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Majik 126 アクティブスーパーウーファー
・クイックスタート・ガイド
重要：
このシートには、ご使用になるスーパーウーファーの開梱および設定に関するガイダン
スが記載されています。重要な安全情報については、印刷版『安全情報』の小冊子を、
またスーパーウーファーの使用に関する詳細説明についてはオンラインの『オーナーズ
・マニュアル』をご覧ください。

開梱
• スーパーウーファーは非常に重いため、持ち上げる際には注意してください。
• 梱包から本体を取り出すときには、傷をつけないように注意してください。
• 損傷するおそれがありますので、スピーカーの前面を下にして置かないでください。

内容物

接続
重要：
接続を行う前に、システム内のすべてのコンポーネントの電源を切断してください。

ご使用中のアンプのSUB アナログ・オーディオ出力を Majik 126
アクティブスーパーウーファーの左側のA INソケットに接続します。
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Bass equalisation.
Every one step increase in
the setting applies an
additional 3dBs at 30 Hz and
below. (dB@30 Hz)

Time out. Length of time

Phase. Depending on the
position of the Akurate 226
loudspeaker relative to
others in the system, better
performance may be
achieved by changing this
setting.

before unit will go into
standby after audio input
ceases. (mins)
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External high pass
frequency.*
Increasing the setting
reduces the bass content
sent to the external
loudspeakers. (Hz)

Internal high pass frequency.
Increasing the setting raises
the lowest frequency
produced by the unit. (Hz)

Internal low pass frequency.
Increasing the setting raises
the highest frequency
produced by the unit.
Reducing the setting lowers
the highest frequency
produced by the unit. (Hz)

Coarse gain. Every one step
increase in the setting raises
the gain (volume) of the
loudspeaker by 5 decibels.
Every one step decrease in
the setting lowers the gain
(volume) of the loudspeaker
by 5 decibels. (dB)

Fine gain. Every one step
increase in the setting raises
the gain (volume) of the
loudspeaker by 1 decibel.
(dB)
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ユーザー設定
調整可能なパラメータの一覧表全体を以下に示します。
FEATURE を押し下げ、UP または DOWN を押して、希望のパラメータを選択します。
FEATURE から手を放し、UP または DOWN を押して、設定を変更します。
詳細情報に就いては、『オーナーズ・マニュアル』をご覧ください。

工場出荷時のデフォルト設定はグレーで示されています。

* Majik 126 と、パワー・アンプが接続されているときのみ使用可能 (詳細については、
『オーナーズ・マニュアル』にある「接続」のセクションをご覧ください)。

オーナーズ・マニュアル
www.linn.co.uk/majik_126 にアクセスすると、スーパーウーファー の操作に関する
詳細説明などが記載された『オーナーズ・マニュアル』をダウンロードすることができ
ます。これには、詳細設定オプションに関する詳細情報も含まれています。

保証
ご購入から30日以内に www.linn.co.uk/warranty にアクセスし、5 年間延長保証に
ついて製品を登録してください。

Linn Products Limited
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,
Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK
• 電話： +44 (0)141 307 7777 • ファックス: +44 (0)141 644 4262
• ヘルプライン： 0500 888909 • 電子メール: helpline@linn.co.uk
• ウェブサイト： www.linn.co.uk

Pack 1494 / J Copyright © 2009 Linn Products Limited

パラメータ 記号

ハイ・パス出力周波数*。設
定を上げるど、外部スピー
カーシステム用として出力
されるベース音が小さくな
ります。(Hz)

内部ハイ・パス周波数。こ
の設定を上げると、Akurate
226 で再生される下限低域
周波数が高くなります。(Hz)

内部ロー・パス周波数。こ
の設定を上げると、Akurate
226 で再生される上限周波
数が高くなります。この設
定を下げると、Akurate 226
で再生される上限周波数が
低くなります。(Hz)

ゲイン (大調整)。設定で 1
ステップ上げると、Majik 126
のゲイン (ボリューム) は 5
デシベル上がります。設定で
1 ステップ下げると、Majik
126 のゲイン (ボリューム) は
5 デシベル下がります。(dB)

ゲイン (微調整)。設定で 1
ステップ上げると、Akurate
226 のゲイン (ボリューム) は
1 デシベル上がります。(dB)
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パラメータ ベース・イコラ
イゼーション。設定で 1
ステップを上げると、30 Hz
以下の帯域が 3 dB ブースト
アップされます。(dB@30 Hz)

パラメータ 記号

タイムアウト。入力信号が
停止してから、ユニットが
スタンバイになるまでの時
間。(分)

位相。Majik 126 ラウドス
ピーカーの設置位置によっ
ては、この設定を変更する
ことでより優れた総合性能
が発揮できる場合もありま
す。
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