
DJ コントローラー

DDJ-SX

ご使用の前に(重要)/クイックスタートガイド

http://pioneerdj.com/support/
上記のPioneerDJサポートサイトでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品をお使い
いただくための各種情報やサービスを提供しております。

http://serato.com/
最新版のSerato DJ ソフトウェアはSerato.com にアクセスしてダウンロードしてください。
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安全上のご注意
!	 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
!	 ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、
あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、い
ろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっていま
す。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を
負う可能性が想定される内容を示しています。

 注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性
が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示し
ています。

絵表示の例
△記号は注意	 ( 警告を含む )	しなければならない内容であることを
示しています。図の中に具体的な注意内容	( 左図の場合は感電注意 )	
が描かれています。

9記号は禁止	 ( やってはいけないこと )	を示しています。図の中に
具体的な禁止内容	( 左図の場合は分解禁止 )	が描かれています。

●記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に
具体的な指示内容	 ( 左図の場合はACアダプターをコンセントから
抜く )	が描かれています。

 警告

異常時の処置
万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使
用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッ
チを切り、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。煙
が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様
による修理は危険ですから絶対おやめください。

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッ
チを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡く
ださい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源
スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご
連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置

ACアダプターの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着してい
る場合は、ACアダプターを抜いてから乾いた布で取り除いてくださ
い。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

ACアダプターのコードの上に重い物を載せたり、コードが本機の下
敷きにならないようにしてください。また、ACアダプターのコード
が引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感
電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、そ
れに気付かず、重い物を載せてしまうことがあります。

放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、ラックなどに
入れるときはすき間をあけてください。また、次のような使い方で
通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因と
なることがあります。
!	 あおむけや横倒し、逆さまにする。
!	 押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
!	 じゅうたんやふとんの上に置く。
!	 テーブルクロスなどをかける。

付属のACアダプターは本機のみで使用することを目的とした専用
品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用
した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。ま
たACアダプターは本機に付属のもの以外は使用しないでください。
他のACアダプターを使用した場合、本機の本来の性能が出ないこ
とや、電流容量不足による発熱により火災・感電の原因となること
があります。

使用環境

本機に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感
電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご
注意ください。

風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原
因となります。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感
電の原因となります。

本機を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流	 (DC)	電
源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法

本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入っ
た容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中
に入った場合、火災・感電の原因となります。

ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原
因となることがあります。

本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し
込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因と
なります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機やACアダプターのカバーを外したり、改造したりしないでく
ださい。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となり
ます。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

ACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げた
り、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コー
ドが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら	( 芯線
の露出、断線など )、販売店に交換をご依頼ください。

雷が鳴り出したらACアダプターには触れないでください。感電の
原因となります。

 注意

設置
ACアダプターは、コンセントに根元まで確実に差し込んでくださ
い。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の
原因となることがあります。また、ACアダプターの刃に触れると感
電することがあります。

ACアダプターは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに
接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。
販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでく
ださい。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い
場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがありま
す。

オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれ
の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続し
てください。また、接続は指定のコードを使用してください。



4 Ja

本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かな
いでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因
となることがあります。

ACアダプターを抜く時は、コードを引っ張らないでください。コー
ドが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずACアダ
プター本体を持って抜いてください。

ACアダプターのコードを熱器具に近づけないでください。コードの
被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

ACアダプターのコードなどをACアダプターに巻きつけないでく
ださい。断線や故障の原因になることがあります。

移動させる場合は、電源スイッチを切り必ずACアダプターをコン
セントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。
コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温
度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となること
があります。

本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を置かないでください。
火災の原因となります。

使用方法

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様は
ご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因になることが
あります。

ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意
ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴
力に悪い影響を与えることがあります。

旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ずACア
ダプターをコンセントから抜いてください。

保守・点検
5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内
部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原
因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと
より効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相談く
ださい。

お手入れの際は安全のためにACアダプターをコンセントから抜い
て行ってください。

設置場所について
!	 熱を発生するアンプなどの上に直接置いたり、スポットライトなど
の近くで長時間使用すると、本体に悪い影響を与えますので、おや
めください。

!	 チューナーやテレビから離して設置してください。近くに置いた場
合は、雑音や映像の乱れが生じることがあります。なお、雑音や映
像の乱れは室内アンテナをご使用の場合に起こりやすく、このよう
なときは、屋外アンテナを使用するか、本機の電源を切ってくださ
い。

!	 本機は水平で堅牢な床のある場所に設置してください。

製品のお手入れについて
通常は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で
5〜 6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚
れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シン
ナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげること
がありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触
れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。化学ぞ
うきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよ
くお読みください。
お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜いて行ってくださ
い。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、
家庭環境で使用することを目的としていますが、この
装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ
れると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

AC アダプタ（遮断装置）は、容易に接近できるコンセ
ントへ接続してください。

D28-9-3-2_A1_Ja

本機の使用環境について
本機の使用環境温度範囲は5 ℃～35 ℃、使用環境湿度
は85 %以下(通風孔が妨げられていないこと)です。
風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光（また
は人工の強い光）の当たる場所に設置しないでください。

D3-4-2-1-7c_A1_Ja

 音のエチケット 

音のエチケット
楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしまし
ょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間に
は小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音
が漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聞くのも一つの方法です。お互いに心を配り、
快い生活環境を守りましょう。 K021_A1_Ja

愛情点検
長年ご使用のAV機器の点検を!

・ ACアダプターやACアダプター
 のコードが異常に熱くなる。
・ ACアダプターのコードにさけ
 めやひび割れがある。
・ 電源が入ったり切れたりする。
・ 本体から異常な音、熱、臭いが
 する。

このような症状は
ありませんか

故障や事故防止のため、すぐに
電源を切り、ACアダプターを
コンセントから抜いて、必ず販
売店にご相談ください。

ご使用
中止

K026*_A1_Ja_PSV
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はじめに

付属品を確認する
!	 CD-ROM	( インストールディスク )
!	 AC アダプター
!	 電源プラグ
!	 USB ケーブル
!	 保証書
!	 ご使用の前に ( 重要 )/ クイックスタートガイド	( 本書 )

ソフトウェアをインストールする

ソフトウェアをインストールする前に

最新版のSerato	DJソフトウェアはSerato.comにアクセスしてダ
ウンロードしてください。付属のCD-ROMにも、ソフトウェアのダ
ウンロードリンクが収録されています。
!	 詳細は「「インストール手順	(Windows)」」または「「インストー
ル手順	(Mac	OS	X)」」を参照してください。

!	 インターネットの接続に必要なコンピュータ、ネットワーク機器、
その他のインターネット利用環境はお客様でご用意ください。

ドライバソフトウェアについて (Windows)
本ドライバソフトウェアは、コンピュータからの音声を出力するための
専用ASIO ドライバです。
!	 Mac	OS	X をお使いのときは、ドライバソフトウェアをインストー
ルする必要はありません。

ドライバソフトウェアの最新情報を確認する
本機の専用ドライバソフトウェアの最新情報については、下記の
Pioneer	DJ	サポートサイトを参照してください。
http://pioneerdj.com/support/

Serato DJ ソフトウェアについて
Serato	DJ は Serato 社製のDJソフトウェアです。このソフトをイ
ンストールしたコンピュータと本機を接続してDJプレイを楽しむこ
とができます。

最低動作環境
対応 OS
Mac	OS	X:10.6.8、10.7.4、10.8

Windows:	Windows	7

その他
光学ドライブ CD-ROMの読み込みが可能な光ディスクドライブ

USBポート コンピュータと本機を接続するためにUSB2.0 ポー
トが必要です。

ディスプレイ解像度 1 280	x	720以上の解像度

インターネット接続
「Serato.com」のユーザーアカウントの登録やソフト
ウェアのダウンロードのため、インターネット接続環
境が必要です。

!	 最新の動作環境、互換性、および最新のOSシステムを取得するには、下記の
Pioneer	DJ	サポートサイトの「DDJ-SX」の「ソフトウェア対応情報」を参照
してください。

	 http://pioneerdj.com/support/
!	 記載の動作環境をみたしているすべてのコンピュータにおける動作を保証す
るものではありません。

!	 コンピュータの省電力設定などの状態によっては、CPUやハードディスクの
処理能力を十分に発揮できないことがあります。特にノート型コンピュータを
お使いのときは、AC電源を接続するなどして、常に高パフォーマンス状態の
セッティングでSerato	DJ をお使いください。

!	 インターネットをお使いになるときは、インターネットサービスを提供してい
るプロバイダーとの契約・料金が別途必要です。

インストール手順について
お客様がお使いになるコンピュータのオペレーティングシステム	(OS)	
により、インストールの手順が異なります。

Windows のとき
ドライバソフトウェアのインストールに続いて、Serato	DJ ソフト
ウェアのインストールを行ってください。

Mac OS X のとき
Serato	DJ ソフトウェアのインストールのみ行ってください。

インストール手順 (Windows)

インストールが完了するまでは、本機とコンピュータを接続しないで
ください。

!	 コンピュータの管理者に設定されているユーザーでログイン	( また
はログオン )	してからインストールしてください。

!	 コンピュータ上で他に作業中のプログラムがあればすべて終了さ
せてください。

1 CD-ROM をコンピュータの光学ドライブに挿入する
CD-ROMのメニューが表示されます。
!	 CD-ROMを挿入してもCD-ROMのメニューが表示されないとき
は、[スタート ] メニューの [コンピュータ	( またはマイコンピュー
タ )] から光学ドライブを開き [CD_menu.exe]	のアイコンをダブル
クリックしてください。

2 CD-ROM のメニューが表示されたら、[ ドライバソフト
ウェア (Pioneer_DDJ_SX_Driver_x.xxx.exe) をインス
トールする ] を選んで [ 開始 ] をクリックする
!	 CD-ROMのメニューを終了させるときは、[終了 ] をクリック
してください。

3 画面の指示に従ってインストールする
インストールの途中で [Windows セキュリティ ] 画面が表示されるこ
とがありますが、[このドライバソフトウェアをインストールします ]
をクリックしてインストールを続行してください。
インストールプログラムが終了すると終了メッセージが表示されます。
ドライバソフトウェアのインストールに続いて、Serato	DJ ソフト
ウェアのインストールを行ってください。

4 CD-ROM のメニューの [Serato DJ をダウンロードす
る ] を選んで [ 開始 ] をクリックする

5 「接続にはインターネット環境が必要です。インターネッ
トに接続しますか？」が表示されるので、[ はい ] をクリッ
クする
ウェブブラウザが起動し、Pioneer	DJ	サポートサイトが表示されま
す。

6 Pioneer DJ サポートサイトで [DDJ-SX] の [ ソフト
ウェア対応情報 ] をクリックする
[サポート情報 ] が表示されます。

7 Serato DJ のダウンロードページへのリンクをクリッ
クする
Serato	DJ のダウンロードページが表示されます。

8 「Serato.com」のユーザーアカウントでログインする
!	 すでに「Serato.com」のユーザーアカウントを登録されてい
るお客様は手順10にお進みください。

!	 ユーザーアカウントの登録が完了していないお客様は、以下の
操作をしてユーザーアカウントの登録を行ってください。

は
じ

め
に
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—	 画面の指示にしたがって、E-mail アドレス、設定したいパ
スワードを入力し、お住まいの地域を選択してください。

—	 [E-mail me Serato newsletters] にチェックを入れると、
Serato 社からのニュースレターが送信され、Serato 社製
品の最新情報を入手できます。

—	 ユーザーアカウント登録が完了すると、入力した E-mail ア
ドレスに E-mail が送信されますので、「Serato.com」から
送信された E-mail の内容を確認してください。

!	 ユーザー登録の際にご指定いただきましたお客様のe-mailアド
レスとパスワードは、お忘れにならないように十分ご注意くだ
さい。ソフトウェアのアップデートをするときに必要になりま
す。

!	 新規ユーザーアカウントの登録時に入力する個人情報は、
Serato 社ウェブサイトの個人情報保護方針に基づき、収集、処
理、使用されます。

9 「Serato.com」から送信された E-mail に記載されてい
るリンク先をクリックする
Serato	DJ のダウンロードページ進みます。手順11にお進みくださ
い。

10 ログインする
登録した E-mail アドレスおよびパスワードを入力し、「Serato.com」
にログインします。

11 ダウンロードページから、Serato DJ ソフトウェアを
ダウンロードする
ダウンロードしたファイルを解凍し、解凍したファイルをダブルクリッ
クするとインストーラが起動します。

12 使用許諾契約の内容をよく読み、同意する場合は [ I 
agree to the license terms and conditions] を選択し、 
[Install] をクリックする

!	 使用許諾契約の内容に同意しないときは [Close] をクリックし
てインストールを中止してください。

インストールが始まります。

インストールが完了すると、インストール完了画面が表示されます。

13 [Close] をクリックして Serato DJ インストーラーを
終了させる

インストール手順 (Mac OS X)

インストールが完了するまでは、本機とコンピュータを接続しないで
ください。

!	 コンピュータ上で他に作業中のプログラムがあればすべて終了さ
せてください。

1 CD-ROM をコンピュータの光学ドライブに挿入する
CD-ROMのメニューが表示されます。
!	 CD-ROMを挿入しても画面上にCD-ROMのメニューが表示され
ないときは、Finder で光学ドライブを開いてから [CD_menu.app]
のアイコンをダブルクリックしてください。

2 CD-ROM のメニューの [Serato DJ をダウンロードす
る ] を選んで [ 開始 ] をクリックする

3 「接続にはインターネット環境が必要です。インターネッ
トに接続しますか？」が表示されるので、[ はい ] をクリッ
クする
ウェブブラウザが起動し、Pioneer	DJ	サポートサイトが表示されま
す。

4 Pioneer DJ サポートサイトで [DDJ-SX] の [ ソフト
ウェア対応情報 ] をクリックする
[サポート情報 ] が表示されます。

5 Serato DJ のダウンロードページへのリンクをクリッ
クする
Serato	DJ のダウンロードページが表示されます。

6 「Serato.com」のユーザーアカウントでログインする
!	 すでに「Serato.com」のユーザーアカウントを登録されてい
るお客様は手順8にお進みください。

!	 ユーザーアカウントの登録が完了していないお客様は、以下の
操作をしてユーザーアカウントの登録を行ってください。
—	 画面の指示にしたがって、E-mail アドレス、設定したいパ
スワードを入力し、お住まいの地域を選択してください。

—	 [E-mail me Serato newsletters] にチェックを入れると、
Serato 社からのニュースレターが送信され、Serato 社製
品の最新情報を入手できます。

—	 ユーザーアカウント登録が完了すると、入力した E-mail ア
ドレスに E-mail が送信されますので、「Serato.com」から
送信された E-mail の内容を確認してください。

!	 ユーザー登録の際にご指定いただきましたお客様のe-mailアド
レスとパスワードは、お忘れにならないように十分ご注意くだ
さい。ソフトウェアのアップデートをするときに必要になりま
す。

!	 新規ユーザーアカウントの登録時に入力する個人情報は、
Serato 社ウェブサイトの個人情報保護方針に基づき、収集、処
理、使用されます。

7 「Serato.com」から送信された E-mail に記載されてい
るリンク先をクリックする
Serato	DJのダウンロードページ進みます。手順9にお進みください。

8 ログインする
登録した E-mail アドレスおよびパスワードを入力し、「Serato.com」
にログインします。

9 ダウンロードページから、Serato DJ ソフトウェアをダ
ウンロードする
ダウンロードしたファイルを解凍し、解凍したファイルをダブルクリッ
クするとインストーラが起動します。
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10 使用許諾契約の内容をよく読み、同意する場合は
[Agree] をクリックする

!	 使用許諾契約の内容に同意しないときは [Disagree] をクリック
してインストールを中止してください。

11 下記の画面が表示されたら、[Serato DJ] アイコンを
[Applications] フォルダアイコンにドラッグアンドドロッ
プする
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操作する
!	 AC アダプターは、機器の接続がすべて終わってから接続してくだ
さい。

	 機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を
切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

	 接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
!	 AC アダプターは必ず本製品に付属のものをお使いください。
!	 本機は ACアダプターで電源が供給されます。
!	 本機とコンピュータは付属のUSBケーブルで直接接続してくださ
い。

!	 USB ハブは使えません。

 注意
製品の仕様により、本体部やリモコン	( 付属の場合 )	のスイッチを操
作することで表示部がすべて消えた状態となり、ACアダプターをコ
ンセントから抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源
の供給は停止していません。製品を電源から完全に遮断するために
は、ACアダプター	( 遮断装置 )	をコンセントから抜く必要がありま
す。製品はコンセントの近くで、ACアダプター	( 遮断装置 )	に簡単
に手が届くように設置し、旅行などで長期間ご使用にならないときは
ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因となる
ことがあります。

接続する

1 どちらかの [PHONES] 端子にヘッドホンを接続する

2 [MASTER OUT 1]端子または[MASTER OUT 2]端子にパ
ワードスピーカー、パワーアンプ、コンポなどの機器を接
続する

!	 [BOOTH] 端子から音声を出力する場合は、[BOOTH] 端子にス
ピーカーなどの機器を接続してください。

!	 入出力端子の接続についての詳細は「取扱説明書」を参照して
ください。

3 本機とコンピュータを USB ケーブルで接続する

4 コンピュータの電源をオンにする

5 AC アダプターに電源プラグを取り付ける
ACアダプター本体のガイドレールに沿って図のように電源プラグを
スライドさせ、カチリと音がするまで押し込んでください。
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る!	 AC アダプターの注意事項の詳細については、「ACアダプター

について」(p.16)	をご覧ください。
!	 販売されている地域によって、プラグ形状は異なります。

6 AC アダプターを接続する

7 本機の背面部にある [STANDBY/ON] スイッチを押して、
本機の電源をオンにする

本機の電源をオンにします。
!	 Windows をお使いのお客様
	 本機をはじめてコンピュータに接続したとき、またはコン
ピュータのUSB端子をつなぎ変えたときに[デバイスドライバ
ソフトウェアをインストールしています。]メッセージが表示さ
れることがあります。[デバイスを使用する準備ができました。]
メッセージが表示されるまでそのままお待ちください。

8 出力端子に接続された機器 ( パワードスピーカー、パ
ワーアンプ、コンポなど ) の電源を入れる
!	 入力端子にマイクやＤＪプレーヤーなどの外部機器を接続して
いる場合は、それらの機器の電源も入れてください。
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システムを起動する

Serato DJ を起動する

Windows のとき
Windows の [スタート ] メニューから、[すべてのプログラム ]	>	[Serato]	>	[Serato DJ]	>	[Serato DJ] のアイコンをクリックする

Mac OS X のとき
Finder で [アプリケーション ] フォルダを開いてから、[Serato DJ] のアイコンをクリックする

Serato DJ ソフトウェア起動直後のコンピュータ画面

A A

C

B

Serato DJ ソフトウェアに楽曲をロードしたときのコンピュータ画面

A A

C

B

A デッキ部
ロードされたトラックの曲名、アーティスト名、BPMなどのトラック情報や全体波形などを表示します。

B ウェーブフォームディスプレイ
ロードされたトラックの波形を表示します。

C ブラウザ部
ライブラリの中の楽曲や複数の楽曲をまとめて保存した crate を表示します。

本書は、本機のハードウェアとしての機能を中心に説明が構成されています。詳しいSerato	DJ ソフトウェアの操作については、Serato	DJ の
ソフトウェアマニュアルをご覧ください。
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楽曲をインポートする
以下では、楽曲をインポートする代表的な操作方法について説明します。
!	 Serato	DJ ソフトウェアではさまざまなインポート方法があります。詳細については、Serato	DJ のソフトウェアマニュアルをご覧ください。
!	 すでに Serato 社の DJソフトウェア	(Scratch	Live、ITCH、Serato	DJ	Intro)	をお使いのお客様で楽曲ライブラリを作成されている場合は、
以前作成した楽曲ライブラリをそのまま使うことができます。

1 Serato DJ ソフトウェア画面の [Files] キーをクリックして [Files] パネルを開く
お使いのコンピュータおよびコンピュータに接続されている周辺機器の中身が [Files] パネルに表示されます。

2 [Files] パネル内でライブラリに加えたい楽曲が含まれているフォルダをクリックして選択する。

3 Serato DJ ソフトウェアの画面上で、選択したフォルダを crates リストパネルにドラッグ & ドロップする
crate が作成され、ライブラリに楽曲が追加されます。

a

b
a	 [Files] パネル
b	 crates パネル

トラックをロードして再生する
以下では、デッキ [1] にトラックをロードする方法を例にして説明します。

1 ロータリーセレクター

2 BACK ボタン

3 LOAD ボタン

1 本機の [BACK] ボタンを押して、コンピュータ画面の crates パネルにカーソルを移動させ、ロータリーセレクターを回
して、crate などを選ぶ



12 Ja

2 ロータリーセレクターを押して、コンピュータ画面のライブラリにカーソルを移動させ、ロータリーセレクターを回し
て、トラックを選ぶ

a

b
a	 ライブラリ
b	 crates パネル

3 [LOAD] ボタンを押して、選んでいるトラックをデッキにロードする

トラックを再生して音声を出力する
以下では、チャンネル1の音声を出力する方法を例にして説明します。
!	 [MASTER OUT 1]端子および[MASTER OUT 2]端子に接続している
機器	( パワーアンプ、パワードスピーカーなど )	のボリュームを適
切に設定してください。ボリュームを上げすぎると大音量で音声が
出力されますのでご注意ください。

a

b

d

c

e

4

8

7

5

6

9

f hg

4 TRIM ツマミ

5 EQ (HI、MID、LOW) ツマミ

6 FILTER ツマミ

7 ヘッドホン CUE ボタン

8 チャンネルフェーダー

9 クロスフェーダーアサインスイッチ

a MASTER LEVEL ツマミ

b BOOTH MONITOR LEVEL ツマミ

c HEADPHONES MIXING ツマミ

d MASTER CUE ボタン

e クロスフェーダー

f HEADPHONES LEVEL ツマミ

g INPUT SELECT スイッチ

h クロスフェーダーカーブ切換ツマミ

1 以下のように、ツマミなどの位置を設定してください。
ツマミなどの名称 位置
MASTER LEVELツマミ 左に回しきった位置

TRIMツマミ 左に回しきった位置

EQ	(HI、MID、LOW)	ツマミ 中心位置

FILTERツマミ 中心位置

チャンネルフェーダー 手前側の位置

クロスフェーダーアサインスイッチ [THRU] の位置

INPUT SELECTスイッチ [PC] の位置
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2 [f] ボタンを押してトラックを再生する

3 チャンネルフェーダーを奥側に動かす

4 [TRIM] ツマミを回す
チャンネルレベルインジケーターのオレンジ色のインジケーターが
ピークレベルで点灯するように [TRIM] を調整してください。

5 [MASTER LEVEL] ツマミを回して、スピーカーの音声レ
ベルを調整する
[MASTER OUT 1] 端子および [MASTER OUT 2] 端子から出力される音
声レベルを適切な音量に調整します。

ヘッドホンで音声をモニターする
以下のように、ツマミなどの位置を設定してください。

ツマミなどの名称 位置
HEADPHONES MIXINGツマミ 中心位置

HEADPHONES LEVELツマミ 左に回しきった位置

1 チャンネル 1 のヘッドホン [CUE] ボタンを押す

2 [HEADPHONES LEVEL] ツマミを回す
ヘッドホンから出力される音声レベルを適切な音量に調整します。

 メモ
本機とSerato	DJ ソフトウェアは、個性的なDJプレイを可能にする
多くの機能が搭載されています。それぞれの機能について、詳しくは
取扱説明書およびSerato	DJのソフトウェアマニュアルをご覧くださ
い。
!	 本機の取扱説明書はPioneer	DJ	サポートサイトからダウンロー
ドできます。詳細については、「本機の取扱説明書をダウンロードす
る」	(p.15)	をご覧ください。

!	 Serato	DJ のソフトウェアマニュアルは、「Serato.com」からダ
ウンロードできます。詳細については、「Serato	DJ のソフトウェ
アマニュアルをダウンロードする」	(p.15)	をご覧ください。

システムを終了する

1 [Serato DJ] を終了する
ソフトウェアを閉じると、終了の確認のための画面がコンピュータ上に
表示されます。[Yes] をクリックして終了します。

2 本機の背面部にある [STANDBY/ON] スイッチを押して、
本機の電源をスタンバイにする

3 USB ケーブルをコンピュータから抜く

各部の名称

1 ブラウザ部

2 デッキ部

3 ミキサー部

4 エフェクト部

ブラウザ部

1 1 2 1 1

3 4

1	 LOADボタン
2	 ロータリーセレクター
3	 BACKボタン
4	 LOAD PREPAREボタン
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デッキ部
4つのデッキをコントロールします。コントローラー左側にデッキ1
およびデッキ3、コントローラー右側にデッキ2およびデッキ4を操
作するツマミやボタンがあります。

1	 ジョグダイヤル
2	 VINYLボタン
3	 NEEDLE SEARCHパッド
4	 TEMPOスライダー
5	 KEY LOCKボタン
6	 TAKEOVERインジケーター
7	 AUTO LOOPボタン
8	 LOOP 1/2Xボタン
9	 LOOP 2Xボタン
a	 LOOP INボタン
b	 LOOP OUTボタン
c	 HOT CUEモードボタン
d	 ROLLモードボタン
e	 SLICERモードボタン
f	 SAMPLERモードボタン
g	 パフォーマンスパッド
h	 PARAMETERcボタン、PARAMETERdボタン
i	 PLAY/PAUSE	fボタン
j	 CUEボタン
k	 SYNCボタン
l	 SHIFTボタン
m	 DECKボタン
n	 DUAL DECKボタン
o	 GRID ADJUSTボタン
p	 GRID SLIDEボタン
q	 SLIPボタン
r	 CENSORボタン
s	 PANEL SELECTボタン

ミキサー部

c

d

4 4

e

g

f

h

b

1 2 1 2 1 2 1 2

5

3

9

7

4

6

a

5 5

5

3

9

4

6

a

8
7
8

1	 FX 1アサインボタン
2	 FX 2アサインボタン
3	 TRIMツマミ
4	 EQ	(HI、MID、LOW)	ツマミ
5	 チャンネルレベルインジケーター
6	 FILTERツマミ
7	 ヘッドホン CUE/MIC TALK OVERボタン
8	 ヘッドホン CUEボタン
9	 チャンネルフェーダー
a	 クロスフェーダーアサインスイッチ
b	 クロスフェーダー
c	 MASTER LEVELツマミ
d	 マスターレベルインジケーター
e	 ブースモニターレベルツマミ
f	 HEADPHONES MIXINGツマミ
g	 MASTER CUEボタン
h	 SAMPLER VOLUMEフェーダー

エフェクト部
2つのエフェクトユニット	(FX1およびFX2)	をコントロールします。
コントローラ左側に FX1、コントローラ右側に FX2を操作するツマ
ミやボタンがあります。また、ミキサー部のエフェクトアサインボタン
で、どのチャンネルにエフェクトをかけるかを設定します。

1 1 1 2

3 3 3 4
1	 エフェクトパラメーターツマミ
2	 FX BEATSツマミ
3	 エフェクトパラメーターボタン
4	 TAPボタン
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マニュアルを入手する
各操作説明書はPDF	形式のファイルで作成されている場合がありま
す。PDF形式	のファイルをご覧いただくには、Adobe®	Reader®を
インストールする必要があります。Adobe	Reader をお持ちでない
お客様はCD-ROMのメニュー画面のダウンロードリンクからインス
トールを行ってください。

本機の取扱説明書をダウンロードする

1 CD-ROM をコンピュータの光学ドライブに挿入する
CD-ROMのメニューが表示されます。
CD-ROMを挿入してもCD-ROMのメニューが表示されないときは、
以下に従って操作してください。
!	 Windows のとき
	 [スタート ] メニューの [コンピュータ	( またはマイコンピュー

タ )] から光学ドライブを開き [CD_menu.exe]	のアイコンをダ
ブルクリックしてください。

!	 Mac	OS	X のとき
	 Finder で直接 [CD_menu.app] のアイコンをダブルクリックし
てください。

2 CD-ROM のメニューが表示されたら、[DDJ-SX: 取扱
説明書をダウンロードする（PDF ファイル )] を選んでから
[ 開始 ] をクリックする

3 「接続にはインターネット環境が必要です。インターネッ
トに接続しますか？」が表示されるので、[ はい ] をクリッ
クする
ウェブブラウザが起動し、Pioneer	DJ	サポートサイトが表示されま
す。

4 Pioneer DJ サポートサイトで「DDJ-SX」の「取扱説
明書」をクリックする

5 ダウンロードページの中から必要な言語をクリックする
取扱説明書のダウンロードが始まります。

Serato DJ のソフトウェアマニュアル
をダウンロードする

1 CD-ROM をコンピュータの光学ドライブに挿入する
CD-ROMのメニューが表示されます。
CD-ROMを挿入してもCD-ROMのメニューが表示されないときは、
以下に従って操作してください。
!	 Windows のとき
	 [スタート ] メニューの [コンピュータ	( またはマイコンピュー

タ )] から光学ドライブを開き [CD_menu.exe]	のアイコンをダ
ブルクリックしてください。

!	 Mac	OS	X のとき
	 Finder で直接 [CD_menu.app] のアイコンをダブルクリックし
てください。

2 CD-ROM のメニューが表示されたら、[Serato DJ: ソ
フトウェア マニュアルをダウンロードする（PDF ファイ
ル )] を選んでから [ 開始 ] をクリックする

3 「接続にはインターネット環境が必要です。インターネッ
トに接続しますか？」が表示されるので、[ はい ] をクリッ
クする
ウェブブラウザが起動し、Pioneer	DJ	サポートサイトが表示されま
す。
!	 CD-ROMのメニューを終了させるときは、[終了 ] をクリック
してください。

4 Pioneer DJ サポートサイトで [DDJ-SX] の [ ソフト
ウェア対応情報 ] をクリックする
[サポート情報 ] が表示されます。

5 Serato DJ のダウンロードページへのリンクをクリッ
クする
Serato	DJ のダウンロードページが表示されます。

6 「Serato.com」のユーザーアカウントでログインする
登録した E-mail アドレスおよびパスワードを入力し、「Serato.com」
にログインします。

7 ダウンロードページの右側にある「More Downloads」
の中から「Serato DJ ソフトウェアマニュアル x.x」をク
リックしてください
Serato	DJ のソフトウェアマニュアルのダウンロードが始まります。

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

入
手

す
る
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AC アダプターについて

使用上のご注意
!	 ほこりの多い場所や、高温・多湿の場所では使用しないでください。
!	 振動や衝撃が加わらないようにしてください。
!	 異物や水が入らないよう注意してください。
!	 不安定な場所や高いところに置かないようにしてください。落下し
て怪我の原因になることがあります。

!	 AC アダプターや電源プラグに異常がないことを確認し、電源プラ
グをACアダプターの所定の位置に所定の方法でカチリと音がする
まで押し込んでください。詳しくは、	16ページ	の「電源プラグを
取り付ける」をご覧ください。

!	 必ず、指定した電源に接続してください。
!	 本 AC アダプターと接続した機器を移動させる場合は、必ず電源
プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから行っ
てください。コードが傷つき火災や感電の原因となることがありま
す。

!	 内部点検や改造はおやめください。
!	 ご使用中に本機から異常な音やにおいがしたときは、必ず電源を
切ってから、点検を受けてください。

!	 本機の外観の清掃は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひど
い場合は中性洗剤を水で5〜6倍に薄め、柔らかい布を浸してよく
絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。ベ
ンジン、シンナー、アルコール、殺虫剤等の揮発性の薬品をかける
と表面が侵されることがありますので、使用しないでください。ま
た、化学ぞうきんなどをお使いの場合は化学ぞうきんに添付の注意
事項をよくお読みください。

!	 AC アダプターや電源プラグに異常があったときは、裏表紙に記載
の修理受付窓口、またはお買い求めの販売店にご相談ください。

!	 AC アダプターと電源プラグの間に、コインやクリップなどの金属
が挟まった状態で使わないでください。ショートし、火災や感電の
原因になります。

!	 ACアダプターを壁のコンセントに取り付けるとき、ACアダプター
と壁のコンセントの間に隙間ができないようにしてください。接触
不良や隙間にコインやクリップなどの金属が入ってショートし、火
災や感電の原因になります。

コインやクリップなどの金属類

上面側面

!	 AC アダプターの電源コードに足が絡まったり、ACアダプターに
物がぶつかったりすると、電源プラグがACアダプターから外れて、
コンセントに残ってしまうことがあります。残ってしまった電源プ
ラグは、乾いた手で金属部に触れずに下図のように持って取り外し
てください。取り外すとき、工具は使わないでください。

触れないでください。

電源プラグを取り付ける

AC アダプター本体のガイドレールに沿って下図のように
電源プラグをスライドさせ、カチリと音がするまで押し込
む

電源プラグを取り外す

AC アダプター本体の [PUSH] ボタンを押しながら、下図の
ように電源プラグをアダプターからスライドさせて取り外
す
一度、電源プラグを取り付けたあとは、取り外す必要はありません。

電源プラグ
本製品には以下の電源プラグが付属しています。
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その他
保証とアフターサービス

修理に関するご質問、ご相談
裏表紙に記載の修理受付窓口、またはお買い求めの販売店にご相談くだ
さい。

保証書 ( 別添 )
保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受
け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から1	年間です。

補修用性能部品の最低保有期間
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有してい
ます。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき
本製品の取扱説明書をお読みいただき、故障かどうかご確認ください。
それでも正常に動作しないときには、必ずACアダプターを抜いてか
ら、次の要領で修理を依頼してください。

連絡していただきたい内容
!	 ご住所
!	 お名前
!	 お電話番号
!	 製品名：DJコントローラー
!	 型番：DDJ-SX
!	 お買い上げ日
!	 故障または異常の内容
	 「いつ、どのくらいの頻度で、どのような操作で、どうなる」といっ
た詳細

保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載されてい
る弊社保証規定に基づき修理いたします。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般
家庭用以外（例えば飲食店等での営業用の長時間使
用、車輛、船舶への搭載使用）で使用し、故障した場合
は、保証期間内でも有償修理を承ります。

K041_A1_Ja

保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたし
ます。

商標および登録商標について
!	 Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または
商標です。

著作権についてのご注意
あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、
権利者に無断で使用できません。
!	 CD などから録音される音楽は、各国の著作権法ならびに国際条約
で保護されています。また、録音した者自身が、それを合法的に使
用する上でのすべての責任を負います。

!	 インターネットなどからダウンロードされる音楽を取り扱う際は、
ダウンロードした者自身が、ダウンロードサイトとの契約に則って
それを使用する上でのすべての責任を負います。

仕様

AC アダプター
電源	............................................AC	100	V 〜 240	V、50	Hz/60	Hz
定格電流	...................................................................................... 800 mA
定格出力	.............................................................................DC	5 V、3 A

本体一般
本体質量	..........................................................................................5.8 kg
最大外形寸法	......664 mm	( 幅 )	×	70.4 mm	( 高さ )	×	357 mm	( 奥行 )
許容動作温度	............................................................＋ 5	°C〜＋ 35	°C
許容動作湿度	........................................5	% 〜 85	%	( 結露のないこと )

オーディオ部
サンプリングレート	.................................................................. 44.1	kHz
A/D,	D/A コンバーター	...............................................................24	bits
周波数特性
USB,	LINE,	MIC	................................................20	Hz から 20	kHz

S/N 比	( 定格出力時、	A-WEIGHTED)
USB	.........................................................................................105	dB
LINE	...........................................................................................95	dB
PHONO	.................................................................................... 92 dB
MIC	............................................................................................ 92 dB

全高調波歪率	(20	Hz	—	20	kHzBW)
USB	......................................................................................0.003 %
LINE	.....................................................................................0.005 %

基準入力レベル /入力インピーダンス
LINE	........................................................................–12 dBu/47 kW
PHONO	..................................................................–48 dBu/47 kW
MIC	..........................................................................–52 dBu/10 kW

基準出力レベル /負荷インピーダンス /出力インピーダンス
MASTER OUT 1	......................................... +8 dBu/10 kW/330 W
MASTER OUT 2	.............................................+2 dBu/10 kW/1 kW
BOOTH	..................................................... +8 dBu/10 kW/330 W
PHONE	.......................................................... +4 dBu/32 W/32 W

定格出力レベル /負荷インピーダンス
MASTER OUT 1	.........................................................26 dBu/10 kW
MASTER OUT 2	.........................................................20 dBu/10 kW
BOOTH	......................................................................26 dBu/10 kW

クロストーク
LINE	.............................................................................................87	dB

チャンネルイコライザー特性
HI	........................................................ –26 dB 〜 +6 dB	(13 kHz)
MID	........................................................ –26 dB 〜 +6 dB	(1 kHz)
LOW	..................................................... –26 dB 〜 +6 dB	(70 Hz)

入力 / 出力端子
CD入力端子
RCAピンジャック	.....................................................................2 系統

PHONO/LINE入力端子
RCAピンジャック	.....................................................................2 系統

MIC1端子
XLRコネクター /フォーンジャック	(Ø	6.3 mm)	................1 系統

MIC2端子
フォーンジャック	(Ø	6.3 mm)	................................................1 系統

MASTER OUT 1出力端子
XLRコネクター	.........................................................................1 系統

MASTER OUT 2出力端子
RCAピンジャック	.....................................................................1 系統

BOOTH出力端子
フォーンジャック	(Ø	6.3 mm)	................................................1 系統

PHONES出力端子
ステレオフォーンジャック	(Ø	6.3 mm)	................................1 系統
ステレオミニフォーンジャック	(Ø	3.5 mm)	.........................1 系統

USB端子
Bタイプ	......................................................................................1 系統

本機および付属ソフトウェアの仕様および外観は改良のため予告なく
変更することがあります。

そ
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商品についてのご相談窓口
● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

修理についてのご相談窓口
● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

部品のご購入についてのご相談窓口
● 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

ご相談窓口のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

修理窓口のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

＜各窓口へのお問い合わせの時のご注意＞

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■家庭用オーディオ/ビジュアル商品 0120－944－222 一般電話　044－572－8102

■ファックス 044－572－8103

■インターネットホームページ

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話 0120－5－81028 一般電話　044－572－8100

■ファックス 0120－5－81029

■インターネットホームページ

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■一般電話 098－987－1120

■ファックス 098－987－1121

http://pioneer.jp/support/
※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

http://pioneer.jp/support/repair/
※家庭用オーディオ/ビジュアル商品はインターネットによる修理のお申し込みを受付けております

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

部品受注センター

修理受付窓口

VOL.051平成24年10月現在　記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話 0120－5－81095 一般電話 044－572－8107

■ファックス 0120－5－81096

沖縄サービス認定店（沖縄県のみ）

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認
ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へ
お問い合わせください。

「0120」で始まる フリーコールおよび フリーコールは、携帯電話・PHS・一部のＩＰ電話
などからは、ご使用になれません。
また、【一般電話】は、携帯電話・PHS・ＩＰ電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。
正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知に
ご協力いただきますようお願いいたします。

〒 212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

ｺ ﾞ ｰ ﾊ ﾟ ｲ ｵ ﾆ ｱ




