書などに、一般的
な注意、警告、危険の説明が記載されていることを表しています。

注 意
感電の恐れあり

キャビネットをあけるな

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局
（免許を要する無線局）及び特定小電力無

線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

１ この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認
して下さい。

２ 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は
電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。

３ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何か
お困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。連絡先：



これらの安全上の注意事項を良くお読みください。 これらの取扱説明書は大切に保管してください。

XD-V70ワイヤレス・レシーバーを使用する前に、以下に記載される操作に関する指示、及び安全上の注意事項で該当する項目をよく読んでください。
1. XD-V70の取扱説明書に記載されている警告は全て守ってください。
2. XD-V70の取扱説明書に書かれている以外の点検、修理、部品交換等はしないでください。 本機が次のような状態で損傷した場合には修理が必要です:
 • 本機の内部に液体が入ったり、異物が入ったとき
 • 本機を雨天や湿度の高い場所で使用したとき
 • 本機が正常に作動しなかったり、性能が著しく劣化したとき
 • 本機が落下したり、外装が損傷したとき
3. 暖房器機や発熱する器機の近くに設置しないでください。
4. 本機に異物や液体が入らないように充分に注意してください。 水に濡れる恐れのある場所、湿度の高い場所での使用や設置はしないでください。
5. 器機のケーブルを踏まないでください。 ケーブルが挟まれたり曲がると損傷する恐れがありますので、ケーブルの上に物を置かないでください。 特にケーブ

ルの差し込み部分と本機に接続する先端部の取り扱いには、細心の注意を払ってください。
6. 汚れがひどい時には、水気を堅く絞った布で拭いてください。
7. 弊社により指定された付属品／アクセサリーのみを使ってください。
8. 大音量で長時間使用すると、難聴や聴力障害を起こすことがあります。 常に安全な音量で使用することを心がけてください。
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1.	ANTENNA	A	&	B	入力(BNC)	–	ここにレシーバーのアンテナを
接続します。

2.	ANTENNA	A	OUT	&	B	OUT	コネクター	(BNC)	–	デイジー・
チェーン・マルチプルXD-V70レシーバーには、このコネクターを使
用します。 追加で使用するレシーバーとトランスミッターは、別のチ
ャンネルに設定することに注意してください。 注意: レシーバーを
追加して使用しない場合は、必ず付属の終端プラグをコネクターに
接続してください。 

3.		MAIN	OUTS	–	アンプリファイアーやエフェクト・ペダルと接続す
る場合は、UNBAL (1/4インチ) 出力を使用します。 ミキシング・コ
ンソール等、バランス型XLR 接続に対応するスタジオ仕様の器機
と接続する場合は、BALANCED (XLR) 出力を使用します。

4.		9VDC	IN	–	付属の 9VDC 電源は、ケーブルの先端が上向きに
なるように端子の位置に注意して接続します。 偶発的に接続が外れ
ないように、ケーブルをケーブル・ホルダーに巻き付けてください。

5.	TRANSMITTER	STATUS	表示
	 AUDIO	–	緑LEDの点灯は、オーディオ信号レベルを示します。
 BATTERY	–	５つのLEDの点灯は、電池容量が高レベルであるこ

とを示します。 電池残量が２時間を下回ると一番下のLEDが赤い
点灯に変わり、電池残量が１時間を下回ると赤で点滅します。

 RF	–	トランスミッターの電源がオンの状態で、レシーバーと同じチ
ャンネルに設定されているとき、これらのLEDは緑に点灯して信号
の強度/質を示します: 5 緑= データ良好、ノイズ低い … 1 緑= 
データ最小、大きなノイズ時々あり トランスミッターがオフ、または
レシーバー側に設定されたチャンネルと異なる場合、これらのLED
は以下の状態を示します: LED消灯= データなし、ノイズなし 1 赤
= データなし、ノイズ時々あり … 5 赤= データなし、大きいノイズ
あり

 MUTE	–	LEDの点灯は、トランスミッターがミュートされているこ
とを示します。

6.	画面	–	メイン・モードでは、以下のイラストのような画面が表示され
ます。

CH 1:THH12 MIC
8:00

	 「CHAN	1」〜「CHAN	12」のうち、現在 XD-V70に受信する
ように設定されているチャンネルが画面上部に表示され、続いて 
XD-V70が受信するトランスミッターのネームが表示されます(楽
器のトランスミッターは空白になり、 マイクロフォンのトランスミッ
ターはMICと表示されます)。 トランスミッターを検知できない場合
は、NO TRANSの表示が出ます。 トランスミッターがロックアウト・
モードに設定されている場合は、ロックアイコンの表示が出ます。 
LCDの左下に表示される時計の数字は、現在トランスミッターに装
着されている電池で作動可能な残り時間を、時間と分で示していま
す。 残り時間は20分単位で更新されます。 B	&	Aを中心として表
示される左右のバーは、各アンテナの信号強度を示します。 電池の
寿命が1時間以上ある場合は、電池アイコンがより明るく点灯しま
す。 電池の寿命が１時間を切ると、アイコンは点滅し始めます。 トラ
ンスミッターを検知できない場合は、RFアイコンが電池アイコンに
代わって表示されます。

7.	エディット・ノブ	(PUSH	TO	SET)	–	メニュー・オプションをスクロ
ールするときは、このノブを回します。 エディットするためにオプショ
ンを選択する場合は、そのオプションが画面上でハイライトされて
いる間にエディット・ノブを押します。 エディット・ノブを回してオプシ
ョンを変更し、次にエディット・ノブを押して変更を保存します。

8.	SETUP	ボタン	–	セットアップ・オプションにアクセスする場合
は、SETUPボタンを押します。 リスト内の項目を移動するときは、
エディット・ノブを回します。 セットアップを終了するときは、EXITボ
タンを押します。

9.	電源スイッチ	–	このスイッチでXD-V70レシーバーの電源をオ
ン／オフします。



LCD セットアップ・ページ
チャンネルの選択

CHANNEL:    [  6]
FIND OPEN CHAN

作動させるチャンネルを選択します。 SETUPを押すと「CHANNEL」
を示す矢印が表示されます。ここでエディット・ノブを押して作動させる
チャンネルを選択します。 エディット・ノブを回してチャンネルを選びま
す。 これは単なる画面表示であり、チャンネルの変更はエディット・ノブ
を押して選択を保存するまで実行されません。

Find Open Chanモード
T
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T
 X
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Find Open Chanモードは、使用中の他のLine 6トランスミッターを
検知するため、チャンネルの選択を行う前に使用します。 セットアップ・
ページから入る場合、SETUPボタンを押してから、エディット・ノブを回
して「FIND OPEN CHAN」を選択し、次にエディット・ノブを押します。 
RF 環境の走査が実行された場合、 使用可能なチャンネル番号は、そ
の数字の上に「TX」を伴わずに表示されます。 「TX」が上に表示され
ているチャンネルは、現在 Line 6 トランスミッターが使用中であるこ
とを意味します。 エディット・ノブを回して使用可能なチャンネルを選択
した後は、チャンネル変更を保存するためにエディット・ノブを押し、メイ
ン画面に戻ります。

ENVIRON フィルター
FIND OPEN CHAN
ENVIRON:[NORM]

ENVIRONは、ダイナミックな環境フィルターを設定するときに使用し
ます。 このパラメーターは、ハンドタイプのマイクロフォンを使用する
ときにのみエディットすることができます。 「OFF」を選択するとフィル
ターがオフになります。 ハンドタイプのボーカル／ミュージック・アプリ

ケーションには、「NORM」セッティングをお勧めします。 ハンドタイプ
のマイクロフォンをスピーチに使用する場合は、「TALK」を選択するこ
とをお勧めします。  
選択を行う間、新しいセッティングが画面に表示されますが、エディット・
ノブを押さないかぎり、その設定は保存されません。 変更値を保存す
る前にEXITボタンを押すと、変更値はキャンセルされてメイン画面に
戻ります。

www.Line6.Com/manuaLs にアクセスし、
アドバンスド・ガイドとより多くの情報を入手

してください 
アドバンスド・ユーザー・ガイドと共に、XD-V70レシーバーに関するエ
ディット機能の詳細はオンラインで今すぐ入手できます。 オンラインに
アクセスする際は、忘れずにユーザー登録を行ってください。または付
録の登録カードに必要事項をご記入の上、投函してください。 登録する
ことで、お客様の購入された製品に万一問題が生じた場合の保証サー
ビスが受けられるほか、キャンペーンへの参加資格、特別なサービスま
たは情報等を受け取ることができます。

 


