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 各部の名称
• PC-2LIVE をアクティブスピーカーに接続するときは、アクティブスピーカーの出力ボリュームおよび PC-2LIVE
のボリュームを最小にしてください。なお、アクティブスピーカーの音量は上げすぎないようご注意ください。耳に
悪い影響を与えることがあります。
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❶

❸

日 本 語

フォステクス製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
本書は、本機の基本的な使いかたについて
説明しています。
本機を使い始めるときにお読みください。
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 本機の特長
• アンプシミュレーターやポータブルプレイヤー等のライン信号を接続できる 2 系統入力（ス
テレオ標準ジャック、ステレオ・ミニジャック）
• ステレオ標準ジャックには、STEREO/MONO 切替スイッチを装備
• 音源間のバランスを調整する BALANCE（センタークリック付き）、全体の音量を調整する
VOLUME を装備
• デスクトップでも操作しやすいデザイン
• 操作時に安定感があり、堅牢性に優れた金属製ボディ（外部電源不要）

 主な仕様

RCA ピンジャック（L/R）

外形寸法

66 mm（幅）×44 mm（高さ）×70 mm（奥行き）

質量

約 190 g

付属品

取扱説明書（本書）×1
ステレオミニケーブル（0.8 m）×1
RCA ピンケーブル（ステレオ／ 1.5 m）×1

❻ [BALANCE] つまみ
[INPUT A] 端子、[INPUT B] 端子間
の音量バランスを調節します。なお、
[INPUT A] 端 子 と [INPUT B] 端 子
のどちらかだけに絞り込むことはでき
ません。

❻

❶ [OUTPUT]（L/R）端子
（RCA ピンジャック）
付属の RCA ピンケーブルで、フォス
テクス PM シリーズなどのアクティ
ブスピーカーを接続します。
❷ [INPUT A] 端子（ステレオ標準ジャック）
ギターアンプ・シミュレーターなどの
出力端子を接続します。
❸ [STEREO/MONO] スイッチ
[INPUT A] 端子の入力の、ステレオ /
モノ信号を切り替えます。ステレオ
（TRS） プ ラ グ を 接 続 す る 場 合 に は
STEREO（スイッチが出ている状態）
で、モノラル（TS）プラグを接続す
る場合には MONO（押し込んだ状態）
で使用します。
❹ [INPUT B] 端子（ステレオミニジャック）
付属のステレオミニケーブルで、再生
機器などを接続します。

INPUT A Φ6.3 mm ステレオ標準ジャック
INPUT B Φ3.5 mm ステレオ・ミニジャック

出力端子

❺ [VOLUME] つまみ
全体の音量を調節します。

❹

❺

取扱説明書

入力端子

❷

保証書
取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、弊社サー
ビス部門が無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い求めいただいた
販売店にお申しつけください。
1.
2.

ご転居、ご贈答などで、お買い求め販売店にご提示できない場合は、弊社サービ
ス窓口にお申しつけください。
保証期間内でも下記の場合は，有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、および公害・塩害、ガス害
（硫化ガスなど）による故障および損傷。
（ニ）本書のご提示がない場合。
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるい
は字句を書き換えられた場合。
（ヘ）消耗部品の交換。

3.

本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4.

本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしません
ので、大切に保存してください。

●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の
安全点検活動のために利用させていだく場合がありますので、ご了承ください。
●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するも
のです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもので
はありません。

型
お
客
様

PC-2LIVE

名
お名前
ご住所

お買い上げ日
年

月

販売店名（印）

日

保証期間
お買い上げ日より

本体 1 年
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フォステクス カンパニー

〠 196-0024 東京都昭島市宮沢町 512

FOSTEX CO.

☎ 042-545-6111（代）

Part names and functions
• When connecting to an active speaker, minimize the volume of the active speaker and PC-2LIVE.
Be careful not to turn the volume of the active speaker up too much. Doing so may damage your
hearing.
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Owner's Manual
English

Thank you very much for purchasing a Fostex
product.
This manual provides instructions for basic use
of the unit.
Read this before using the unit for the first time.

 [OUTPUT] (L/R) terminal (RCA pin
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Features of the PC-2LIVE

• The unit has 2 inputs (standard stereo jack and stereo mini jack) for connecting line signals of
amplifier simulators and portable players.
• Standard stereo jack equipped with STEREO/MONO switch.
• A BALANCE knob (with center click function) for adjusting the balance between music
sources, and a VOLUME knob for controlling overall volume.
• Easy to operate beside a PC on a desk.
• Stable and robust metal body, no external power needed.



Specifications

Input terminals

INPUT A Φ 6.3 mm standard stereo jack
INPUT B Φ 3.5 mm stereo mini jack

Output terminals

RCA pin jack (L/R)

External dimensions

66 mm (width) × 44 mm (height) × 70 mm (depth)

Weight

Approx. 190 g

Accessories

Owner’s manual (this book) × 1
Stereo mini cable (0.8 m) × 1
RCA pin cable (stereo/1.5 m) × 1

jack)
Connect to an active speaker such as
Fostex PM series using the supplied RCA
pin cable.

 [INPUT A] terminal (standard stereo
jack)
Connect to the output terminal of a
guitar amplifier simulator or similar.

 [STEREO/MONO] switch

Switch the stereo/monaural setting of the
[INPUT A] terminal.
STEREO (switch is not pressed down) to
connect a stereo (TRS) plug,
MONO (switch is pressed down) to
connect a monaural (TS) plug.








 [INPUT B] terminal (stereo mini jack)
Connect to a music source using the
supplied stereo mini cable.

 [VOLUME] knob

Adjust the overall volume.

 [BALANCE] knob

Adjust the volume balance between the
[INPUT A] terminal and [INPUT B] terminal.
In addition, the BALANCE knob will not
be able to fully narrow down to only one
of the [INPUT A] terminal or [INPUT B]
terminal.
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