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　この度はD-10WMをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

　本機は雑誌『ステレオ時代』の付録基板企画から開発がスタートしたアンプ「A-10SG」の

真空管ハイブリッドアンプ版となるモデル「A-10SG TUBE」のデザインを踏襲したD/Aコ

ンバーターです。

ハイエンドDAC IC であるWM8741をデュアルモノ搭載し、リザーブ電源を内蔵した本

機は 192kHz 24bit のハイレゾ対応で、デジタル音声コンテンツを音場豊かに再生します。

デジタル出力を搭載する往年の CD プレーヤーの音質アップに、またはパソコンと繋いで各種

ストリーミングサービスとアンプへの橋渡し役にどうぞ本機をお役立てください。
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付属品を確認する1
まず始めに付属品をご確認ください

（本書）

（キズ防止フェルト）

（PC接続用USBケーブル）

取扱説明書

192kHz 24bit 対応D/Aコンバータ

ディーテン・ダブリューエム

（電源ケーブル）

【キズ防止フェルトの使い方】
本機の脚は金属製で鋭角なスパイク状になっています。このようなスパイク脚
を使用できない場所や、設置面に対してキズを付けたくない場合に、本機のス
パイク受けとして、設置面に貼り付けてご使用ください。
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安全のために2
本機を安全にご使用頂くためにお守り頂きたいことが記載されています

高温注意 感電注意

■表示について

警告

本書では誤った使い方すると想定される危険性別に記号を用いて説明しています。
使用している記号は次のとおりです。

注意

誤った使い方をすると、火災や感電などにより、死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容です。

誤った使い方をすると、怪我をしたり、家財に損傷を与えた
りする可能性が想定される内容です。

これらのマークは注意を促しています。

これらのマークは禁止事項を示しています。

これらのマークは必ず実施しなくてはならないことを示して
います。

分解禁止 ぬれ手禁止

電源プラグ
を抜く

必ずする

警告
異常がある状態で使用しない
故障の際や次のような場合は使用せずに、すぐに電源プラグを抜き、当社までメンテナ
ンスを依頼してください。

・発煙している、異臭がする、変な音がする
・本機に液体がかかった、内部に異物が混入した
・本機を落とした

分解禁止

分解しない
お客様自身による内部の点検や改造は、火災や感電の原因となります。
点検のご依頼や改造は当社までご相談ください。

3



水濡れ禁止

警告

　禁止

　禁止

本体の上にものを置かない

・本機の上部に物を置かない
・本機の全面および背面に20cm以上の十分な隙間を設ける
・本機を発熱する物（アンプなど）の上に設置しない

　　　　　・通風の無い環境で使用しない
・室温35度以上の環境で使用しない

水気のある場所で使用しない
本機に水滴や液体が混入すると、火災や感電の原因となります。次のことを順守ください。

・浴室など湿度の高い場所で使用しない
・本機の上部や周辺に水や液体が入ったものを置かない
・水滴がかかる場所で使用しない
・加湿器の近くに設置するなど、水蒸気がかかる場所で使用しない

電源ケーブルを傷つけない
電源ケーブルの取り扱いを誤ると火災や感電の原因となります。次のことを順守ください。

・電源ケーブルを踏みつけたり、重いものを載せた状態で使用しない
・電源ケーブルを束ねた状態で使用しない
・電源ケーブルを加工したり、傷つけたり、引っ張ったりしない
・電源ケーブルをコンセントに接続した際、突っ張った状態になるよ

　　 うな場所に設置しない
・熱器具の近くなど、電源ケーブルが加熱されるような場所に設置し
ない

使用中は温度が上昇します。効率よく排熱できるよう、本機上面にものを置かないでくだ
さい。また、次のことを順守ください。

　禁止

　禁止

雷が鳴り出したら操作しない
雷が鳴っている際に本機やケーブル類、電源プラグなどに触れると
感電の原因となります。

本機内部に異物を入れない

異物が混入すると、火災や感電の原因となります。特にお子様がい
る環境ではご注意ください。
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注意

　禁止

水平で十分な強度のある場所に設置する
本機は約6kgの重量があります。不安定な場所に設置すると、
思わぬ事故や怪我に繋がる恐れがあります。振動がなく、安定し、
水平で十分な強度がある台に設置してください。

　禁止

日本国内のみで使用する
本機は日本の標準電圧（交流100V）で設計されています。表記の電
源電圧以外で使用しないでください。

　禁止

電源プラグは確実に差し込む
電源ケーブルや電源コネクタの取り扱いを誤ると火災や感電の原因に
なります。

　禁止

屋外で使用しない
本機は室内で使用することを前提に設計されています。
本機に直射日光が当たるようなところでの使用を避けてください。

　禁止

業務用途で使用しない
業務用途で使用しないでください。
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各部の名称と働き3
この項では本機に実装されているボタンや端子類について説明します

［フロントパネル］

POWERスイッチ
本機の電源を入り切りします。

有機ELディスプレイ
現在、設定されている入力系統とそのサンプリングレートを表示します。本機がデコー
ドできない信号が入力されているか、無信号状態の場合、Unlock と表示されます。

インプットセレクタ
入力系統を切り替えます。

［リアパネル］

デジタル音声入力端子
光デジタル音声1系統、同軸デジタル音声２系統、USB入力に対応しています。96kHz を超えるサンプリ
ングレートの音声信号を入力する際は光デジタルでなく、同軸デジタルをご利用されることを推奨します。
USB入力についてはP10を参照してください。

アナログ音声出力端子
本機の音声出力端子です。
アンプなどのアナログ音声入力端子に接続してください。

AC入力端子
添付の電源ケーブルを使ってコンセントに
接続してください。

入力 参照 くだ 。

ナ グ音声出力端子 AC入力端子
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オーディオ機器と接続する4
この項では一般的なオーディオ機器との接続の仕方についてご案内します

本機について

　本機はD/Aコンバータと呼ばれるオーディオ機器です。Dはデジタル、Aはアナログを意味しており、一
般的にデジタル音声を出力する機器と、アナログ音声入力を持つアンプとの橋渡し役に使われます。
　スピーカーは空気を振動させ音声を発生させる装置ですが、この動作はアナログです。スピーカーを駆動
するアンプもデジタル、アナログ共に様々な駆動方式がありますが、最終的なスピーカー出力段はスピーカー
の駆動に合わせてアナログ波形もしくはアナログ波形を模したものになります。
　レコードやテープレコーダーはアナログ音声で収録されていますから、スピーカーで再生する際もそのア
ナログ波形をアンプで増大させれば良いわけです。しかし、オーディオCDなどの場合、デジタル信号で収
録されています。そのため、まずデジタル信号をアナログ信号に変換してから、アンプに渡す必要があります。
この変換部がD/Aコンバータと呼ばれます。
　一般的なCDプレーヤーではD/Aコンバータを内蔵しているため、アナログ音声端子（赤白のピンジャッ
ク）を搭載しています。CDの音質を決定する要素は様々なものがありますが、最も大きく影響するのが
D/Aコンバータの性能です。CDプレーヤーのアナログ出力をアンプに入力すれば、CDプレーヤーのD/A
コンバータの音声を聴くことになります。そのCDプレーヤーに光や同軸のデジタル音声出力端子が搭載さ
れており、プリメインアンプのデジタル入力端子に接続していれば、アンプに内蔵されたD/Aコンバータの
音声を聴いていることになります。
　このようにD/Aコンバータ機能はオーディオ機器のアナログ音声出力部として、またはアンプ機器のデジ
タル音声入力部として、機器に内蔵されて提供されることが多くあります。機器の一つの機能として搭載さ
れたD/Aコンバータはその製品の全体的な予算の問題で回路が簡素化されていたり、他の回路と電源を共有
していたり、同一筐体に格納されていたりすることで、音質に悪い影響を与えていることがあります。そこ
で本機のような単独のD/Aコンバータを使用すると、これらの問題を排除し、結果的に音質が向上できるこ
とがあります。
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1.一般的な接続の仕方
オーディオ機器との接続は下図の通りとなります。
光デジタル音声端子と同軸デジタル音声端子の両方が使用できる機器であれば、同軸デジタル音声端子を
優先してご使用されることを推奨します。

▲ CDプレーヤーやDATなど

▲ パソコン（*1）

▲プリメインアンプ

▲スピーカー

▲コンセント

同軸デジタル音声ケーブル

スピーカーケーブル

USBケーブル（添付）

同軸デジタル音声ケーブル RCAケーブル

電源ケーブル(添付）

＊1）パソコンとの接続についてはP10をご参照ください

▲本機
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２.本機の表示について
本機のフロントパネルに搭載されているディスプレイにはサンプリングレートを表示する機能があります。
ディスプレイ上段に現在入力されている系統を、下段にサンプリングレートを表示します。

　本機が対応しているサンプリングレートは次の通りです。

※Unlockと表示されている場合
　　Unlock は本機が信号を受信しているものの、本機が音声に変換できない形式のデータを受信しているこ

　とを示しています。送り出しの信号フォーマットのサンプリングレートが本機で対応している範囲内になっ
　ているか、もしくは PCM 形式で送出されているかを確認してください。

　　特に光デジタル音声ケーブルの中にはサンプリングレートが96kHzを超える音声信号を伝送できないも
　のがあります。その場合は同軸デジタル音声端子をご使用ください。

44.1kHz
48.0kHz
88.2kHz
 96.0kHz
176.4kHz
192.0kHz

……音楽CDなど
……デジタル放送の音声など
……一部のDVD-Audio など
……ミュージックバードチューナーのアップサンプリング設定時など
……DSD音声をPCM変換した場合など
……USB接続時など
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パソコンと接続する5
この項では本機とPCを繋いだ際の楽曲の再生方法について案内します。

本機のUSB I/Fについて

本機のUSBインターフェースはイタリアのAmanero Technologies社のCombo384という汎用のボー
ドを搭載しています。Amanero Technologies社によればUSB Audio Class 2に対応したOSに汎用的
に対応しているとのことですが、当社では64bit で動作するWindows10にて動作確認を行っていますので、
サポート対象OSは64bit 版のWindows10に限定させて頂きます。
以下、Windows10のバージョン21H2を前提としてご案内します。

１.ドライバを入れる

本機を利用する前にAmanero Technologies社が提供しているCombo384の最新ドライバをパソコン
に入れてください。パソコンに本機を接続したタイミングでそのパソコンに予めインストールされているド
ライバが適用されますが、ドライバを手動で入れずに、OSにより提供されるドライバで本機を使用すると、
環境によっては音切れが生じるなど再生品質に不具合がある事象を確認しております。

①インターネットブラウザで「https://amanero.com/drivers.htm」にアクセスします。
②基本的に最新ドライバを選びます。本書執筆現在の表示であれば、こちらをクリックしてダウンロードし
　ます。

③ダウンロードしたデータを解凍して、解凍したファイルからsetup.exeを実行します。
　実行後はインストールウィザードに従ってセットアップを完了してください。
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2.サウンド設定を行う

サウンドデバイスの動作モードについて
　本項では本機をパソコンと接続して楽曲を再生する上での設定例をご案内しますが、その前にサウンドデ
バイスの動作モードについて理解しておくことが必要です。MME, DirectSound, ASIO, WASAPIについて
既にご存じの方は最初の記述は読み飛ばしてください。

MMEについて
　MMEとはWindows Multimedia Extensionsを指す語句で、Windows3.1の時代から実装されてい
るAPI（Application Programming Interface）です。Windows上でサウンドの再生を実現するために
実装された言わば原始的なAPIで、再生命令から実際に音声が再生するまでの遅延（レイテンシ）が大き
い問題を構造的に抱えており、現在ではあまり利用されることはなくなりました。
　現代のサウンドデバイスや再生ソフトウェアがMMEでの使用を前提としていることは考えられないた
め、本項ではMMEに関する説明は省略させて頂きます。本機を使用する上でMMEによる制御を選択で
きる状況であっても、あえてMMEを使用するメリットはありません。

DirectSoundについて
　MMEのレイテンシの問題を改善したり、新たにサウンドエフェクトができるよう改良されたAPIです。
MMEと同じく、OS上で音量のコントロールができる特徴があります。音量のコントロールが楽曲の再生
ソフトウェア上で可能な場合、DirectSoundによる再生か、後述のWASAPIの共有モードであると考え
られます。パソコンから再生される楽曲データは全てデジタルデータで収録されている訳ですが、このデ
ジタルデータを再生するに当たり、音量をOS上でコントロールできるということは、結果的にデジタルデー
タを間引きして再生していることを意味しています。この点において、DirectSoundの再生は後述する方
法に比べて音質的に不利であると言えます。

WASAPIについて
　そこで、旧来から利用されてきたDirectSound方式の他にアプリケーションレベルでサウンドデバイス
に直接的にデータを流し込めるようWASAPI（Windows Audio Session API）という仕組みが用意され
ました。WASAPIではアプリケーション側がこれに対応していることで、再生する楽曲のデータをサウン
ドデバイスに直接的に送出することができます。アプリケーションがそのデバイスを占有的に使用するこ
とになるので、例えば、WASAPI対応ソフトウェアで楽曲を再生中に新しいメールが届いても新着音を、
その楽曲の再生に割り込んで再生させることはできません。この動きの特徴から、WASAPIは「排他モー
ド」と呼ばれることがあります。
　しかし、WASAPIには「共有モード」も存在します。共有モードではアプリケーションとOS間で
WASAPIデバイスを文字通り共有することができます。音量コントロールも可能です。共有モードでは
OSが実装しているミキサー機能も介在することになり、WASAPIの良さを発揮できないのでこの動作モー
ドは音質的に推奨されません。
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ASIOについて
　DirectSoundはパソコン上でゲームをする上でサウンド機能を従来のMMEよりも更に充実させる目的
で開発が進められたAPIでしたが、レイテンシ（ディレイ）の問題は改善こそしたものの、まだ解決した
とは言える状況にありませんでした。そこで、Windowsから見ればサードパーティのメーカーから提供さ
れたAPIがASIO（Audio Stream Input Output）です。DirectSoundの生まれがゲームからだったの
に対しASIOはDTM（Desktop Music）から生まれたAPIで、レイテンシの問題の解決を目指したもの
です。

ASIOにするかWASAPIにするか
　ASIOとWASAPIのソフトウェア処理上の動作の違いについては省略しますが、ASIOはWASAPIの
排他モードと同じ動きをすると考えて差し支えありません。楽曲再生ソフトウェアによってはASIOで再
生するかWASAPIの排他モードで再生するか選べるものがあります。ASIOが選べるか、WASAPIが選
べるかはハードウェアとソフトウェアの両方が対応している必要があります。
　本機ではASIOとWASAPI両方に対応しています。ASIOとWASAPIのどちらが音質的に優れている
かは両論あり、断定的な事は言えません。ASIOとWASAPIの両方に対応しているサウンドデバイスのメー
カーがどちらかのAPIを支持してたり、推奨していたりするケースはありますが、本機においてはお客様
の環境においてお客様自身がより良いと感じられる設定でお楽しみ頂ければと思います。

①本機とパソコンを接続する
　では、本機とパソコンの設定を進めていきます。前項ではパソコンにCombo384のデバイスドライバを
セットアップしました。
　続いて本機とパソコンを添付のUSBケーブルで接続します。添付のUSBケーブルが短い場合は、
USB2.0に対応している市販の【USBタイプA　－　タイプBケーブル】を利用してください。接続ケー
ブルは極力短いものを使用されることを推奨します。
　本機とパソコンの接続が終わったら、本機の電源を投入し、INPUTセレクタでUSBポジションに合わせ
ます。しばらくすると先ほどセットアップしておいたドライバが自動的にインストールされ、使用できる状
態になります。

②Windowsの「サウンド」設定を開く
　続いて再生デバイスを確認します。タスクバーの右側のスピーカーアイコンを右クリックします。
　次に「サウンド」を左クリックします。
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③Windowsの「サウンド」設定の内容を確認する
　次に開いたウィンドウの「再生」タブで、次の点を確認します。
１）デジタル出力にCombo384・・・ではなくAmanero 　
　　Tech... と表示されている
⇒Combo384と表示されている場合はWindowsが持ってい
るドライバが適用された可能性があります。
ドライバがインストールできているか確認してください。

２）Amanero.... が既定のデバイスとして設定されている（綠色
　　のチェックマークが付いている）
⇒他のデバイスが既定のデバイスに設定されている場合は
Amanero.. を選択して、「既定値に設定」ボタンを押してく
ださい。

　続いてAmanero... を選択し、「プロパティ」ボタンを押します。

　開いたウィンドウの「サポートされている形式」の設定内容を
確認します。

　本機の場合、エンコード形式欄は未選択に、サンプルレート欄
は44.1kHzから192.0kHzまでにチェックを入れてください。

　右図のように設定できましたら最後に「詳細タブ」をクリック
します。

　「既定の形式」での音質を選択します。基本的には2チャンネル、
24bit、192000Hz（スタジオの音質）を選択されることを推
奨します。

　設定を終えたら適用ボタンを押し、OKボタンを押して設定画
面を全て閉じます。

【参考情報】
　既定の形式欄で表示される音質形式はCombo384が対応
している値が並んでいます。サンプリングレートを192kHz
よりも高い値（384kHzなど）に設定しても、本機のDAC IC
であるWM8741の能力を超える値のため、音声を再生する
ことはできません。
　また、量子化ビット数を24bit よりも大きい値（32bit）を
選択しても、音声を再生することができますが、WM8741の
制限で送られてくるデータのうち、24bit 分しか再生すること
ができません。そのため、不用意に量子化ビット数を上げない
でください。
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3.Amazon Music HDでハイレゾのストリーミング再生を楽しむ

　ここまでで本機をパソコンで使用する準備は完了しました。この後はどんなソフトウェアでどんなメディ
アを再生するかという話になります。
　パソコンで本機のようなUSBオーディオデバイスを利用するシーンは目的により多種多様に存在します。
全てを網羅的にご案内することは難しいため、本書ではハイレゾ対応している本機の利用シーンの一例とし
て、２つのソフトウェアまたはサービスを具体的にご紹介します。
　まずはハイレゾのストリーミングサービスとして一般的なAmazon Music HDでの楽曲再生方法をご案内
します。続いて、ハイレゾのDSD音源を購入して再生することができるソニーのmusic center for PCに
ついてもご案内します。
　なお、詳しいサービス内容や操作方法については原則としてソフトウェアやサービスを提供している各社
へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

　前提としてパソコン上でハイレゾの楽曲を再生するにはパソコンにある程度の処理能力が備わっているこ
とと、ストリーミング再生を行う場合は安定した高速なインターネット回線が必要です。音切れが生じたり、
高音質な再生設定ができない場合などはパソコンのスペックや回線速度が十分であるか確認ください。

①Amazon Music HD（Unlimited）に登録する
　Amazon musicではハイレゾの楽曲はHDまたはUltra HDという呼称で提供されています。HDや
Ultra HDの楽曲を再生するにはAmazon Music HDに登録する必要があります。Amazon Music HDは
Amazon Music Unlimitedの有料オプションサービスでしたが、2021年に無料となりました。（Amazon 
Music Unlimitedは有料のサービスです。）従って、Amazon Music Unlimitedに登録すればAmazon 
Music HDのサービスを利用することができます。Amazon Prime会員だと割引価格でAmazon Music 
Unlimitedに登録することが可能です。
　詳しくはhttps://www.amazon.co.jp/music/unlimitedをご覧ください。

②Amazon Music デスクトップアプリをインストールする
　Amazon Music Unlimitedに登録したら、Amazon Musicのデスクトップ版アプリケーションをダウン
ロードします。これが再生ソフトウェアとなりますのでインストールを進めてください。
　下記よりダウンロードできます。
⇒ https://www.amazon.co.jp/dp/B014H2MA54

③Amazon Musicデスクトップアプリを起動し、本機で音が出るように設定する
　インストールしたデスクトップアプリを起動したら、画面下部にあるアイコンを左クリックします。
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④「利用可能なデバイス」画面が表示されるので本機（Amanero....）を選択し、排他モードにする

⑤アカウントマークを左クリックし、「設定」を左クリックする

⑥設定画面より「音質」を左クリックする
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⑦「音質」設定画面が表示されるので「HD/Hi-Res」を選択し、＜ボタンで画面を閉じる

　＜ボタンで音質画面を閉じた後は右上の×ボタンで設定画面を閉じてください。
　これで設定は終わりました。次に楽曲を再生してみます。

⑧試しにUltra HDの楽曲を再生する
　アルバムタイトルの下側にULTRA HDという表記のあるのが音質の良い楽曲です。適当な楽曲を見つけ
たら▶ボタンで再生します。
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⑨音質を確認する
　再生状況は画面下側に表示されます。ULTRA HDと黄色で表示されているアイコンをクリックすると、音
質を確認できます。表示された情報の中で「端末の性能」が24bit/192kHzで、「音質」で示されている値
が「現在」の値と同じで、かつ、その値が「端末の性能」と同じか、それよりも低い場合は、その楽曲が持
つ音質を最大限に生かして再生されています。「端末の性能」が24bit/192kHzよりも低い場合やドライバ
を正しくインストールできているか、サウンドの設定が正しいか確認してください。「現在」の値が「端末の
性能」より低く、かつ、「音質」の値より低い場合は安定した回線速度が出ているか確認してください。いず
れも問題ないのに「端末の性能」や「現在」の値が低く出る場合は、よりCPU性能が高いパソコンでお試し
ください。
　なお、「音質」はその楽曲の音質を示しています。ULTRA HDであっても、楽曲により音質の具体的な値
は異なります。
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4.Music Center for PCでDSD音源を楽しむ

DSD音源とは
　前項のAmazon Musicはハイレゾのストリーミング再生でした。Amazon Musicでは数はまだ少ないで
すが、最大でサンプリング周波数192kHz, 量子化ビット数24bit の楽曲を楽しめます。音楽CDは
44.1kHz, 16bit ですから、CDと比べると十分高音質と言えます。この種の音源はPCM音源と呼ばれます
が、ハイレゾ音源にはDSD（Direct Stream Digital）音源と呼ばれる音源も存在します。DSDには
DSD64、DSD128、DSD256、DSD512という規格があります。DSD○○の部分の数値は音楽CDの
サンプリング周波数の何倍かを示しています。例えばDSD64では44.1kHz×64倍＝2822.4kHz = 
2.8224MHzとなります。ただし、量子化ビット数は1bit となります。ちなみにDSD64を周波数から
DSD2.8MHz、DSD128をDSD5.6MHzと呼ぶ場合もあります。本書ではこの呼称を使用します。
　音声のデータ量はサンプリング周波数×量子化ビット数×チャンネル数ですから、ステレオで収録され
た1秒間の楽曲のデータ量は圧縮されていない場合、次の通りとなります。

音楽CD：　　44.1kHz　×　16bit　×　2CH　＝　　1411.2kb/s
192kHz 24bit：　192.0kHz　×　24bit　×　2CH　＝　　9216.0kb/s

DSD64：2822.4kHz　×   　1bit　×　2CH　=　　5644.8kb/s
DSD128：5644.8kHz　×   　1bit　×　2CH　＝　11289.6kb/s

　このようにDSD64と比較すると192kHz 24bit の楽曲のほうがデータ量は多くなります。DSDは
PCMの「デジタル臭さ」を極力少なくし、アナログ音源の音質を目指した規格と言われています。

本機のDSD再生について
　本機はPCM 24bit 192kHz対応のD/Aコンバーターです。DSDデータを直接扱うことはできません。
DoP（DSD over PCM）と呼ばれる方式により、DSDデータを再生する方法があり、Combo384も
DoPに対応しておりますが、DAC 側がPCM固定で動作する設計のため、アプリケーションの設定でDoP
出力を選択できても、本機は音声を再生することはできません。
　従って、DSDデータの再生ソフトを選定する際は、プレイヤー側でPCMに変換して再生できるもの選ぶ
必要があります。ここではその一例としてソニーのMusic Center for PCをご紹介します。なお、これより
DSDファイルの再生について案内致しますが、通常のPCM収録された音声データやCDも再生できるプレ
イヤーになっています。
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①Music Center for PCをインストールする
　次のサイトにアクセスするか、Music Center for PCと検索して次のWebサイトを開きます。
⇒ https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/MC4PC020001

　『「Music Center for PC」をダウンロード』と記
載されているリンクからダウンロードします。その
後、ダウンロードしたファイルを実行して画面の指
示に従い、インストールを完了させます。
　インストールが終わりましたら、Music Center 
for PCを起動します。

②Music Center for PCの設定を行う
　右上のスピーカーマークのアイコンを左クリック（①）します。出力先について、次のいずれかを選択します。

○ASIO；ASIO Combo384 Driver

○WASPI排他；デジタル出力（Amanero Tech....）

　ASIOでもWASPIでも再生できます。どちらが良いかは一概に言えませんのでお好みで選択してください。
いずれかを選択したら、歯車マークの設定アイコンを左クリック（②）します。

①

②
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③サンプリングレートを設定する
　歯車マークをクリックして表示された設定画面で、下図を参考に手動設定を選択し、「24bit」、「192kHz」
を選択して、OKボタンをクリックして画面を閉じます。

④DSD楽曲を用意する
　Music Center for PCはDSD楽曲のデータを販売しているサービス「mora」と連携しています。下図
の通り、「mora音楽ダウンロード」をクリックして、moraの販売サイトに接続します。検索ワードでDSD
と入力すると、結果に「DSD音源 配信一覧」というジャンルが表示されますので、DSDをお探しの場合は
こちらから入ると見つけやすいです。お好みの楽曲を見つけましたらサイトの案内に従って購入されてみて
ください。
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⑤再生する
　moraで購入した楽曲は自動的に取り込まれます。購入した楽曲を再生してみてください。
　本機のディスプレイに192kHzと表示され音が確認できれば問題無く再生できています。
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※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

型名：D-10WM

デジタル入力：光デジタル音声入力　１系統
同軸デジタル音声入力　2系統
USBデジタル音声入力　1系統　(*1)

アナログ出力：アンバランス　ステレオ　２系統（RCA）　＠2V RMS

内部電源方式：リザーブ電源

　対応サンプリングレート：PCM 32kHz~192kHz　（量子化ビット数16bit, 24bit）

S/N比：120db以上

歪率：THD+N 0.01％以下

寸法：幅 250mm　×　高さ 96mm　×　奥行き263 mm

重量：約6 kg

消費電力：AC100V　10W

*1：USB I/F は Amanero Technologies 社 Combo384

本機の仕様

お問い合わせ先

港北ネットワークサービス株式会社

メールでのお問い合わせ、および技術的なお問い合わせは　info@k-ns.jp まで
TEL：045-507-3091  FAX：045-507-3092

受付時間（平日）10:00～ 17:00(12:00～ 13:00を除く）
（電話は即答できない場合がありますので、なるべくメールか FAXでお願いします）

6
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※高さは脚含む, その他寸法は突起部含まず
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保証とアフターサービス

本機のシリアルナンバー

本保証書は保証期間中、以下の無償保証規定に定
める範囲内で、本製品に修理依頼時と同様の障害
が発生した場合に限り、無償修理をお約束するも
のです。
本保証書はお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。
保証期間内外に関わらず、当該製品におけるアフ
ターサービスのご相談はお気軽に弊社までお問い
合わせください。

D-10WM

[ 無償修理保証規定 ]

1. 保証期間中に取扱説明書などに記載されている使用上の注意書きに従った正常な使用状態で本製品が故障した

場合には、修理対象品が弊社に持ち込まれた段階で、弊社がその障害の発生を認めるとき、弊社は本規定に従い、

無償で修理を行うものとします。無償修理をご依頼される場合には必ず本書をご提示ください。本保証書が無い

場合は無償修理致しかねる場合がありますので予めご了承ください。

2. 無償修理をご依頼頂く際の送料は実費御負担頂く場合があります。

3. 次のような場合、無償修理保証の対象外とします。

（1）無償修理保証では製品の取り扱い説明書が定める通常の利用環境において使用または保管されていなかった

場合

（2）地震、火事、洪水など災害を原因とする障害

（3）運送中の事故、製品の落下、落雷や停電による障害など製品に対して外部からの要因による障害

（4）弊社発行の保証書に改ざんが見られる場合

（5）ご提出頂いた保証書と弊社に保管されている修理記録に不一致が見られる場合

（6）弊社が認識していない改造が施されている場合

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
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