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はじめに
この度は、マークレビンソンオーディオプレーヤー N0519 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

日本語

本書の表記について
本書では、説明を読みやすくするために、以下の表記方法を採用しています。
表記

説明

本機およびリモコンのボタンや端子の名称は［ ］で囲んで
示します。必要に応じて、その日本語訳を（ ）内に示します。

［settings］（設定）ボタンなど
<Disc> <Optical 1> など

本機またはリモコン操作で選んだソースの、ディスプレイに
表示される名称を < > で囲んで示します。

<Settings>（設定）メニューなど

メニューの項目を < > で囲んで示します。必要に応じて、そ
の日本語訳を（ ）内に示します。

<Settings>（ 設 定 ） → <Network>（ ネ ッ ト ワ ー ク ） →
<Configure>（構成）→ <Wireless>（ワイヤレス）など

メニューの項目を、メニューの操作のしかたにしたがって記
載された順番にたどることを示します。

主な特長
N0519 は、可能な限りたくさんのソースマテリアルに対応し、それらを妥協のない音質で再生するオーディオプレーヤーです。
リアリティ溢れる音楽体験をお楽しみください。
数々のソースマテリアルに対応

CD や各種のデジタルオーディオコンポーネントに加え、
USB メモリや USB HDD、ネットワーク環境上のオーディ
オソース、インターネットの配信サービス、コンピューター
および Bluetooth 機器との接続に対応しています。

高性能 DAC を搭載

数々の賞に輝いたマークレビンソン・プレシジョンリンク
DAC を採用、極限までの低歪みと高解像度を実現しまし
た。
Clari-FiTM による忠実度の復元

卓越したアナログ性能

真空管アンプの帯域拡張のために考案されたカスコード接
続回路を発展させ、周波数帯域とリニアリティの両方を飛
躍的に向上させています。

ハーマン独自の圧縮オーディオ再生技術である Clari-Fi（ク
ラリファイ）により、低解像度のフォーマットで記録され
たデジタルソースの失われた情報や帯域幅を再構築、より
高い忠実度に復元させます。

最高レベルのシグナルパス

<Settings> メニューによる細かな設定が可能

ピュアパス、ディスクリート、ダイレクトカップリング、
フルバランス、デュアル・モノラル回路を採用、デジタル
信号がアナログ信号として出力されるすべての過程で最高
レベルのクオリティを確保しています。

本機は、再生に関する各種の設定や動作環境の構築のため
の <Settings>（設定）メニューを内蔵しています。簡単な
ボタン操作でお好みの再生モードに設定し、必要に応じて
動作環境を構築することができます。

梱包内容
N0519 オーディオプレーヤーには下記の品目が同梱されています。
N0519 本体

品目

N 519 リモコン（単 4 アルカリ電池 2 個付属）
0

Wi-Fi アンテナ

N0519 取扱説明書（本書）

数量

品目

1

N0519 品質保証書

1

プラスドライバー（リモコンの電池交換用）

1
1

数量

1

AC 電源コード

1

白手袋（開梱および初期セットアップ時に使用）

N0519

1

1組

3

保証について
本製品の保証は、添付されている品質保証書の規定に基づ
いて行われます。保証書の内容をご確認の上、大切に保管
してください。

設置のしかた
N0519 の性能を最大限に引き出すために以下の注意事項
をお守りください。
開梱と登録

後日、輸送する場合に備えて、梱包材はすべて保管してく
ださい。
開梱時に N0519 が損傷していないかご確認ください。損
傷が見つかった場合は、正規のマークレビンソン販売店、
またはハーマンインターナショナル株式会社にお問い合わ
せください。
付属品の箱を取り出し、「梱包内容」（3 ページ）に記載の
品目がすべてそろっていることを確認してください。不足
品がある場合は、正規のマークレビンソン販売店、または
ハーマンインターナショナル株式会社にお問い合わせくだ
さい。
設置と換気

適切な換気を保つために、本機を他の機器と重ねず、単体
でラックに設置してください。このとき、頑丈で水平な場
所に設置してください。
接続するアンプやオーディオコンポーネントの近くに設置
し、接続ケーブルができるだけ短くなることをおすすめ致
します。

電源について
N0519 は出荷時に 50/60Hz AC100V 用に設定されてい
ます。動作前に、リアパネルの電源コネクター近くにある
電源ラベルがお住いの地域の動作電圧を示していることを
確認してください。
ご注意

本機の動作電圧を調整しないでください。動作電圧が
適正でない場合や、転居などにより動作電圧を変更す
る必要がある場合は、正規のマークレビンソン販売店、
またはハーマンインターナショナル株式会社にお問い
合わせください。
動作電圧を変更した場合、別の電源や差し込みプラグ
が必要になることがあります。
動作状態

N0519 の動作状態には、下記の 3 種類があります。
• オフ：リ アパネルの電源スイッチがオフになっている
か、またはリアパネルから電源コードが外されて
いる状態です。
• スタンバイ：N0519 の電源は入っているが、オーディ
オ出力はミュートされている状態です。
スタンバイ状態は、
さらに下記の 3 種類の設定があります。
設定は、<Settings>（設定）メニューによって切り替える
ことができます。
モード

直射日光が当たらない、湿気の少ない風通しの良い場所に
設置してください。
本機を高温、高湿度、蒸気、煙や大量のほこりにさらさな
いでください。

グリーンモード

説明

ほぼすべての回路への電源供給が遮
断されます。
IR コントロール信号やトリガー信号
を入力したとき、または［standby］
ボタンを押したときのみ、オン状態
に切り替わります。
スタンバイモードの中で、最も節電
された状態です。

オーディオ回路への電源供給が遮断
パ ワ ー セ ー ブ されますが、コントロール回路およ
びストリーミング回路には通電して、
モード
コマンドを受け取れるようにします。

ノーマルモード

ディスプレイをオフにし、オーディ
オ出力をミュートしますが、コント
ロール回路、ストリーミング回路お
よびオーディオ回路は通電状態にな
ります。
スタンバイモードの中では、最も電
力を消費する状態です。

• オン：N0519 の電源が入っていて、フルに機能してい
る状態です。
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N0519 のリモコンには、単 4 アルカリ乾電池が 2 本、あ
らかじめ入っています。必要に応じて乾電池を交換してく
ださい。長時間使用可能で液もれのないアルカリ乾電池の
使用をお奨めします。
電池を交換するには
1. プラスドライバー（付属）を用いてリモコンの電池カ
バーを取り外し、古い電池を新しい電池と交換します。
※ このとき、電池のプラスとマイナスの極性が正しくなるように入れて
ください。

ディスクのお手入れと取り扱い上のご注意
ディスクの性能を最大限に引き出すためには、お手入れと
取り扱いに注意する必要があります。以下の点に特にご注
意ください。
ディスクを保管ケースから取り出すには、ケースの中央部を
押しながらディスクの縁を注意深く持って持ち上げます。

ディスクは、中央の穴と外側の縁を持ってください。ディ
スクの表面には触れないようにしてください。

2. リモコンの電池カバーを取り付けます。

対応ディスク
N0519 は、以下のオーディオ CD を再生することができ
ます。

使用しない時はディスクをケースに入れてください。ディ
スクは直射日光、および極端な高温、湿気、低温を避け、
立てた状態で保管してください。

• 以下のロゴ・マークが付いた CD（8cm CD は再生できません。）

長時間の高温下ではディスクが反ってしまうことがあり
ます。

• リニア PCM デジタル・オーディオ（MP3）

ディスクが汚れたら、柔らかい乾燥した布でディスクの録
音面を、中心の穴から外縁に向かって垂直方向に注意深く
拭いて清掃します。

※ シングルレイヤーの SACD（スーパーオーディオ CD）は再生できません。

CD-R/CD-RW について

オーディオ CD フォーマットで録音され、正しくファイナ
ライズされて CD-R および CD-RW ディスクは再生可能で
す。ただし、ディスクの品質や録音の状態によっては再生
できない場合があります。
ファイナライズされていない CR/CD-RW ディスクは再生
できません。
ご注意

パソコンで録音したディスクの場合は、互換性のある
フォーマットで録音されたものであっても、ディスク
作成に使用したアプリケーション・ソフトの設定に
よっては本機で再生できない場合があります。詳細に
ついては、アプリケーション・ソフトの取扱説明書を
参照してください。

ご注意

汚れたディスクや破損したディスクを使用すると、再
生性能の低下や本機の破損のおそれがあります。ひび
や傷、欠けた部分のあるディスク、曲がったディスク、
汚れたディスク、破損したディスクを挿入しないでく
ださい。
レコードスプレー、静電防止スプレーまたは防止液、ベン
ジンやシンナーを使用してディスクを清掃しないでくださ
い。この種の化学薬品はディスクのプラスチック面に回復
不能な損傷を与えることがあります。
特殊な形のディスクはプレーヤーを損傷することがあるの
で、使用しないでください。

ボールペン、鉛筆、他の先端が鋭い筆記具で、ディスクの
ラベル面や表面に書き込みをしないでください。ディスク
に紙やステッカーを貼らないでください。ディスクのラベ
ル面が破損するとディスクを再生できなくなることがあり
ます。

N0519
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リモコン電池の交換

各部の名称とはたらき
フロントパネル
1

2 3

4

5

6

7

8

AUDIO PLAYER No 519

input

select

play/pause

settings

next

back

previous

mute

stop/eject

volume

standby

headphones

16

15

14

13

12

11

10

9

1［input］（入力）ノブ

回して、再生するソースを選択します。
※ <Settings>（設定）メニューで無効に設定されているソースを選択することはできません。

2［settings］
（設定）ボタン

押すと <Settings>（設定）メニューが表示されます。
設定を確定した後、メニューを終了するときにも押します。

3［select］（選択）ボタン

<Settings>（設定）メニューで選んだ項目を選択するときや、設定した内容、値に確定するときに押します。

4 IR（赤外線）受信部

リモコンからのコントロール信号を受信します。
※ リモコンと IR 受信部の間に遮蔽物を置かないでください。
※ リアパネルの［IR input］（IR 入力）端子を使って本機をコントロールしているときは無効になります。

5 Bluetooth 受信部

本機と接続（ペアリング）された Bluetooth 機器（スマートフォン、タブレット、コンピューターなど）から Bluetooth
信号を受信します。
※ 本機と Bluetooth 機器の間には、なるべく遮蔽物がないようにして良好な通信状態を保ってください。

6［play/pause］
（再生 / 一時停止）ボタン

現在選んでいるソースの再生を開始したり、再生中のソースを一時停止状態にしたりするときに押します。
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7［next］
（次へ）ボタン

再生中のソースを次のトラックに進めるときに押します。
AES/EBU デジタル入力、同軸デジタル入力、オプチカルデジタル入力の信号を再生中は、このボタンは無効です。
<Settings>（設定）メニューでの文字入力中は、カーソルを右に動かすときに押します。

8［volume］（音量）ノブ

<Settings>（設定）メニューで出力音量が <Variable>（可変）に設定されている場合に、回して再生出力の音量を調節します。
ヘッドホンが接続されている場合は、ヘッドホンの音量を調節します。
最小（オフ）から、<Settings> メニューで設定した最大音量レベルの間で調節できます。
<Settings> メニューの操作中は、現在のレベル内の項目を切り替えるときに回します。

9［standby］
（スタンバイ）インジケーター
本機がオンのときに点灯します。

本機がスタンバイ状態のときは点滅します。
10［standby］
（スタンバイ）ボタン

本機をスタンバイ状態にするときに押します。
スタンバイ状態には 3 種類あり、<Settings>（設定）メニューで設定したスタンバイ状態になります。

11［previous］
（前へ）ボタン

再生中のトラックの先頭に戻すときに押します。トラックの先頭で押すと、前のトラックに戻ります。
AES/EBU デジタル入力、同軸デジタル入力、オプチカルデジタル入力の信号を再生中は、このボタンは無効です。

12［stop/eject］
（停止 / イジェクト）ボタン

再生中または一時停止中のソースを停止するときに押します。
AES/EBU デジタル入力、同軸デジタル入力、オプチカルデジタル入力の信号を再生中は、このボタンは無効です。
ディスクが挿入されているときは、ディスクをイジェクトするときに押します。

13 ディスクスロット

ディスクを再生するときに、このスロットに挿入します。
一定の位置まで挿入すると、ディスクは自動的に引き込まれます。

14［mute］（ミュート）ボタン

<Settings>（設定）メニューで出力音量が <Variable>（可変）に設定されている場合、オーディオ出力の音量をミュートす
るときに押します。
ミュートを解除するには、もう一度押します。

15［back］（戻る）ボタン

<Settings>（設定）メニューの操作中、ひとつ上のレベルに戻すときに押します。
<Settings> メニューでの文字入力中は、カーソルを左に動かすときに押します。

16［headphones］
（ヘッドホン）出力端子
ヘッドホンを接続します。

ヘッドホンの接続中は、オーディオ出力端子がミュート状態になり、［volume］（音量）ノブでヘッドホン出力を調節する
ことができます。
※ ヘッドホンを使用する際（差し込む際）は、必ず音量を絞った状態で行ってください。

N0519
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リアパネル（オーディオ入出力）
1

2

3

4

1

digital inputs
4
5

2

3

IR
input

RS-232

AUDIO PLAYERo 519
N

5

6

Designed and assembled in U.S.A.S/N

Harman International Industries, Inc.

antenna

trigger
in
out
~ ac mains

RIGHT

analog outputs

LEFT

70W

digital outputs
ethernet
reset wps

10

9

8

7

6

1 USB 端子（タイプ A x 2）

音楽ソフトを保存した USB メモリや大容量 USB 装置（HDD）を接続します。
1 つめの USB メモリ /USB HDD は、左右いずれの端子に接続してもかまいません。1 つ目の USB メモリ /USB HDD は、
USB 1 として認識されます。2 つ目の USB メモリ /USB HDD を接続すると、USB 2 として認識されます。
また、この USB 端子は、ソフトウェアの更新や設定状態のエクスポートおよびインポートの際に USB メモリを接続するた
めにも使用します。

2 AES/EBU デジタル入力端子（XLR）

AES/EBU デジタル出力端子を持つオーディオコンポーネントと接続します。

3 同軸デジタル入力端子（RCA x 2）

同軸デジタル出力端子を持つオーディオコンポーネントと接続します。

4 オプチカルデジタル入力端子（S/PDIF TOSLINK x 2）

S/PDIF TOSLINK のオプチカルデジタル出力端子を持つオーディオコンポーネントと接続します。

5 USB デジタルオーディオ入力端子（タイプ B）

音楽ソフトを保存したコンピューターなどを USB ケーブルで接続します。

6 オプチカルデジタル出力端子（S/PDIF TOSLINK）

プリアンプやパワーアンプの、S/PDIF TOSLINK オプチカルデジタル入力端子に接続します。

7 同軸デジタル出力端子（RCA）

同軸デジタル入力端子を持つオーディオコンポーネントと接続します。

8 AES/EBU デジタル出力端子（XLR）

AES/EBU デジタル入力端子を持つオーディオコンポーネントと接続します。
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9 アナログ・シングルエンド出力端子 RIGHT/LEFT（右 / 左）（RCA x 2）

ラインレベルのアナログ信号を出力します。この端子から出力されるアナログ信号の出力レベルは、<Settings>（設定）メ
ニューにより <Line>（LINE 固定）に設定できます。
10 アナログ・バランス出力端子 RIGHT/LEFT（右 / 左）（XLR x 2）

プリアンプやアンプ、録音用コンポーネントの XLR 3-pin アナログ入力端子に接続します。
ラインレベルのアナログ信号を出力します。この端子から出力されるアナログ信号の出力レベルは、<Settings>（設定）メ
ニューにより <Line>（LINE 固定）に設定できます。
ピン配列は以下のとおりです。

ピン ピン
ピン
2
3
1
（Hot）（Cold）
（GND）

ピン
ピン ピン
1
3
2
（GND）（Cold）
（Hot）

N0519
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プリアンプやパワーアンプ、録音用コンポーネントのシングルエンド入力端子に接続します。

リアパネル（ネットワーク、コントロール他）
1

2

3

4

digital inputs
AUDIO PLAYERo 519
N
Designed and assembled in U.S.A.S/N

Harman International Industries, Inc.

IR
input

RS-232

antenna

trigger
in
out
~ ac mains

RIGHT

analog outputs

LEFT

70W

digital outputs
ethernet
reset wps

10 9

8

7 6

5

1［IR input］
（赤外線入力）端子（Φ 3.5mm）

他のコンポーネントからの IR（赤外線）信号を入力します。ステレオプラグ、モノプラグのいずれも接続できます。

2［RS-232］端子

標準の RS-232 接続によるシリアル制御が行えます。

3［trigger in/trigger out］
（トリガー入力 / トリガー出力）端子

ホーム・エンターテインメントシステム内のアンプ、照明、ウィンドウシェードやビデオスクリーンなどのコンポーネント
の起動に使用します。

本機のリアパネルには、入力用、出力用各 1 つのトリガー端子があります。［trigger in］端子は接続されたコンポーネント
から DC 12V 信号を受信し、入力信号を［trigger out］端子から出力するので、複数のコンポーネントをデイジーチェー
ン接続して、1 つのトリガー信号でコントロールすることができます。
本機は、トリガー信号を受信すると電源状態を切り替えます。本機がスタンバイ状態にあった場合は、［trigger in］端子に
DC 12V 信号を受信するとオン状態に切り替わります。本機がオン状態にあった場合は、［trigger in］端子に DC 0V 信号
を受信するとスタンバイ状態に切り替わります。
［trigger out］端子からは、本機の電源がオン状態になると DC 12V 信号が出力され、スタンバイまたはオフ状態になると
出力は DC 0V になります。
4［antenna］
（アンテナ）端子

本機を Wi-Fi でネットワークに接続するときに、付属の Wi-Fi アンテナを接続します。
ご注意

付属の Wi-Fi アンテナ以外のアンテナを使用しないでください。お住いの国の規制に違反する可能性があります。また、
性能が落ちたり、保証を受けられなくなる可能性があります。
5［ac main］
（電源）スイッチ

本機の電源をオン / オフします。
この電源スイッチをオンにすると、本機はスタンバイ状態になり、フロントパネルの［standby］インジケーターが点滅し
ます。
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6 AC 電源端子

付属の AC 電源コードを使用してコンセントと接続します。
日本語

ご注意

本機を長い間使用しない場合や雷雨時は、AC 電源コードをコンセントから抜いてください。
7 ヒューズ部

使用するヒューズのアンペア数は、リアパネルのラベルに記載されています。

8［wps］（WPS）ボタン

Wi-Fi ルーターを使用して本機をネットワークに接続する場合、ルーターの WPS ボタンを押してから本機の［wps］ボタ
ンを押して本機とルーターを接続します。
一度接続されると、本機はネットワークのパスワードを記憶するので、以後は［wps］ボタンを使用せずにネットワークに
接続することができます。

9［reset］（リセット）ボタン

本機を工場出荷時の状態にリセットするときに押します。

10［ethernet］
（LAN）端子

本機を有線 LAN でネットワークに接続するときに、LAN ケーブルを接続します。
Cat5 以上の LAN ケーブルをお使いください。

N0519
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リモコン
7［Clari-FiTM（クラリファイ）］ボタン

select

1
3

2

back

settings

input

volume

6

5
7

4

Clari-Fi® display

mute

9
11

standby

13
AUDIO PLAYER No519

8
10
12
14

1［select］（選択）ボタン

<Settings>（設定）メニューで選んだ項目を選択すると
きや、設定した内容、値に確定するときに押します。

2 上 / 下ボタン

<Settings>（設定）メニューの操作中、現在のレベル内
の項目を切り替えるときに回します。

3［back］（戻る）ボタン

<Settings>（設定）メニューの操作中、ひとつ上のレベ
ルに戻すときに押します。

4［settings］
（設定）ボタン

押すと <Settings>（設定）メニューが表示されます。
設定を確定した後、メニューを終了するときにも押しま
す。

5［input +/ –］
（入力＋ / －）ボタン

いずれかのボタンを押して、再生するソースを選択しま
す。
<Settings>（設定）メニューで無効に設定されているソー
スを選択することはできません。

6［volume +/ –］
（音量＋ / －）ボタン

<Settings>（設定）メニューで出力音量が <Variable>（可
変）に設定されている場合に、押して再生出力の音量を
調節します。
ヘッドホンが接続されている場合は、ヘッドホンの音量
を調節します。
最小（オフ）から、<Settings> メニューで設定した最大
音量レベルの間で調節できます。
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Clari-Fi（圧縮オーディオ再生技術回路）は、<Settings>
（設定）メニューにより、入力ソースごとにオン / オフ
の設定ができます。オフに設定した入力ソースを再生中
に、Clari-Fi をオンにするときにこのボタンを押します。

8［mute］（ミュート）ボタン

<Settings>（設定）メニューで出力音量が <Variable>
（可変）に設定されている場合、オーディオ出力の音量
をミュートするときに押します。
ミュートを解除するには、もう一度押します。

9［display］
（ディスプレイ）ボタン

押すごとに、フロントパネルディスプレイの輝度が高、
中、低の 3 段階に切り替わります。

10［

］（次へ）ボタン

11［

］（前へ）ボタン

12［

］（再生 / 一時停止）ボタン

13［

］（停止 / イジェクト）ボタン

再生中のソースを次のトラックに進めるときに押しま
す。

再生中のトラックの先頭に戻すときに押します。トラッ
クの先頭で押すと、前のトラックに戻ります。

現在選んでいるソースの再生を開始したり、再生中の
ソースを一時停止状態にしたりするときに押します。
再生中または一時停止中のソースを停止するときに押し
ます。
ディスクが挿入されているときは、ディスクをイジェク
トするときに押します。

14［standby］
（スタンバイ）ボタン

本機をスタンバイ状態にするときに押します。
スタンバイ状態には 3 種類あり、<Settings>（設定）メ
ニューで設定したスタンバイ状態になります。

機器の接続
アンプの接続
日本語

ここでは、アンプとのアナログ接続およびデジタル接続のいくつかの例を示します。
ご注意

接続の前に、すべてのコンポーネントの電源をオフにし、電源コードをコンセントから抜いてください。
アナログ・バランス接続の例
1

digital inputs
4
5

2

3

IR
input

RS-232

AUDIO PLAYER No 519
Designed and assembled in U.S.A.S/N

6

Harman International Industries, Inc.

antenna

trigger
in
out

本機

~ ac mains
LEFT

analog outputs

RIGHT

70W

digital outputs
ethernet
reset wps

main outputs

analog audio inputs
1
2

IR
3

PREAMPLIFIER NO523

right

phono inputs
ground

4

5

out
RS-232

5

trigger
out

analog audio inputs
2
1

in
4

main outputs

3

~ ac mains
120W

left

Designed and assembled in U.S.A. S/N

Harman International Industries, Inc.

プリアンプ

Ê

o ut pu t s

out put s

Class 2 wiring

Class 2 wiring

+

-

右スピーカーへ

-

+

パワーアンプ

左スピーカーへ

1. 本機のアナログ・バランス出力端子 RIGHT（右）とプリアンプのアナログ・バランス入力端子（右）を XLR ケーブルで接
続します。
同様に、本機のアナログ・バランス出力端子 LEFT（左）とプリアンプのアナログ・バランス入力端子（左）を XLR ケー
ブルで接続します。
2. プリアンプのアナログ・バランス出力端子（右 / 左）とパワーアンプのアナログ・バランス入力端子（右 / 左）を XLR ケー
ブルで接続します。
3. パワーアンプとスピーカーシステムを接続します。
N0519
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アナログ・シングルエンド接続の例
1

digital inputs
4
5

2

3

IR
input

RS-232

AUDIO PLAYER No 519
Designed and assembled in U.S.A.S/N

6

Harman International Industries, Inc.

antenna

trigger
in
out

本機

~ ac mains
LEFT

analog outputs

RIGHT

70W

digital outputs
ethernet
reset wps

main outputs

analog audio inputs
1
2

IR
3

PREAMPLIFIER NO523

right

phono inputs
ground

4

5

out
RS-232

5

trigger
out

analog audio inputs
2
1

in
4

main outputs

3

~ ac mains
120W

left

Designed and assembled in U.S.A. S/N

Harman International Industries, Inc.

プリアンプ

Ê

o ut pu t s

out put s

Class 2 wiring

Class 2 wiring

+

-

右スピーカーへ

-

+

パワーアンプ

左スピーカーへ

1. 本機のアナログ・シングルエンド出力端子 RIGHT（右）とプリアンプのアナログ・シングルエンド入力端子（右）を RCA
ケーブルで接続します。
同様に、本機のアナログ・シングルエンド出力端子 LEFT（左）とプリアンプのアナログ・シングルエンド入力端子（左）
を RCA ケーブルで接続します。
2. プリアンプのアナログ・シングルエンド出力端子（右 / 左）とパワーアンプのアナログ・シングルエンド入力端子（右 / 左）
を RCA ケーブルで接続します。
3. パワーアンプとスピーカーシステムを接続します。
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パワーアンプに直接アナログ接続する場合の例
1

digital inputs
4
5

2

3

IR
input

RS-232

AUDIO PLAYER No 519
Designed and assembled in U.S.A.S/N

6

Harman International Industries, Inc.

本機
日本語

antenna

trigger
in
out
~ ac mains

RIGHT

analog outputs

LEFT

70W

digital outputs
ethernet
reset wps

outputs

o u tp u ts

Class 2 wiring

Class 2 wiring

+

-

右スピーカーへ

-

+

パワーアンプ

左スピーカーへ

1. 本機のアナログ・バランス出力端子 RIGHT（右）とパワーアンプのアナログ・バランス入力端子（右）を XLR ケーブルで
接続します。
同様に、本機のアナログ・バランス出力端子 LEFT（左）とパワーアンプのアナログ・バランス入力端子（左）を XLR ケー
ブルで接続します。
2. パワーアンプとスピーカーシステムを接続します。
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デジタル接続の例

本機は、デジタル出力端子として AES/EBU デジタル出力端子（XLR）、同軸デジタル出力端子（RCA）およびオプチカル
デジタル出力端子（S/PDIF TOSLINK）の 3 系統を備えています。
以下は、AES/EBU デジタル出力端子を使用した接続例です。
1

digital inputs
4
5

2

3

IR
input

RS-232

AUDIO PLAYER No 519
Designed and assembled in U.S.A.S/N

6

Harman International Industries, Inc.

antenna

trigger
in
out
~ ac mains

LEFT

analog outputs

RIGHT

本機

70W

digital outputs
ethernet
reset wps

main outputs

analog audio inputs
1
2

IR
3

PREAMPLIFIER NO526

right

4

5

out
RS-232

5

trigger
out

analog audio inputs
2
1

in
4

1

phono inputs
ground

left

2

Designed and assembled in U.S.A. S/N

main outputs

3

digital audio inputs
3
4
5

~ ac mains
120W

6

Harman International Industries, Inc.

プリアンプ

Ê

out put s

out put s

Class 2 wiring

Class 2 wiring

+

-

右スピーカーへ

-

+

パワーアンプ

左スピーカーへ

1. 本機の AES/EBU デジタル出力端子とプリアンプの AES/EBU デジタル入力端子を XLR ケーブルで接続します。
2. プリアンプのアナログ・バランス出力端子（右 / 左）とパワーアンプのアナログ・バランス入力端子（右 / 左）を XLR ケー
ブルで接続します。
3. パワーアンプとスピーカーシステムを接続します。
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外部デジタルオーディオコンポーネントの接続

接続するデジタルオーディオコンポーネントのデジタル出力端子に合わせて、適切な入力端子に適切なケーブルを使用して接
続してください。
AES/EBU デジタル接続の例

デジタルオーディオ
コンポーネント
AES/EBUデジタル出力端子へ

1

digital inputs
4
5

2

3

IR
input

RS-232

AUDIO PLAYER No 519
Designed and assembled in U.S.A.S/N

6

Harman International Industries, Inc.

antenna

trigger
in
out

本機

~ ac mains
RIGHT

analog outputs

LEFT

70W

digital outputs
ethernet
reset wps

1. デジタルオーディオコンポーネントの AES/EBU デジタル出力端子と本機の AES/EBU デジタル入力端子を XLR ケーブル
で接続します。
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日本語

本機は、デジタルオーディオ入力端子として、AES/EBU デジタル入力端子（XLR、1 系統）、同軸デジタル入力端子（RCA、
2 系統）、オプチカルデジタル入力端子（S/PDIF TOSLINK、2 系統）および USB デジタルオーディオ入力端子（タイプ B、
1 系統）を備えています。

USB メモリ /USB HDD の接続
楽曲を USB メモリや USB HDD に保存してある場合、これらの楽曲を本機で再生することができます。
USB メモリや USB HDD は、本機リアパネルの USB 端子（タイプ A）に接続します。
1

digital inputs
4
5

2

3

IR
input

RS-232

AUDIO PLAYER No 519
Designed and assembled in U.S.A.S/N

6

Harman International Industries, Inc.

antenna

trigger
in
out

本機

~ ac mains
RIGHT

LEFT

analog outputs

70W

digital outputs
ethernet
reset wps

USBメモリ
USB HDD

USB メモリ /USB HDD は、2 つある USB 端子のどちらに接続してもかまいません。
接続した USB メモリ /USB HDD は、USB 1 として認識されます。2 つめの USB メモリ /USB HDD を接続すると、USB 2
として認識されます。

コンピューターの接続
楽曲をコンピューターに保存してある場合、これらの楽曲を本機で再生することができます。
コンピューターを、本機リアパネルの USB デジタルオーディオ入力端子（タイプ B）に接続します。

コンピューター
USBポートへ

1

digital inputs
4
5

2

3

IR
input

RS-232

AUDIO PLAYER No 519
Designed and assembled in U.S.A.S/N

6

Harman International Industries, Inc.

antenna

trigger
in
out
~ ac mains

RIGHT

analog outputs

LEFT

70W

digital outputs
ethernet
reset wps
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本機

インターネットへの接続
本機は、音楽配信サービスなど、インターネットを利用した各種のサービスに対応しています。これらのサービスを受信して
本機で再生するには、本機をインターネットに接続する必要があります。
日本語

本機は、有線 LAN および Wi-Fi（無線 LAN）のいずれかの方法でインターネットに接続できます。

有線 LAN による接続
有線 LAN による接続は、以下の手順で行います。
1. 本機の電源をオフにします。
2. Cat 5 以上の LAN ケーブルを使用して、本機リアパネルの［ethernet］（LAN）端子をインターネット環境に接続します。
3. 本機の電源をオンにします。

Wi-Fi による接続
メモ

インターネット接続における最良の性能を保つため、有線 LAN による接続をお奨めします。
本機を設置した場所で有線 LAN によるインターネット接続ができない場合に、Wi-Fi による接続を行ってください。
準備

付属の Wi-Fi アンテナを本機リアパネルの［antenna］端子に接続します。
お使いの Wi-Fi ルーターが正常に動作していることを確認してください。
WPS による接続

以下の手順で Wi-Fi によるインターネット接続を行います。
1. 本機の電源をオンにします。
2. Wi-Fi ルーターの WPS ボタンを押します。
3. 本機リアパネルの［wps］ボタンを押します。
本機と Wi-Fi ルーターの接続が確立し、本機はインターネットに接続されます。
上記手順 3 の代わりに、以下のようなメニュー操作により Wi-Fi ルーターと接続することができます。
メニューの操作のしかたについては、「<Settings> メニューの操作」（25 ページ）を参照してください。
1. フロントパネルまたはリモコンの［settings］
（設定）ボタンを押します。
<Settings>（設定）メニューが表示されます。
2. メニューを <Network>（ネットワーク）→ <Configure>（構成）→ <Wireless>（ワイヤレス）の順に選びます。
3. <Start WPS>（WPS の開始）を選択します。

N0519
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専用アプリケーションによる接続

Wi-Fi ルーターに WPS ボタンがない場合や Wi-Fi ルーターにアクセスできない場合は、以下の手順を実行してください。
まず、お手持ちの iPhone または Android 端末に、本機コントロール用の専用アプリケーション（Mark Levinson Control）
をダウンロードしてインストールしてください。
詳しくは、「専用アプリケーションを使った制御」（25 ページ）を参照してください。
1. iPhone または Android 端末で Wi-Fi ネットワークを探します。
2.「M.L. No519…」に接続します。
3. iPhone または Android 端末で専用のアプリケーションを開き、「No519」にタッチします。
4. フロントパネルまたはリモコンの［settings］
（設定）ボタンを押します。
<Settings>（設定）メニューが表示されます。
5. メ ニ ュ ー を <Network>（ ネ ッ ト ワ ー ク ） → <Configure>（ 構 成 ） → <Wireless>（ ワ イ ヤ レ ス ） → <Scan available
networks>（利用可能なネットワークをスキャンする）の順に選びます。
6. iPhone または Android 端末で Wi-Fi ネットワークの名称にタッチします。
7.「キー」にタッチし、ネットワークのパスワードを入力したら「OK」にタッチします。
8.「接続」にタッチします。
本機がネットワークに接続されます。
一時的に有線 LAN を使って Wi-Fi に接続する

iPhone または Android 端末がなくて上記の方法を実行できない場合は、本機を一時的に有線 LAN に接続可能な場所に移動
して、以下の手順を実行してください。
1. 本機を、コンピューターが接続されている LAN に接続します。
Cat5 以上の LAN ケーブルで接続してください。
2. フロントパネルまたはリモコンの［settings］
（設定）ボタンを押します。
<Settings>（設定）メニューが表示されます。
3. <Network>（ネットワーク）を選びます。
<IP> に本機の IP アドレスが表示されているのを確認してください。
4. コンピューターでブラウザーを開き、手順 3 で確認した IP アドレスを入力して Enter キーを押します。
ブラウザーに、本機の <Settings>（設定）メニューが表示されます。
5. メ ニ ュ ー を <Network>（ ネ ッ ト ワ ー ク ） → <Configure>（ 構 成 ） → <Wireless>（ ワ イ ヤ レ ス ） → <Scan available
networks>（利用可能なネットワークをスキャンする）の順に選びます。
6. Wi-Fi ネットワークの名称をクリックします。
7.「キー」をクリックし、ネットワークのパスワードを入力したら「OK」をクリックします。
8.「接続」をクリックします。
本機が Wi-Fi ネットワークに接続されます。
9. 本機の電源をオフにし、有線 LAN との接続を外します。
10.本機を、通常使用する場所に戻します。
以降、本機を Wi-Fi ネットワークに接続してお使いいただけます。
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再生
<Settings>（設定）メニューにより、本機からアンプへの出力音量レベルを <Variable>（可変）または <Line>（LINE 固定）
に設定することができます。
メニューの操作のしかたについては、「<Settings> メニューの操作」（25 ページ）を参照してください。
それぞれの場合、音量は以下のように調節します。
出力音量レベル

<Variable>（可変）

<Line>（LINE 固定）

音量の調節

本機フロントパネルの［volume］（音量）ノブまたはリモコンの［volume +/ –］（音量＋ / －）
ボタンで音量を調節できます。
さらに、アンプでも音量の調節ができます。
本機からの出力音量は LINE レベルに固定されます。
音量は、アンプで調節します。

本機からの出力音量レベルを可変にする
1. フロントパネルまたはリモコンの［settings］
（設定）ボタンを押します。
<Settings>（設定）メニューが表示されます。
2. メニューを <Volume & Balance>（音量およびバランス）→ <Output Volume>（出力音量）→ <Variable>（可変）の順に
選び、決定します。
本機からの出力音量レベルを LINE 固定にする
1. フロントパネルまたはリモコンの［settings］
（設定）ボタンを押します。
<Settings>（設定）メニューが表示されます。
2. メニューを <Volume & Balance>（音量およびバランス）→ <Output Volume>（出力音量）→ <Line>（LINE 固定）の順
に選び、決定します。

N0519

21

日本語

音量調節のしかた

入力ソースの選択
ご注意

再生するソースを切り替える前に、接続しているアンプの音量を 0（最少）にしてください。
切り替えたソースが思わぬ大音量になる場合があります。
本機に接続ケーブルやネットワークなどを介して接続されているオーディオソースから希望のソースを選んで再生するには、
本機フロントパネルの［input］（入力）ノブまたはリモコンの［Input +/ –］（入力＋ / －）ボタンを使います。
［input］ノブを回すか［Input +/ –］ボタンを押すごとに、以下の順で再生するオーディオソースが切り替わります。
希望のソースに切り替えたら、再生が始まるまでお待ちください。必要に応じて、ソース側で再生を開始してください。
メモ

以下に示すすべてのソースが表示・再生されるわけではありません。
実際に接続されていないソースは再生されず、<Settings>（設定）メニューで <enabled>（有効）にチェックマークを
付けていないソースはスキップされます。

<Disc>（CD/MP3 ディスク）
➡

<Balanced>（AES/EBU デジタル入力端子）
➡

<Coaxial 1>（同軸デジタル入力端子 1）
➡

<Coaxial 2>（同軸デジタル入力端子 2）
➡

<Optical 1>（オプチカルデジタル入力端子 1）
➡

<Optical 2>（オプチカルデジタル入力端子 2）
➡

<USB audio 1>（USB 端子タイプ A）*1
➡

<USB audio 2>（USB 端子タイプ A）*1
➡

<USB Drive>（USB デジタルオーディオ入力端子タイプ B）

*1： リアパネルの USB 端子（タイプ A）のいずれかに USB メモリなどのソー
スを接続すると、<USB audio> として認識されます。もう一方の USB
端子に別の USB メモリなどを接続すると、最初に接続した USB ソー
スが <USB audio 1> に、あとから接続した USB ソースが <USB audio
2> になります。
*2： 本機と同じ Wi-Fi ネットワークに接続されているネットワーク HDD
（NAS）を再生するときに選択します。
*3： 2017 年 2 月末日現在、Qobuz、Deezer、インターネットラジオ、ポッ
ドキャストは、日本国内で利用することはできません。これらのソース
を選択すると、「Service unavailable」（サービス利用不可）と表示され
ます。

➡

メモ

<Playlists>（プレイリスト）
➡

本機では、DSD64 および DSD128 フォーマットで
エンコードされたデジタルソースの再生ができます。
ただし、再生はアナログ出力およびヘッドホン出力で
のみ可能です。

<Network>（ネットワーク）*

2

➡

<Bluetooth>（Bluetooth 機器）
➡

また、本機をプリアンプ、パワーアンプの DAC に接
続するデジタルソースとして使用する場合は、本機の
アナログ出力を介してプリアンプ、パワーアンプに接
続してください。

<Spotify>（音楽配信サービス）
➡

<Qobuz>（音楽配信サービス）*3
➡

<Deezer>（音楽配信サービス）*3
➡

<Radios>（インターネットラジオ）*

3

➡

<Podcasts>（ポッドキャスト）*3
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再生操作の基本は上記のとおりです。
ソースによっては、再生を開始するための準備や設定が必
要なもの、あるいは固有の注意事項を伴うものがあります。
以下の説明を参照してください。

CD/MP3 ディスクを本機のディスクスロットに挿入した
ら、フロントパネルの［input］（入力）ノブまたはリモコ
ンの［Input +/ –］（入力＋ / －）ボタンで <Disc> に切り
替えます。
他のソースを再生中に、ディスクを挿入するだけで自動的
にディスクの再生に切り替わるようにすることができま
す。以下のようにメニューを操作します。
メニューの操作のしかたについては、「＜ Settings ＞メ
ニューの操作」（25 ページ）を参照してください。
1. フロントパネルまたはリモコンの［settings］（設定）
ボタンを押します。
<Settings>（設定）メニューが表示されます。
2. メ ニ ュ ー を <Input setup>（ 入 力 セ ッ ト ア ッ プ ） →
<Disc>（ディスク）→ <Play CD upon insertion>（挿
入後に CD を再生する）の順に選び、決定します。

Bluetooth 機器を接続して再生する

コンピューターに保存された楽曲を再生する
再生したい楽曲が保存されているコンピューターを、本機
リアパネルの USB デジタルオーディオ入力端子（タイプ B）
に USB ケーブルを使って接続します。
ドライバーをインストールする

Windows PC の場合、コンピューターに N0519 のドライ
バーをインストールする必要があります。
下記のサイトにアクセスし、お使いの Windows のバージョ
ンに適合したドライバーをダウンロードし、インストール
してください。

http://marklev.harman-japan.co.jp/info/no585_driver.php

ドライバーをインストールしたら、コンピューター側で音
声の出力先を N0519 に設定します。
Macintosh の 場 合 は、 本 機 で 再 生 し た い 楽 曲 を iTunes
で管理するとともに、iTunes を操作して音声の出力先を
N0519 に設定します。
設定画面の例を以下に示します。

ス マ ー ト フ ォ ン や タ ブ レ ッ ト、 コ ン ピ ュ ー タ ー な ど
の Bluetooth 機 器 に 保 存 さ れ た 楽 曲 を 再 生 す る に は、
Bluetooth 機器と本機の接続（ペアリング）が必要です。
Bluetooth 機 器 で Bluetooth を オ ン に し て、 接 続 す る
Bluetooth 機器として N0519 を選択してください。

iTunes で管理していない楽曲を再生するには、Macintosh
用の N0519 ドライバーが必要になります。
コンピューターを選択する

フロントパネルの［input］（入力）ノブまたはリモコンの
［Input +/ –］
（入力＋ / －）ボタンで <USB Drive> を選択
します。
再生を開始する

入 力 ソ ー ス と し て コ ン ピ ュ ー タ ー を 選 択 し た ら、 コ ン
ピューター側で希望の楽曲の再生を開始します。

N0519
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日本語

CD/MP3 ディスクを再生する

音楽配信サービスを聴く
本機では、入力ソースとして音楽配信サービスを選択でき
ますが、実際に利用できるサービスは以下のとおりです
（2017 年 2 月末現在）。
音楽配信サービス

Spotify®

再生するには

Spotify への登録が必要です。
登録の方法や料金などについて詳しく
は、以下の Spotify のウェブサイトに
アクセスしてください。
https://www.spotify.com/jp/

プレイリストを作る
本機が Wi-Fi ネットワークに接続されていて、同じ Wi-Fi
ネットワーク内にネットワーク HDD（NAS）が接続され
ている場合、ネットワーク HDD 内の楽曲でプレイリスト
を作成することができます。
フ ロ ン ト パ ネ ル の［input］（ 入 力 ） ノ ブ ま た は リ モ コ
ン の［Input +/ –］（ 入 力 ＋ / － ） ボ タ ン で、 ソ ー ス を
<Playlist> に切り替え、プレイリストを作成してください。
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専用アプリケーションを使った制御
iPhone および Android 端末用に、N0519 制御用の専用アプリケーションが用意されています。
iPhone 用の専用アプリケーションは App Store から、
Android 端末用の専用アプリケーションは Google Play からダウンロー
ドできます。
日本語

「Mark Levinson Control」で検索し、ダウンロードしてください。
ご注意

専用アプリケーションを使って本機のスタンバイオン / オフはしないでください。
スタンバイのオン / オフには、必ず本機正面の［standby］ボタンを使用してください。

<SETTINGS>メニュー
ここでは、本機の <Settings>（設定）メニューの全項目と設定内容をまとめて示します。

<Settings> メニューの操作
<Settings> メニューに共通する操作のしかたを説明します。
メニュー操作に使用するボタン

以下のボタンなどを使ってメニューを操作し、設定の変更などを行います。
ボタンなど

フロントパネル

リモコン

はたらき

• 押すと <Settings> メニューが表示されます。
［settings］

［volume］ノブ

［settings］

上 / 下ボタン

• メニューによる設定の変更を確定したら、もう一度押すとメニューを終了しま
す。
• 現在のレベルで設定できる項目の中から、設定する項目を選びます（反転表示
させます）。
• さらに下のレベルがある場合は、右側に矢印が表示されます。
• 値などを変更するときに回します（押します）。
• ［volume］（音量）ノブ、上下ボタンで選んだ項目の設定に進むときに押します。
次のレベルがある場合は、次のレベルに進みます。

［select］

［select］

• 変更した値に決定するときに押します。
• 項目のオン / オフを切り替えるときに押します。オンのとき、チェックマーク
が表示されます。

［back］

［back］

• 押すとひとつ上のレベルに戻ります。

［next］

［

］

• 文字入力中、カーソルを右に動かすときに押します。

［back］

［

］

• 文字入力中、カーソルを左に動かすときに押します。

N0519
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<Settings> メニューの 5 つのメニュー

<Settings> メニューには、レベル 1 に以下の 5 つのメニューがあります。
メニュー

<Volume & Balance>.
（音量およびバランス）
<Operation>（動作）

<Input Setup>（入力設定）

主なはたらき

本機からのオーディオ出力の音量とバランスを設定します。
本機の動作条件などを設定します。

入力ソースごとに、どのように扱うかを細かく設定します。

<Network>（ネットワーク） ネットワーク環境に関する設定をします。
<System>（システム）

本機のシステム全体に関わる設定やファームウェアの更新などの操作を行うことができます。

メニュー操作例

ここでは、メニューを操作してディスプレイの輝度を <Medium>（中）に設定する手順を示します。
1. フロントパネルまたはリモコンの［settings］
（設定）ボタンを押します。
<Settings>（設定）メニューが表示されます。
レベル 1 で、<Volume & Balance>（音量およびバランス）が選ばれています。
2. フロントパネルの［volume］ノブまたはリモコンの上下ボタンで <Operation>（動作）を選びます。
3. フロントパネルまたはリモコンの［select］ボタンを押します。
レベル 2 に進みます。
<Power Management>（電源管理）が選ばれています。
4. フロントパネルの［volume］ノブまたはリモコンの上下ボタンで <Display>（ディスプレイ）を選びます。
5. フロントパネルまたはリモコンの［select］ボタンを押します。
レベル 3 に進みます。
<Display Intensity>（表示輝度）が選ばれています。
6. フロントパネルまたはリモコンの［select］ボタンを押します。
<High>（高）が選ばれています。
7. フロントパネルの［volume］ノブまたはリモコンの上下ボタンで <Medium>（中）を選びます。
ディスプレイの実際の表示輝度が「中」に変ります。
8. フロントパネルまたはリモコンの［select］ボタンを押します。
表示輝度が <Medium> に確定します。
9. フロントパネルまたはリモコンの［settings］
（設定）ボタンを押します。
ディスプレイの表示輝度が <Medium> の状態でメニューが終了します。
以降のページで、各メニューの構造と設定内容を示します。
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<Volume & Balance>（音量およびバランス）
Balance

レベル 2

Max Volume Level

Mute Volume Level
Volume & Balance

Turn-On Volume Level
Phones Turn-On Vol

Last Volume as Turn-On Volume Level
Output Volume

–

レベル 3

–
–

日本語

レベル 1

–
–
–

Variable
Line

各項目の設定
Balance（バランス）

左チャンネルと右チャンネルのバランスを調節します。
-20 ～ 0 ～ 20 の範囲で調節できます。
赤のバーの右端が全体の中央にあるとき、左右のチャンネルの出力レベルが等しくなります。
赤のバーの右端を左に動かすほど右チャンネルからの出力レベルが小さくなります。（音像が左に移動します。）
赤のバーの右端を右に動かすほど左チャンネルからの出力レベルが小さくなります。（音像が右に移動します。）

Max Volume Level（最大音量レベル）

フロントパネルの［volume］ノブまたはリモコンの［volume +/ –］ボタンで調整できる最大の音量レベルを設定します。
0 ～ 80 の範囲で設定できます。

Mute Volume Level（ミュート音量レベル）

フロントパネルまたはリモコンの［mute］ボタンを押して音量をミュートしたときの音量レベルを設定します。
0 ～ 30 の範囲で設定できます。

Turn-On Volume Level（電源投入時音量レベル）

本機の電源をオンにしたときの音量レベルを設定します。
0 ～ 40 の範囲で設定できます。

Phones Turn-On Vol（電源投入時ヘッドホン音量レベル）

本機の電源をオンにしたときのヘッドホンの音量レベルを設定します。
0 ～ 40 の範囲で設定できます。

Last Volume as Turn-On Volume Level（最後の音量を電源投入時の音量レベルに設定）

この設定をオンにする（チェックマークを付ける）と、本機の電源をオフにする直前の音量レベルが次に電源をオンにした
ときの音量レベルになります。

Output Volume（出力音量）

レベル 3 で、本機の出力音量を <Variable>（可変）または <Line>（LINE 固定）に設定します。

N0519
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<Operation>（動作）
レベル 1

レベル 2

Power Management

レベル 3

Standby Mode
Auto Off

Remote Control
Operation

Trigger
Front IR
Display Intensity

Green

レベル 4

PowerSave
Normal
Normal
Pulse
High

Medium
Low
Off

Display
Display Timeout

5 seconds

10 seconds
20 seconds
30 seconds

各項目の設定
Power Management（電源管理）

• レベルの 3<Standby Mode>（スタンバイモード）で、<Green>（グリーンモード）、<PowerSave>（パワーセーブモード）
または <Normal>（ノーマルモード）のいずれかに設定します。
各モードについては、「動作状態」（4 ページ）を参照してください。
• レベル 3 の <Auto Off>（オートオフ）をオンにする（チェックマークを付ける）とオートオフ機能がオンになります。
この状態では、オーディオ信号およびコントロール信号の入力がない状態が 20 分続くと、本機は自動的にスタンバイモードに
切り替わります。
オートオフ機能を無効にするには、チェックマークを外します。
Remote Control（リモコン）

• レベル 3 の <Trigger>（トリガー）で、トリガー信号の送受信方法を設定します。
通常は <Normal>（標準）に設定します。古い Mark Levinson のコンポーネントと組み合わせて使用する場合は、<Pulse>（パ
ルス）に設定してください。
• レベル 3 の <Front IR>（フロント IR）で、フロントパネルの IR（赤外線）受信部の有効 / 無効を設定します。チェックマー
クを付けると有効になります。
本機リアパネルの［IR input］（赤外線入力）端子に他のコンポーネントを接続している場合は、チェックマークを外して
無効にしてください。
Display（ディスプレイ）

• レベル 3 の <Display Intensity>（表示輝度）で、ディスプレイの輝度を <High>（高）
、<Medium>（中）
、<Low>（低）の
いずれかに設定します。
• レベル 3 の Display Timeout（ディスプレイのタイムアウト）の設定により無操作状態が一定時間経過したらディスプレ
イを自動的にオフにすることができます。<5 seconds>（5 秒）、<10 seconds>（10 秒）、<20 seconds>（20 秒）、<30
seconds>（30 秒）のいずれかに設定できます。
自動的にオフにならないようにするには、<Off>（オフ）に設定します。
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<Input Setup>（入力設定）
レベル 2

USB Drive
Bluetooth

Name

注）Bluetooth、Network、Spotify などの音楽配信サービスで
は無効

Network

Offset

Disc

DAC Filter (PCM)

Spotify

Clari-Fi

TIDAL

Input Setup

Enabled

レベル 3.
（レベル 2 の各項目に共通）

Qobuz

レベル 4

–
–
–

Sharp
Slow

MinPhas

–

Clari-Fi Intensity

–

DSD Filter

50khz

注）USB およびネットワーク入力のみ

Play CD upon insertion
注）Disc のみ

日本語

レベル 1

47khz
60khz
70khz
–

Deezer

Radios

Normal

Podcasts
Balanced

Coaxial 1
Coaxial 2

PLL Bandwidth

Optical 1
Optical 2

Wide

USB Audio
各項目の設定

<Input Setup>（入力設定）では、まずレベル 2 で入力ソースを選択します。
次に、レベル 3 で選択したソースに対する各種の設定を行います。
たとえば、<Clari-Fi> により、入力ソースごとに Clari-Fi のオン / オフの設定ができます。
Enabled（有効）

入力ソースを有効にするときにオンにします（チェックマークを付けます）。
接続していない入力ソースを無効にする（チェックマークを外す）ことにより、フロントパネルの［input］（入力）ノブや
リモコンの［input +/ –］（入力＋ / －）ボタンで入力ソースを選択するときに、無効にした入力ソースはスキップされ、操
作時間の無駄がはぶけます。

Name（名前）

入力ソースの名前を自由に変更することができます。
<Name> を選択すると、先頭の文字を選択できる状態になります。フロントパネルの［volume］ノブまたはリモコンの上
下ボタンで文字を選択します。次に、フロントパネルの［next］ボタンまたはリモコンの［
］ボタンでカーソルを 2 文
字目に移動し、文字を選択します。この操作を繰り返して新しい名前を設定してください。
カーソルを 1 つ前に戻すには、フロントパネルの［back］ボタンまたはリモコンの［

］ボタンを押します。

N0519

29

Offset（オフセット）

ご使用のコンポーネントのオーディオ出力レベルが他の入力ソースと比べて高い、あるいは低い場合に、<Offset> を調節し
て他の入力ソースと同じにすることができます。
-10dB ～＋ 10dB の範囲で、0.5dB 単位で調節できます。

DAC Filter (PCM)（DAC フィルター（PCM））

DAC フィルターを、以下のいずれかに設定します。
<Sharp>（シャープ）：電子音楽を聴くのに適しています。
<Slow>（スロー）：ほとんどの音楽を聴くのに適しています。
<MinPhas>（最少フェーズ）
：アコースティック音楽を聴くのに適しています。
これらの設定は、お好みに合わせて自由に設定してください。

Clari-Fi

Clari-Fi（圧縮オーディオ再生技術回路）のオン / オフを設定します。
チェックマークを付けるとオンになります。

Clari-Fi Intensity（Clari-Fi 強度）

Clari-Fi による失われた信号の復元の強度を 0 ～ 9 の範囲で調節できます（9 が最大）。
必要に応じて、再生する低解像度の圧縮ファイルに合わせて適切な強度に調節してください。

DSD Filter（DSD フィルター）

DSD フィルターは、不要な超音波ノイズを削減するためのローパスフィルターです。
実際に再生音を聴き比べながら、お好みに合わせて 47kHz、50kHz、60kHz または 70kHz のいずれかに設定してください。

Play CD upon insertion（挿入後に CD を再生する）

オンに設定すると（チェックマークを付けると）、別のソースを再生中でも CD を挿入すると自動的に CD の再生に切り替
わります。

PLL Bandwidth（位相同期ループ周波数）

PLL（位相同期ループ）の周波数を <Normal>（ノーマル）または <Wide>（広域）に切り替えることができます。
実際に再生音を聴き比べながら、お好みに合わせていずれかに設定してください。
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<Network>（ネットワーク）
レベル 1

レベル 2

レベル 3

Wired/WiFi/SoftAP

レベル 4

Unit Name
SSID

日本語

IP

Wired/WiFi
DHCP
SSID

Connection Details

Encryption
IP

Mask

Gateway
DNS

Connection Type

Automatic

Wired Only

Wireless Only
DHCP

Network

IP
Wired

Mask

Gateway
DNS

Connect
SSID

Configure

Scan available networks
Key

Encryption
Wireless

DHCP
IP

Mask

Gateway
Connect

Start WPS

Start SoftAP
各項目の設定
Wired（有線）/WiFi（無線）/SoftAP

本機がネットワークにどのように接続しているかを示します。
本機が有線 LAN に接続しているときは <Wired Connected>、Wi-Fi ルーターを介して無線 LAN に接続しているときは
<WiFi Connected>、iPhone または Android 端末を Wi-Fi のアクセスポイントとして無線 LAN に接続しているときは
<SoftAP Connected> と表示されます。
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Unit Name（本機の名称）

ネットワーク上での本機の名前を自由に変更することができます。
<Unit Name> を選択すると、先頭の文字を選択できる状態になります。フロントパネルの［volume］ノブまたはリモコン
の上下ボタンで文字を選択します。次に、フロントパネルの［next］ボタンまたはリモコンの［
］ボタンでカーソルを
2 文字目に移動し、文字を選択します。この操作を繰り返して新しい名前を設定してください。
カーソルを 1 つ前に戻すには、フロントパネルの［back］ボタンまたはリモコンの［

］ボタンを押します。

<IP>（IP アドレス）

本機に割り当てられている IP アドレスが表示されます。

<SSID>

本機が接続しているネットワークの名称が表示されます。

<Connection details>（接続の詳細）

レベル 3 に、本機のネットワークとの接続の状態が表示されます。
Wired/Wi-Fi：Wired（有線）か Wi-Fi（無線）か
DHCP：DHCP（ネットワークアドレスの動的割り当て）機能のオン / オフを設定することができます。
SSID：本機が接続しているネットワークの名称が表示されます。
Encryption（暗号化）
：現在のネットワークの暗号化方法が表示されます。
IP（IP アドレス）：本機に割り当てられている IP アドレスが表示されます。
Mask（サブネットマスク）：本機に割り当てられているサブネットマスクのアドレスが表示されます。
Gateway（ゲートウェイ）：本機に割り当てられているゲートウェイのアドレスが表示されます。
DNS：ドメイン名のシステム情報が表示されます。

<Configure>（構成）

有線または無線 LAN に接続するときに、必要に応じてこのメニューを操作します。
Connection Type（接続の種類）：<Automatic>（自動）、<Wired Only>（有線のみ）、<Wireless Only>（無線のみ）のい
ずれかに設定できます。無線 LAN（Wi-Fi）に接続するときは、<Wired Only> に設定さ
れていないことを確認してください。
Wired（有線）：必 要に応じて <DHCP> を無効にして（チェックマークを外して）、<IP>、<Mask>、<Gateway>、<DNS>
を任意に設定します。自動的に有線 LAN に接続されない場合は、<Connect>（接続）を選択してください。
Wireless（無線）
：
• SSID を介して無線 LAN（Wi-Fi）に接続するときは、<Scan available networks>（利用可能なネットワークをス
キャンする）を選択するか、<SSID> を選択してネットワーク名を指定します。ネットワーク名を指定する場合は、
<Encryption>（暗号化）の種類を <None>（なし）、<WEP>、<WPA-PSK> のいずれかから選択します。また、<Key>（キー）
で、WEP キーまたは WPA-PSK キーを指定します。最後に <Connect>（接続）を選択してください。
• DHCP（ネットワークアドレスの動的割り当て）機能を無効にして無線 LAN（Wi-Fi）に接続するときは、<DHCP> を
オフにして（チェックマークを外して）、<IP>、<Mask>、<Gateway> を任意に設定します。最後に <Connect>（接続）
を選択してください。
• WPS を介して無線 LAN（Wi-Fi）に接続する場合で Wi-Fi ルーターに WPS ボタンがないときは、<Start WPS>（WPS
の開始）を選択してください。
• SoftAP で無線 LAN（Wi-Fi）に接続するときは、<Start SoftAP>（SoftAP の開始）を選択してください。
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<System>（システム）

System

レベル 2

Software Version
Config

Update Firmware
Restore Factory Settings

レベル 3

Export settings to a file

Import settings from a file

日本語

レベル 1

Lock Settings

USB Update – Insert USB stick…
Check for update online
Confirm Restore

各項目の設定
Software Version（ソフトウェアバージョン）

本機の現在のソフトウェアバージョンが表示されます。

（変更はできません。）
Config（構成）

現在のシステム設定のエクスポートや、エクスポートした設定のインポートができます。
エクスポートする場合：エクスポート先の USB メモリをリアパネルの USB 端子のいずれかに接続し、レベル 3 で <Export
settings to a file>（設定をファイルにエクスポート）を選択します。
.
現在の設定が .tar ファイルとして USB メモリにエクスポートされます。
インポートする場合：インポートするファイルが保存されている USB メモリをリアパネルの USB 端子のいずれかに接続
し、レベル 3 で <Import settings form a file>（設定をファイルからインポート）を選択します。.
本機の設定が、すべてインポートしたファイルに記述された設定に置き換わります。
システム設定の変更ができなくするには：レベル 3 で <Lock Settings>（設定のロック）をオンにします（チェックマーク
を付けます）。.
この設定は、解除することができません。システム設定の変更のためにこの設定
を解除したいときは、正規のマークレビンソン販売店、またはハーマンインター
ナショナル株式会社にご相談ください。

Update Firmware（ファームウェアの更新）

新しいファームウェアが保存された USB メモリをリアパネルの USB 端子に接続し、レベル 3 で <USB Update – Insert
USB stick...>（USB からの更新－ USB メモリを挿入）を選択します。
本機がネットワークに接続されている場合、新しいファームウェアがネット上にアップされると、本機のディスプレイ上部
に歯車アイコンが表示されます。
新しいファームウェアに更新するには、<Check for update online>（オンラインで更新を探す）を選択します。
ネット上のファームウェアのバージョンが現在のファームウェアのバージョンより新しい場合、そのバージョン番号が表示
されます。ダウンロードして更新する場合は、表示される案内にしたがって操作を進めてください。

Restore Factory Settings（出荷時の設定を復元）

すべての設定を、工場出荷時の設定に戻します。
カスタマイズした設定はすべて失われます。
<Restore Factory Settings> を選択すると、<Confirm Restore>（復元の確認）と表示されます。出荷時の設定を復元す
るときは <Confirm Restore> を選択します。
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トラブルシューティング
故障かな、と思ったら、まず以下のトラブルシューティングをご覧ください。
それでも問題が解決しないときは、正規のマークレビンソン販売店、またはハーマンインターナショナル株式会社にご相談ください。
電源がオンにならない
• 本機リアパネルの AC 電源端子が電源コードでコンセントに接
続されていることを確認してください。
• 本機リアパネルの［ac main］（電源）スイッチがオンになっ
ていることを確認してください。
• 電気のブレーカーを確認して、本機を接続したコンセントが通
電していることを確認してください。
• 本機がスタンバイ状態になっていないことを確認します。本機
がオンのときは、フロントパネルの［standby］（スタンバイ）
インジケーターが早く点滅します。スタンバイ状態のとき、イ
ンジケーターはゆっくり点滅します。

入力ソースを選択できない
• 選択しようとしている入力ソースが＜ Input Setup ＞（入力
設定）メニューで無効に設定されていないことを確認してくだ
さい。

オーディオ信号にハム音が含まれている
•

接続されている外部オーディオコンポーネントを 1 台ずつ取り外し
て、問題のある機器を特定します。問題のある機器が特定できたら、
その機器が適切に接地されているか、また本機と同じ電源に接続さ
れているかを確認してください。

リモコンが動作しない

音量を最大に調節できない

• フロントパネルの IR（赤外線）受信部とリモコンの赤外線発
信部の間の障害物を取り除いてください。

• ＜ Volume & Balance ＞（音量およびバランス）メニューの設
定によっては、
本機の音量を最大の 80 にすることができません。
メニュー設定を確認してください。

• リアパネルの［IR input］（赤外線入力）端子に何も接続され
ていないことを確認してください。
• 本機フロントパネルとリモコンの距離が 5m 以内であることを
確認してください。本機が色付きガラス製のキャビネットに設
置されている場合、この距離が短くなることがあります。
• リモコンを、フロントパネルの IR（赤外線）受信部に対して適
切な角度で向けていることを確認してください。
• フロントパネルの IR（赤外線）受信部に直射日光やハロゲン
電球の光、蛍光灯の照明が当たっていないことを確認してくだ
さい。IR 受信部に強い光が当たっていると、赤外線の受信が
不安定になることがあります。
• リモコンの電池を交換してください。

本機からオーディオ信号が出力されない /.
再生音が聴こえない
• 本機とすべての外部オーディオコンポーネントが確実に接続さ
れていることを確認してください。
• 本機を接続したメインアンプやパワーアンプとスピーカーが確
実に接続されていることを確認してください。

フロントパネルのディスプレイが暗い / オフになる
• ＜ Operation ＞（動作）メニューの＜ Display ＞（ディスプレイ）
で、表示輝度が＜ Middle ＞（中）や＜ Low ＞（低）に設定
されている場合は、＜ High ＞（高）の設定よりも暗くなります。
設定を確認し、お好みの輝度に設定してください。
• ＜ Operation ＞（動作）メニューの＜ Display Timeout ＞（ディ
スプレイのタイムアウト）で、ディスプレイが自動的にオフに
なるように設定されているかどうかを確認してください。

ネットワークに接続できない
• ルーターやスイッチ、ハブと本機が LAN ケーブルで正しく接
続されていることを確認してください。
• ルーターやスイッチ、ハブの製造年を確認します。ルーターや
スイッチ、ハブが 10 年以上前に製造された機器である場合は、
本機との通信に支障が生じることがあります。本機の電源を
いったんオフにしてから再びオンにし、ネットワークと本機と
の間に新しいルーターやスイッチ、ハブを接続してください。

上記のすべてを試しても解決しない

• 接続したスピーカーが正常に動作していることを確認してくださ
い。

• リアパネルの［ac main］（電源）スイッチで本機をオフにし、
10 秒以上経過してから再びオンにします。

•

• ＜ System ＞（ シ ス テ ム ） メ ニ ュ ー の ＜ Restore Factory
Settings ＞（出荷時の設定を復元）により、本機を工場出荷
時の設定に戻します。

音量が適切なレベルに調節されていることを確認してください。

• ミュート機能がオフになっていることを確認してください。
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• 選択した入力ソースに対応するコンポーネントが信号を出力し
ていることを確認してください。

•

選択している入力ソースのオフセット設定により、聴こえないレベル
にまで音量が下がっていないことを確認してください。

•

すべての外部オーディオコンポーネントがコンセントに接続され、
電源がオンになっていることを確認してください。
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• 正規のマークレビンソン販売店、またはハーマンインターナ
ショナル株式会社にご連絡ください。

仕様
デジタル入力端子 XLR（AES/EBU）バランス x1
RCA（S/PDIF）同軸 x2

サンプリングレート

ビットレート

PCM(WAV)

USB（Type-B、アシンクロナス）x1

DSD

ネイティブ DoP、2.8 MHz/5.6 MHz

1bit

FLAC

32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/
96kHz/176.4kHz/192kHz

8bit/16bit/24bit

ALAC

32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/
96kHz/176.4kHz/192kHz

8bit/24bit

MP3

32kHz/44.1kHz/48kHz

16bit

WMA

32kHz/44.1kHz/48kHz

16bit

AAC

32kHz/44.1kHz/48kHz/ 88.2kHz/96kHz 16bit

EIAJ オプチカル x1
アナログ出力端子 XLR バランス x1 ペア
RCA アンバランス x1 ペア
ヘッドホン（φ 6.3mm 標準）x1
Ethernet
Wi-Fi 802.11b/g/n
USB-A x2

D/A コンバーター 32bit/192kHz&DSD ネ イ テ ィ ブ 再 生
可能（USB 入力時）
出力電圧：3.7Vrms（0dBFS）
周波数帯域：20Hz ～ 20kHz（+0/-0.2dB）
歪（THD）：0.0001% 以 下 @1kHz、
0.0003% 以下 @20kHz（0dBFS）
SN 比：120dB 以上（A 特性フィルター、
3.7Vrms、0dBFS）
内蔵プロセッサー 3 2 b i t / 1 G H z A R M C o r t e x A 8
SitaraTM
内蔵メモリ

4GB RAM、4GB Flash

電源

AC100V（50Hz/60Hz）

本体寸法

幅438 × 高さ146（脚含む）× 奥行き
406mm

重量

16.4kg

付属品

リモコン、電源ケーブル、取扱説明書

8bit/16bit/
24bit/32bit

日本語

EIAJ オプチカル x2

RCA（S/PDIF）同軸 x1

マスストレージ

フォーマット

32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/
96kHz/176.4kHz/192kHz

デジタル出力端子 XLR（AES/EBU）バランス x1

ネットワーク

再生可能フォーマット

主電源電圧

AC 100V（工場出荷時に日本国内向けに設定済）

消費電力

オン

ヘッドホンなし

ヘッドホンあり

33W

46W

10W

10W

0.4W

0.4W

スタンバイ
（ノーマル）

スタンバイ
（パワーセーブ）

スタンバイ
（グリーン）

39W

50W

動作温度

10°C ～ 40°C

本体寸法（W x H x D）

438mm x 146mm（脚含む）x 406mm

質量

本体のみ：16.4kg
梱包状態：25.5kg
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