
AIR LINK DW 20BR

コントロール
(1) PAIR button – ボタンを 4 秒間押し続けると、ユニットをペアリングで

きるようになります。LED リングは現在のステータスを示します。詳
細については、「はじめに」セクションを参照してください。

(2) LEVEL knob – 出力ジャックに送信される信号の音量を調整します。 

(3) DC INPUT – 付属の電源アダプターを受け入れます。 

(4) OUTPUTS – バランス XLR またはアンバランス ¼" TS ケーブルを介して、
アンプ、パワードスピーカー、またはミキサーに接続します。 

はじめに
1. DW 20BR を XLR または ¼" ケーブルでミキサーまたはスピーカー

システムに接続します。ポップノイズを避けるために、スピーカ
ーまたはミキサーチャンネルの音量を完全に下げたままにしま
す。電源ケーブルはまだ接続しないでください。

2. スマートフォンまたはタブレットで、Bluetooth をアクティブにし
て、利用可能なデバイスをスキャンします。 

3. 電源アダプタを DW 20BR と電源コンセントに接続します。ユニ
ットは自動的にオンになり、最後に接続されたデバイスとのペ
アリングを試みます。

4. 新しいデバイスを接続するには、PAIR ボタンを 4 秒間押し続け
ます。LED リングがすばやく点滅して、ペアリングの準備ができ
たことを示します。 

5. Bluetooth デバイスの Bluetooth 設定メニューで使用可能なアイテ
ムのリストから DW 20BR を選択します。DW 20BR LED は、接続が
成功したことを示すために点滅せずに点灯します。

注意 - 携帯電話からオーディオをストリーミングするときに携帯
電話の受信を無効にします。 
6. Bluetooth デバイスからオーディオの再生を開始します。Bluetooth

デバイスの音量を調整してから、LEVEL ノブを上げて、スピーカ
ーまたはミキサーが強い信号を受信するようにします。

7. 希望のリスニングレベルに達するまで、スピーカー、ミキサー、
アンプなどの音量を上げます。

接続に関する注意： 
- Bluetooth オーディオデバイスに互換性がある場合は、Bluetoothス
トリームがアクティブなときに DW 20BR の PAIR ボタンを短く押す
だけで再生/一時停止を切り替えることができます。
- オーディオを単一の Bluetooth デバイスから複数の DW 20BR ユニ
ットに同時にストリーミングすることはできません。 

- すでに 1 つの DW 20BR ユニットに接続していて、別のユニットに
切り替えたい場合は、次の手順に従います。

• Android デバイスでは、Bluetooth デバイスリストから最初のユニ
ットを削除してから、上記のように新しい検索/ペアリングを
実行します。 

• iOS デバイスでは、Bluetooth 設定メニューに 2 台のユニットが
接続されているように見える場合があります。この場合、音
楽アプリケーションの設定で音声を受信するユニットを選択
できます。どちらのユニットにも「Klark Teknik DW 20BR」という名
前が付けられます。
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技術仕様

注：¼" 出力レベルは XLR 出力より 6 dB 低くなります
動作周囲温度 45°C まで

法的放棄
ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人
が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。 
技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。
商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、 
Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auraton
e、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または
登録商標です。 © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証
適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オン
ライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

出力

コネクタ バランス XLR 、アンバランス ¼"

インピーダンス 240 Ω

最大 出力レベル 4 dBu @ 1 kHz
ブルートゥース

周波数範囲 2402 - 2480 MHz 

チャンネル番号 79

Bluetooth バージョン 4.2  

レシーバー範囲 最大 30 m (100 フィート） 

出力電力 クラス 2、<10 dBm 

サポートされているコーデック SBC､ aptX 

サポートされているプロファイル AVRCP 1.4､ A2DP 1.2 
システム

周波数応答 20 Hz〜20 kHz（+ 0 /-2 dB）
THD + N（歪み） 0.1％ @ 1 kHz

信号対雑音比 >90 dB

電源アダプター 12 V DC、400 mA 、センターポジ
ティブ

物理的

寸法（H x W x D）
バンパーやアンテナなし 54 x 108 x 103 mm（2.1 x 4.3 x 4.1"）
バンパーあり、アンテナなし 63 x 118 x 112 mm（2.5 x 4.6 x 4.4"）
バンパー付き、直立アンテナ 212 x 118 x 126 mm（8.3 x 4.6 x 5.0"）

重量込み バンパーとアンテナ 0.6 kg（1.3 ポンド）


