ポータブル・オーディオ製品
サウンドデバイスは、堅牢かつ軽量なポータブル・オーディオ製品を提供します。そのオー
ディオクオリティは世界中のサウンドエンジニアから絶賛されており、フィールドでの実用
性と最高の音質を求めるユーザーに非常に好評です。

単三電池 2 本で駆動するシングル
チャンネルのマイクプリアンプで
す。 スプリット・イヤーモードで、
マイクロフォンの音と外部機器の
音を片耳ずつモニターすることが
できます。

USB ケーブルで給電されるコンピュ
ーター・オーディオ・インターフェ
ースです。48V ファンタム電圧を供
給できる本格的なマイクロフォンプ
リアンプで、サンプリング周波数は
最大 192kHz まで対応しています。
XLR 出力コネクタを備えるので、パ
ワードスピーカーアンプに接続して
高品質な PC オーディオをモニター
することができます。

XLR 入力端子を備えるステレオ・
ヘッドフォンモニターです。 3 分
配されたヘッドフォン出力は個々
にレベル調整が可能です。ループス
ルー出力を持つので、複数の HX-3
をカスケード接続することもでき
ます。

単三電池 2 本で駆動するシングル
チャンネルのマイクプリアンプで
す。マイクロフォン・ゲインはロー
タリースイッチ式なので収音中に
レベルが変わらず、操作性に優れて
います。

オーディオミキサー
単三電池で駆動することのできる高品質マイク
ロフォンプリアンプを搭載したポータブルオー
ディオミキサーです。アルミニウムやメタライズ
ド・カーボンなどの外部からのノイズの影響を受
けにくく、堅牢性をもたせた軽量な筐体なので、
外録作業に非常に適した設計となっています。
552 と 664 ミキサーはフルアナログ回路をベー
スとしながら、高品位 A/D コンバータを備え、
SD カードに WAV ファイルを録音することがで
きます。 6 シリーズミキサー(633, 664, 688) は、
オプションのフェーダーオプション CL-12 に対
応しています。

オーディオ入出力に高品位トラン
スを用いた 5 チャンネルのフルア
ナログミキサーです。
背面に挿入さ
れた SD カードに 2Tracks の WAV
ファイルを録音することができま
す。
XLR 入力コネクターを６つ備えるフルアナログミキ
サーです。CF と SD カードを挿入して WAV ファイル
を最大 16 トラック録音できます。3 台のカメラへ接
続できる柔軟性、コミュニケーション用オーディオ
入出力を備えるマルチファンクション・ミキサーで
す。
552 は、MIC/LINE 入力切替やファ
ンタム電源などすべての操作をフ
ロントパネルで行うことができ、
レ
コーダーの設定はヘッドフォンに
送られるシンセサイザーボイスで
確認できます。
664/688 専用の拡張フェーダーユニットです。

マイク 3ch、ライン 3ch の 6 入力を
4 バスにミックスするポータブルミ
キサーに、10 トラックレコーダー
を内蔵しています。単三電池だけで
なく、Sony L マウントバッテリーに
も対応しています。

単三電池 3 本で駆動するハイクォ
リティ 3 チャンネルミキサーです。
カメラリターン入力をモニターで
きるだけでなく、L&R バスにミッ
クスさせることもできます。

単三電池 2 本で駆動する 2ch マイ
クプリアンプです。リターンモニタ
ーを L&R バスにミックスすること
もできます。高品位 A/D コンバー
タを備え、AES/EBU 出力可能なだ
けでなく、パソコンの USB オーデ
ィオインターフェースとしても御
利用いただけます。MixPre-D はマ
イクレベルのステレオ信号を出力
できるので、一眼レフ動画撮影にも
最適です。

MixPre-D は本体下部に三脚用ネジ穴を備えます。オプ
ションの XL-CAM を使用して MixPre-D の上部へ一眼レ
フカメラを取付けることができます。オプションケー
ブルの XL-3R を使って MixPre-D の出力を一眼レフカメ
ラの mic 入力端子へ接続すればサウンドデバイスの高
品質オーディオをカメラに入力することができます。

オーディオレコーダー
Sound Devices のデジタルオーディオレコー
ダーは、プロフェッショナルのサウンドクリ
エーターのために設計されており、高品位な
オーディオ・クォリティと過酷な録音現場に
耐えられる堅牢性を持っています。 7 シリー
ズレコーダーのノウハウとアナログミキサー
の使い勝手が融合したフルデジタル・ミキサ
ーの 633 と 688 は、CF カードと SD カードに
192kHz サンプルレートで録音できる高性能レ
コーダーを内蔵しています。

12Inputs (6 Mic/Line +6 Line) のフル
デジタル・ミキサーです。 CF と SD
カードを挿入して WAV ファイルを
最大 16 トラック録音できます。
マイク 3ch、ライン 3ch の 6 入力を
4 バスにミックスするポータブルミ
キサーに、10 トラックレコーダー
を内蔵しています。単三電池だけで
なく、Sony L マウントバッテリーに
も対応しています。

CL-12 は、6 シリーズ(633, 664, 688)
に USB ケーブルで接続するフィジ
カルコントローラーです。
WM-Connect は、6 シリーズミキサ
ーと Apple iOS か Android 端末で
Bluetooth 通信するための 6 シリー
ズミキサー用オプションです。

CL-6 は、688 専用のワイヤレス・レシーバー拡
張スロットです。688 の TA3 コネクタを使わず
にオーディオがミキサーへ入力されます。

664 / 688 ミキサー専用のオプションです。
688 の底面に装着すると、688 フロントパネルのス
モールフェーダーは Input Trim になり、CL-6 から
フェーダーレベルをコントロールすることができ
ます。

702T は、サンプリングレート
192kHz に対応した 2 トラック
CF レコーダーで、タイムコー
ドジェネレータ内蔵です。

MixPre シリー ズレコーダ ー
は、SD カードに録音するだけ
でなく、コンピュータに USB
ケーブルで接続してオーディ
オインターフェースとしても
御利用いただけます。

一眼レフカメラをマウントす
るスクリュービス内蔵で、底
面には三脚固定用のスレッド
もあります。Bluetooth 機能内
蔵なので、iOS か Android 端末
から Wingmann アプリでリモ
ートコントロールできます。

Sound Devices レコーダー
用にカスタマイズされた
純正アクセサリーの SD カ
ードです。

マルチトラックレコーダー
788T は、高音質かつ信頼性のあるポータブル
マルチトラックレコーダーとして世界中のプ
ロダクション・エンジニアから評価されてき
ました。 そして、映像レコーダーの PIX シリ
ーズのハードウェアを用いて、さらなるマル
チトラックレコーダーの可能性を追求した
MADI/Dante 対応マルチトラックオーディオレ
コーダーが 970 です。

788T は 2.5 インチサイズのハードディスクまたは SSD を内蔵する
高品位 8 入力オーディオ／12 トラックレコーダーです。CF カード、
FireWire 接続の外部 HDD にも録音可能です。744T で培われたノウ
ハウと先進の技術を融合し、世界中のユーザーに認められた音質と
操作性を持つサウンドデバイス社のポータブルデジタルレコーダ
ーです。

788T 専用のフェーダー
オプション CL-9 と CL-8
は、USB 接続で使用する
788T 専用コントローラ
です。
CL-9 は 入 力 ゲ イ ン 、
PAN、EQ コントロール、
トラック・ルーティング
をすばやく操作するこ
とができます。
CL-8 は 788T-SSD に固定
することができる機動
性重視のロータリーフ
ェーダーです。

Dante／MADI 対応 64 Tracks オーディオ・レコーダ
ーです。ハーフラックサイズの筐体で、キャディに
装着されたリムーバブル式 SSD に録音します。
Ethernet 経由による WAV ファイルの転送や、Web
ブラウザから Rec/Play コントールする PIXNET な
どネットワーク機能が充実しています。

認定品の 2.5 インチサイズ SSD を装着
する 970 レコーダー用キャディです。
USB3.0 ポートか FireFire800 ポート
経由で録音ファイルをコピーアンド
ドラッグで PC にコピーすることがで
きます。
Windows と Mac に 対 応 し た Sound
Devices 社製のフリーソフトです。 7 シ
リーズで録音されたマルチトラックフ
ァイルを再生できるだけでなく、ポリフ
ォニックタイプをモノラルへスプリッ
トしたり、WAV ファイルのメタデータ
を編集することができます。(32 Tracks
対応。)

Power Safe 回路とは
最大 10 秒間のパワーリ
ザーブでファイルを安
全に閉じてからシャッ
トダウンする安全機能
です。

Ethernet ポートにネットワーク接続された PC
からは、WEB ブラウザによるリモートコントロ
ールやファイル転送が可能です。

788T と USB 接続することで、録音中の
レベルメーターを Wave Agent のディス
970 のファイルリカバリ
プレイに表示することができます。
ー機能は、レコーディング
中に間違ってメディアが
抜かれても、ファイルを修
復できるように設計され
ています。

1U サイズの 4 チャンネル・マイ
クプリアンプで、970 と Dante
ネットワークで接続できます。
（SF48kHz までに対応）
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