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変な音・

においがしたら、

煙が出たら

万一、異常が起きたら

アイコンサービスセンター

2 USBケーブルを抜く

お買い上げ店またはアイコン

サービス窓口に修理を依頼する
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警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解
してから本文をお読みください。

警告

この表示の注意事項を
守らないと、火災・感
電・破裂などにより
死亡や大けがなどの
人身事故が生じるこ
とがあります

注意

この表示の注意事項を
守らないと、感電や
その他の事故により
けがをしたり周辺の
器具に損害を与えた
りすることがあります。

注意を促す
記号

行為を禁止
する記号

行為を指示
する記号

火災 感電 指挟み

禁止 分解
禁止

接触
禁止

プラグを
コンセン
トから抜く

強制

火災や感電の原因となります。絶対に自分で分解しないでください。内部の点検や修理は
お買い上げ店またはアイコンサービス窓口にご依頼ください。

警告
火災 感電 下記の注意事項を守らないと火災・感電により

死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。この機種は防水構造にはなっていません
ので、水中や雨天での使用はできません。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを
切り、ACパワーアダプターや充電器をコンセントから抜いてください。電池を使用している

場合は、すぐに電池を取り出してください。そして、お買い上げ店またはアイコンサービス
窓口にご相談ください。

内部に水や異物を入れない

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない

本体やACパワーアダプター、充電器などの動作がおかしくなったり、破損しているのに

お気付きの場合はすぐにお買い上げ店またはアイコンサービス窓口に修理をご依頼ください。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になるこ
とがあります。

警告

ICON製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがっ

た使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を

防ぐために次のことを必ずお守りください。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してい
ます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになっ
たあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



ショルダーベルトやハンドストラップに手を通したまま本体を固定しないで持ち運ぶと、
本体に衝撃を与えたり、ドアにはさまったりして故障やけがの原因となります。
持ち運ぶときは、手でおさえるか、ポケットに入れるなど固定してください。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。• 電源コードを加工したり、
傷つけたりしない。• 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。• 熱器具に近づけない。
加熱しない。• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。万一、電源
コードが傷んだら、お買い上げ店またはアイコンサービス窓口に交換をご依頼ください。

電源コードを傷つけない

遠くで雷が鳴りだしたときは、落雷を避けるため、すぐにご使用を中止してください。屋外
で使用時は、安全な場所へ避難してください。

雷が鳴りだしたら、使用しない

持ち運びのときに振り回さない

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

長期間使用しないときは電源コードやバッテリーをはずして保管してください。
火災の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源をはずす

注意
下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与

えたりすることがあります。

電源コード、AVケーブルやUSBケーブルを抜くケーブルは足に引っかけると製品の落下や

転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。

コード類は正しく配置する
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Quick Start Guide

USB2.0 Cable

iDJ

はじめに

付属品をご確認ください

iDJ USD MIDコントローラー X1個

クイックスタートガイド X1冊

USB 2.0ケーブル X1本

ICON iDJ USB MIDI DJコントローラーをお買い上げいただき、ありがとうござ

います。弊社はお客様に本製品を末永く御愛用いただけるものと確信いたして

おりますが、万一お客様にご満足いただけない場合でも、ご満足いただけるよ

う努めて参ります。 

本書には、iDJの特徴、フロントパネル、サイドパネルの詳しい解説と、設

定方法、使用方法、そして主要諸元が記載されています。 

次のリンクのサイトから製品を登録してください：www.iconproaudio.com/

registration:

また、同梱の製品保証書にご記入の上投函していただきますと、

 にてオンラインサポートをご利用いただけるようにな

ります。保証書のご送付後には、本製品のほか、ICON 製品に関する最新情報

をお届けします。他の電子製品と同様、本製品につきましても御購入いただき

ました際の梱包材一式を保管していただきますようお願い申し上げます。万が

一修理のため本製品を弊社に返送していただく必要がある場合は、製品ご購入

時の梱包材（あるいはそれと同等の梱包材）が必要となります。

本製品は、適切に整備・お手入れをしていただければ、故障することなく末永

くご利用いただけます。後日照会させていただくため、シリアルナンバーを下

欄に控えていただけますよう、お願い申し上げます。

www.iconproaudio.com

http://www.iconproaudio.com
http://www.iconproaudio.com
http://www.iconproaudio.com


お客様のアカウントでICON Pro Audio 製品をご

登録ください

1. お使いのデバイスのシリアル番号を確認してください

http://iconproaudio.com/registration に進むか、下のQR コードをス

キャンします。

画面に、お使いのデバイスのシリアル番号など、請求された情報を

入力します。「Submit」をクリックします。

形式番号やシリアル番号などのデバイス情報を表示したポップアッ

プウィンドウが現れます。「Register this device to my account」を

クリックします。別のメッセージが表示された場合はアフターセー

ルスサービスチームまでご連絡ください。

2. 既存ユーザーの方は、ご自分の個人アカウントページにログイ
ンします。未登録の方は新規ユーザーとして登録してください。

既存ユーザーの場合： ユーザー名とパスワードを記入して、個人

 ユーザーページにログインしてください。

新規ユーザーの場合： 「Sign Up」をクリックして、情報をすべ

  て記入してください。

3. 役に立つ資料をダウンロードする

このページのアカウントに、登録済みデバイスがすべて表示されま

す。製品ごとにドライバ、ファームウェア、各言語版のユーザーマ

ニュアル、バンドルされたソフトウェアなどが表示されるので、こ

れらをダウンロードすることができます。デバイスのインストール

を開始する前に、ドライバなどの必要なファイルをダウンロードし

ておいてください。
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機能

高解像度パルス・センサーによるタッチ・センシティブ・スクラッ

チ・ホイール 

高解像度タッチ・センサー・スクラッチ・ホイール･プラッターに

よって、アナログ的なスクラッチ感覚やミキシング感覚が体験できます。

タッチ・ホイールの感度を可変できます

垂直型音量コントロール・フェーダー

垂直型テンポ･コントロール・フェーダー

水平型クロス・フェーダー･コントロール

2x3バンド・イコライザーつまみ - 高音、中音、低音（ユーザーによ

り指定可能）

バランス･コントロールつまみ（ユーザーにより指定可能）

ゲイン･コントロールつまみ（ユーザーにより指定可能）

ユーザーにより指定可能な8個の背景照明ボタン： 「ヴァイナル･

モード」、「シンクロ」、「ループ >」、「ループ <」、「アウト」、

「イン」、「キュー」

指定可能な4個のエフェクト・コントロール用追加つまみ

指定可能な8個の追加背景照明ボタン
TMMIDIマッピング再指定用iMap  MIDIマッピング・ソフトウェア

TM超コンパクトでMacBook とパーフェクト・マッチ

Windows XP、Vista (32-bit)、Mac OS Xクラス・コンプライアント

USBバスより電源供給

白または黒が選べる

色の異なるアルミニウム製カバーも入手可能（オプション）

オンラインで購入の場合、お好みでレーザー刻印サービスもいたしま

す（オプション）
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フロントパネルのレイアウト

高解像度パルス・センサーによるタッチ・センシティブ・スクラッ
チ・ホイール
スクラッチ・ホイールは、タッチ・センシティブ･エレメントと非
タッチ・センシティブ･エレメントによる高解像度パルスセンサー
で構成されています。これにより、正確で効果的に、「サーチ」、
「ピッチ・ベンド」、「ストップ・アンド・ゴー」、｢スクラッ
チ｣などのコントロール機能を使うことができます。 

スクラッチ・ホイールのタッチ感度レベル調整
さまざまな使用環境やユーザーに合わせて、スクラッチ・ホイー
ルの感度を調整できます。スクラッチ・ホイールの背景照明が青
から赤に変化するまで、スクラッチ・ホイールに手を触れながら
小型ドライバーで回してください。

テンポ・フェーダー
ソフトウェアで、各デッキのテンポ（再生速度）が調整できます。

ヴァイナル･モード・ボタン
これを押すと、ソフトウェアによって、各デッキのヴァイナル･
モードが起動します。

シンクロ・ボタン
これを押すと、ソフトウェアによって、各デッキの自動シンクロ
機能が起動します。

ループ・コントロール・ボタン（ループ <、ループ >、アウト、イン）
このボタンを押すと、ソフトウェアによって、各デッキの対応す
るループ・ボタンが調整できます。

トランスポート･ボタン（キュー、再生/一時停止）
これを押すと、ソフトウェアによって、各デッキのキュー機能や
再生/一時停止機能が起動します。

ミキサーつまみ（バランス、高音、中音、低音、ゲイン）
ソフトウェアによって、各デッキのチャンネル･バランス、ゲイン、
および、高音、中音、低音の各イコライザー設定が調整できます。
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クロスフェーダー
このスライダーを動かすと、ソフトウェアによって、クロスフェー
ダーが調整できます。これをスライドさせて、曲と曲の間のつなぎ
を調整します。クロスフェーダー・カーブ設定が可変できます。詳
しくは、下の「クロスフェーダー・カーブ」ボタンを参照してくだ
さい。

クロスフェーダー・カーブ/レイヤー･ボタン
これは多機能ボタンです。クロスフェーダー・カーブの調整や1レ
イヤーから4レイヤーまでの切替ができ、さらに、iDJをデフォルト
工場設定に戻すこともできます。 
クロスフェーダー・カーブの調整
ボタンを起動し（赤ランプが点灯）、クロスフェーダーを好みのク
ロス･ポイントにスライドさせてください。このクロス･ポイントが
「A」クロス･ポイントとなり、その対称ポイントが「B」クロス･ポ
イントとなります。「A」クロス･ポイントと「B」クロス･ポイント
の間は、センター値となります。
ヒント：一般に、ロング・ミックス（図Aに示すようにA/B間の距離が長い場合）に
は緩やかなカーブが適しており、スクラッチ（図Bに示すようにA/B間の距離が短い
場合）には急激なカーブが適しています。

4レイヤー間の切替
予めiDJを4つのレイヤーにマッピングでき、それぞれに異なる
MIDIマッピングが指定できます。「レイヤー」ボタンを起動し、そ
の下の4個のボタンを押すと、1から4までのレイヤーが切り替わり
ます。

iDJをデフォルト工場設定に戻す
このボタンを3秒以上押し続けると（iDJのランプがすべて1回点
滅）、iDJのすべての設定がデフォルト工場設定に戻ります。

ユーザー指定ボタン
このボタンは、ユーザーが自分で使用法を指定するために使用しま
す。iMapソフトウェアで機能を指定してください。

ヒント：ただし、「ヴァイナル･モード」、「クロスフェーダー・カーブ」、

「キュー」、「再生/一時停止」は指定できません。iDJのそれ以外のボタンやスライ
ダーやつまみは、付属のiMap MIDIマッピング･ソフトウェアで指定できます。

9
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11

図 B図 A 

センター

(Centre)
(Centre)

A B AB

フロントパネルのレイアウト
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ご使用前の準備
iDJコントローラーを接続する

USBポート（Bタイプ）
対応ソフトウェアとノートPC（またはデスクトップPC）とのMIDI

ポートとして機能します。また、iDJの電源供給も行います。

USBポートを介してMac/PCにiDJを接続する1

図 1 図 2

サイドパネルのレイアウト

1
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DJソフトウェアのセットアップ
DAWまたはMIDIソフトウェアの「MIDIセットアップ」または「MIDIデバ
イス」を使って、ICON iDJコントローラーを起動します。

（注意：アプリケーションによって設定方法が異なることがあるので、設

定についてはソフトウェアのユーザー・マニュアルを参照してくださ
い。）

DJソフトウェアのプリセット・テンプレートをインポートする
DJソフトウェアのMIDIマッピングに関連する面倒を避けるため、一部DJソ
フトウェア用のプリセット･テンプレートを作成しました。お使いのDJソ
フトウェアにこのテンプレートをインポートすると、すぐにiDJを使い始
めることができます。このテンプレートは、付属CDの「テンプレート」
フォルダに格納されています。他のDJソフトウェア用テンプレートも順次
作成・更新されます。アップデートについては当社公式ウェブサイトをご
覧ください。

TM（注意：付属のiMap ソフトウェアでMIDIマッピングを再指定することがで
TM  きます。10ページの「iMap ソフトウェアでMIDIメッセージを割り当てる｣

  を参照してください。）

2
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2

3

www.iconproaudio.com の個人

ユーザーページから、Windows

ドライバをダウンロードします

ドライバファイルをダウンロー

ドしたら、そのファイルをクリ

ックしてインストールプロセスを開始します。

図 1

図 2

iMap「Device select」ウィン

ドウが表示されます。デバイ

スボタンをクリックすると

iMapTM ソフトウェアが起動

します。

TMMac OS XにiMap をインストールする
TMMac OS Xをご利用の場合は、以下の手順でiMap  ソフトウェアをインス

トールしてください。

コンピューターの電源

を入れます。
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図 1

図 3

図 2

TMWindowsをご利用の場合は、以下の手順でiMap  ソフトウェアをイン

ストールしてください。

1

2

3

ドライバファイルをダウンロードしたら、そのファイルをクリ
ックしてインストールプロセスを開始します。

コンピューターの電源を入れます。

ww .iconproaudio.com の個人ユーザーページから、Windows
ドライバをダウンロードします

w

セットアップ・ウィザードが表示さ
れます。
セットアップ・ウィザードが

表示されますので、「続行」

をクリックしてください。

4 インストール先を選択します。
既定のインストール先のま

ま、あるいはお好みのイン

ストール先を選択してから

「次へ」をクリックします。

TMWindowsにiMap をインストールする
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図 5

図 6

図 7

6 デスクトップにショートカット・ア
イコンを作成します。

TMiMap のショートカット・アイ

コンをデスクトップに作成した

くない場合は、チェックボック

スのチェックを外してください。

それ以外の場合は、そのまま

「次へ」をクリックしてくださ

い。

7
TMiMap のインストールが開始され

ます。
TMこれでiMap のインストール

が開始されます。インス

トールが完了するまでお待

ちください。完了したら

「次へ」をクリックして続

行します。

8 インストールを終了します。
「

TMiMap  ソフトウェアのインス
トールを終了します。

終了」をクリックして

TMWindowsにiMap をインストールする

図 4

5 ショートカットを選択します。
TMiMap のショートカット

を作成したいスタートメ
ニュー・フォルダを選択
します。「次へ」をク
リックして続行します。
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図 1

図 2

TMiMap 上でMIDI機能を指定する
TMiMap を利用すると、MIDI機能を容易に

TMiDJにアサインすることができます。iMap  

ソフトウェアを起動してください。起動

すると、図1のデバイス・セレクター画面

が表示されます。次に、「iDJ」ボタンを

クリックします。 

ご注意：ご利用のiDJがコンピューター（Mac/PC）に

接続されていない場合、「MIDI入力デバイスがあり

ません」というメッセージが表示されますので、

iDJをUSBポートでコンピューター（Mac/PC）に接続

してください。 

TMiMap   iDJソフトウェア・パネル

3

1

2
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78
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TMiMap   iDJソフトウェア・パネル
スクラッチ・ホイール（AとB）にMIDIチャンネルとCC番号を割り当
てる
各スクラッチ・ホイールのプルダウンメニューで、希望のMIDIチャン
ネル（1～16）とCC番号（0～127）を選択します。各スクラッチ・ホ
イールには、次のような4つの値を設定できます。
     1) 値1：「ヴァイナル・モード」起動時のスクラッチ・ホイール
        の回転に対するMIDIデータ（右または左回転）を設定します。
     2) 値2：スクラッチ・ホイールの回転に対するMIDIデータ（右ま
        たは左回転）を設定します。
     3) 値3：スクラッチ・ホイールのゴムリングの回転に対する
        MIDIデータ（右回転）を設定します。
     4) 値4：スクラッチ・ホイールのゴムリングの回転に対する
        MIDIデータ（左回転）を設定します。

タッチ・センシティブ・エレメントにMIDIチャンネルとCC番号を割
り当てる（スクラッチ・ホイールAとB）
タッチ・センシティブ・エレメントのプルダウンメニューで、希望の
MIDIチャンネル（1～16）とCC番号（0～127）を選択します。 

フェーダーにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる（テンポ）
フェーダーのプルダウンメニューで、希望のMIDIチャンネル（1～16）
とCC番号（0～127）を選択します。このフェーダーには、次のような
2つの値を設定できます。
     1). 値1 - フェーダーの動きに対するMIDIデータを設定します。
     2). センター - フェーダーが中央位置を過ぎたときのMIDIデータ
       を設定します。

フェーダーにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる（PGM1とPGM 2）
フェーダーのプルダウンメニューで、希望のMIDIチャンネル（1～16）
とCC番号（0～127）を選択します。

フェーダーにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる（クロスフェー
ダー）
フェーダーのプルダウンメニューで、希望のMIDIチャンネル（1～16）
とCC番号（0～127）を選択します。

コントロール･ボタンにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる
iDJに24個のコントロール･ボタンを割り当てることができます。コント
ロール･ボタンに割り当てる希望のMIDIチャンネル（1～16）とCC番号
（0～127）を選択します。

つまみにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる 
iDJに14個のつまみを割り当てることができます。つまみに割り当てる
希望のMIDIチャンネル（1～16）とCC番号（0～127）を選択します。各
つまみには、次のような2つの値を設定できます。
     1). 値1 - つまみの回転に対するMIDIデータを設定します。
     2). センター - つまみの回転が中央位置を過ぎたときのMIDIデー
        タを設定します。
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図 1

4つのレイヤーを選択し、各レイヤーの希望の設定を選択する
異なる応用例に4つの異なる「レイヤー」を選択することができます。
各「レイヤー」には、それぞれ専用のコントロール設定を指定するこ
とができます。

クロスフェーダー・カーブの値を選択する
クロスフェーダーに、0～64のカーブ特性を選択することができます。

iDJをマスターまたはスレーブ・デバイスとして設定する
iDJを、別のICON iシリーズ･コントローラーと接続することができま
す（詳しくは13ページを参照してください）。iDJを単独で使用する場
合には、iDJを「マスター」に設定してください。別のICONのiシリー
ズ･コントローラーに接続する場合には、iDJを「スレーブ」に設定し
てください。

「ファイルの保存」ボタン
このボタンをクリックして、現在のiDJの設定を保存します。保存
ファイルの拡張子は「.icon」です。

「ファイルを開く」ボタン
このボタンをクリックして、保存されたiDJの「.icon」設定ファイ
ルを開きます。 

「データの送信」ボタン
TMこのボタンをクリックしてiMap  ソフトウェアの設定をUSB接続

経由でiDJに送信します。
 (ご注意：iDJがご利用のコンピューターに接続されていなければなりません。
接続されていない場合は送信出来ません。) 

「MIDIデバイス」ボタン
このボタンをクリックすると、図1のデバ
イス・セレクター画面が表示されます。
MIDI Outデバイスで「ICON iDJ」を選択
してください。

8

10

クロスフェーダー・カ

ーブを「0」に設定

(Centre)
(Centre)

A B AB

9

11

12

13

14

工場出荷時の設定を復元する
「クロスフェーダー・カーブ/レイヤー」を4秒以上押し続けると、

iDJの設定がデフォルト工場設定に戻ります。

TMiMap   iDJソフトウェア・パネル

クロスフェーダー・カ

ーブを「64」に設定
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iDJを、iControlsなどの別のICON iシリーズ･コントローラーと接続するこ

とができます。iDJは常にチェーンの一番最後に来ます。 

USBポートを介して、お手持ちのMac/PCに、iControlsなどのiシリー
ズ･コントローラーの最初のユニットを接続する
Mac/PCでUSBポートを選び、USBケーブルの幅広（平ら）な端を差し込
み、iControlsにもう一端（BタイプUSBジャック）を差し込んでください。

iDJに接続する
iControlsの2番目のUSBポートにUSBケーブルの幅広（平ら）な端を差し
込み、iDJのUSBポートにもう一端（BタイプUSBジャック）を差し込んで
ください。 

1

2

iDJを別のiシリーズ･コントローラーとデイジーチェーンする
（複数の機器を数珠つなぎにする）

USB2.0 Cable

key

Octave

Sustain

Mod Pitch
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製品仕様

接続端子： コンピューター出力：    USBコネクター（ミニB）

電源供給：                                         USBバスパワー電源

消費電力：                                         最大100mA

重量：                                                0. 81kg

寸法：                                                325(L) X 99(W) X20(H) mm
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修理について
本製品の修理が必要な場合は、以下の手順に従ってください。

以下のような情報、知識、ダウンロードについては、当社のオンラインヘルプセ

ンター(http://support.iconproaudio.com/hc/en-us) でご確認ください

1. FAQ ( よくあるご質問)

2. ダウンロード

3. 詳細情報

4. フォーラム

必要な情報のほとんどが、こちらのページに記載されています。お探しの情報が

見つからない場合は、下のリンクからオンライン ACS ( 自動カスタマーサポート)

 でサポートチケットを作成してください。当社のテクニカルサポートチームがお

手伝いいたします。http://support.iconproaudio.com/hc/en-us にアクセスしてサ

インインし、チケットをお送りください。ただし、「Submit a ticket」をクリッ

クするとサインインの必要はありません。

照会チケットをお送いただくと、弊社サポートチームが、ICON ProAudio デバイ

スの問題をでき限り早く解決できるようにお手伝いいたします。
2

不良品を修理・交換のために返送する場合:

1. 問題の原因が誤操作や外部システムデバイスではないことを確認してください。

2. 弊社にて修理の際、本書は不要ですので、お手元に保管してください。

3. 同梱の印刷物等や箱など、購入時の梱包材で本製品を梱包してください。梱包

材がない場合は、必ず適切な梱包材で梱包してください。工場出荷時の梱包材以

外の梱包材が原因で発生した損害について、弊社では責任を負いかねます。

4. 弊社サービスサポートセンターまたは地区内の正規サービスセンターに本製品

を送付してください。. 下のリンクから、当社のサービスセンターおよび販売店の

所在地をご覧ください:

香港にお住まいの場合は、

製品をこちらまで返送してください:
ICON (Asia) Corp:
Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.

ヨーロッパにお住まいの場合は、

製品をこちらまで返送してください:
Sound Service
GmbHEuropean
HeadquarterMoriz-Seeler-Straße
3D-12489 Berlin
Telephone: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-Mail: info@sound-service.eu

5. その他更新情報は、弊社ウェブサイト（www.iconproaudio.com）をご覧くださ

い。をご覧ください。

北米 にお住まいの場合は、

製品をこちらまで返送してください:
ICON Service Centre
611 Potomac PL Ste 102
Smyrna, 37167-5655 Tennessee.
United States
Tel.: +1 615 540 989
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