
仕様

記録メディア SD/SDHC/SDXC 規格対応カード
XY マイク：XYH-6 マイク 単一指向性マイク

感度 –41 dB/1Pa 1 kHz
入力ゲイン – ∞ ～ 46.5 dB
最大入力音圧 136 dB SPL
MIC/LINE IN  

（ステレオミニジャック）
入力ゲイン：– ∞ ～ 46.5 dB
入力インピーダンス：2 kΩ
プラグインパワー 2.5 V 対応

入力 MIC IN ＜バックアップ録音＞ 入力ゲインから –12 dB
INPUT1 ～ 4 コネクタ XLR ジャック (2 番 HOT)

入力ゲイン -30 ～ 55.5 dB ※ PAD は -20 dB
入力インピーダンス 2 kΩ 以上
最大許容入力レベル +24.0 dBu (PAD ON)
ファンタム電源 +24/+48 V    INPUT1 ～４個別に ON/OFF
入力換算雑音 –123.5 dBu 以下 (A-wt)

INPUT A、B コネクタ XLR/TRS コンボジャック（XLR：2 番ホット  TRS：TIP ホット）
入力ゲイン -30 ～ 55.5 dB
入力インピーダンス 7 kΩ 以上 ※ Hi-Z(TS) は 300 kΩ 以上
最大許容入力レベル +4.0 dBu ※ Hi-Z(TS) は -2.0 dBu
ファンタム電源 +24/+48 V    INPUT A、B 個別に ON/OFF
入力換算雑音 –123.5 dBu 以下 (A-wt)

出力 出力端子 LINE OUT  
（ステレオミニジャック）

定格出力レベル： –10 dBu（出力負荷インピーダンス 10 kΩ 以上時）

PHONE OUT 
（ステレオミニジャック）

最大出力レベル：20 ｍ W+20 ｍ W（32 Ω負荷時）

内蔵スピーカー 400 mW 8 Ωモノラルスピーカー
記録フォーマット フィールド ＜ WAV 選択時＞

 対応フォーマット 44.1/48/96 kHz 16/24-bit    モノ / ステレオ    BWF フォーマット対応
 最大同時録音トラック 12 トラック（MIC IN、バックアップ録音、1-4、A、B、LR）
＜ MP3 選択時＞
 対応フォーマット 128、192、320 kbps
 最大同時録音トラック 2 トラック

ミュージック ＜ WAV ＞
 対応フォーマット 44.1/48 kHz 16/24-bit    モノ / ステレオ    BWF フォーマット対応
 最大同時録音トラック 8 トラック（MIC IN、1-4、A、B）

ポッドキャスト ＜ WAV 選択時＞
 対応フォーマット 44.1/48 kHz 16/24-bit    モノ / ステレオ    BWF フォーマット対応
 最大同時録音トラック 10 トラック（MIC IN、バックアップ録音、1-2、A、B、LR）
＜ MP3 選択時＞
 対応フォーマット 128、192、320 kbps
 最大同時録音トラック 2 トラック

録音時間 ＜ 32 GB カードの場合＞
 50 時間 8 分（WAV 44.1 kHz/16-bit/ ステレオファイル）
 555 時間 28 分（MP3 128 kbps/ ステレオファイル）

チューナー Chromatic/Guitar/Bass/Open A/Open D/Open E/Open G/DADGAD
表示  2.4" フルカラ—LCD（320 × 240）、タッチスクリーン
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USB USB Micro-B
＜マスストレージクラス動作＞
 USB2.0 High Speed
＜ Guitar Lab 接続機能＞
 USB1.1 Full Speed
＜オーディオインターフェース動作：マルチトラックモード 

（※ Windows にはドライバが必要。Mac は不要。）＞
 USB2.0 High Speed
 44.1/48/96 kHz、16/24-bit、12in2out
＜オーディオインターフェース動作：ステレオモード＞
 USB2.0 Full Speed
 44.1/48 kHz、24-bit、2in2out
※ iPad 用オーディオインターフェース動作サポート（ステレオモードのみ）
※データ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。USB バスパワー対応。

REMOTE 専用無線アダプター（ZOOM BTA-1）
連続録音中の電池持続時間の目安 アルカリ乾電池使用時

XY マイク使用、44.1 kHz/24-bit（ステレオ x1）約 10 時間
※上記の値はあくまで目安です。
※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。

電源 単三電池× 4（アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池）
AC アダプター（ZOOM AD-17）：DC 5 V/1 A
※ USB バスパワー対応

外形寸法 本体：116.4 mm（W）× 163.3 mm（D）× 48.6 mm（H）
XYH-6：78.9 mm（W）x 60.2 mm（D）x 45.2 mm（H）

質量 本体：354 g
XYH-6：130 g
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