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本ユーザーズマニュアルの対象製品は、Hercules DJControl Mix、

Hercules DJControl Mix Blue Edition および Hercules DJControl 

Mix Orange Edition です。 

1. パッケージ内容 

− DJControl Mix 

− 電源ケーブル (USB-C – USB-A) 

− スマートフォンおよびタブレット用折りたたみ式スタンド 

− スピーカー/ヘッドフォン DJ スプリッターケーブル 

− クイックスタートガイドおよび保証書 

 

 

 

 

 

スマートフォンまたはタブレット用スタンドを開いた状態で、スタンド

に 1kg を超える重量をかけたり、10 ニュートンを超える力を加え

たりしないでください。 
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2. 技術仕様 

 

 

 

 

 

Bluetooth® LE テクノロジー 

最大 Bluetooth 出力: 5 mW 

Bluetooth 周波数帯域: 2402～2480 MHz 

 

  

デッキ 1 

ミキシング 

デッキ 2 
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3. 一般機能 

このユーザーズマニュアルに記載されている機能はすべて、

Android および iOS 用の djay  アプリの無料バージョンで利

用できます。追加機能は、djay および djay Pro の有料版で

利用できます。 

 

デッキ 

デッキ 1 の機能は、デッキ 2 の機能と同じです。 

 

 

 

1. テンポフェーダー 

2. 圧力検知式ジョグホイール 

3. SYNC ボタン 

4. CUE ボタン 

5. 再生/一時停止ボタン   
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① テンポフェーダー: BPM (Beats Per Minute / ビート/分) 

の値を調整することで、トラックの再生スピードを設定しま

す。 

− 上に移動: トラックの速度がアップします。 

− 下に移動: トラックの速度がダウンします。 

− テンポフェーダーが中央: トラックの元の速度。 

 

② ジョグホイール: トラック内を移動したり、トラックの再生を

変更したり、スクラッチしたりできます。 

 

実行されるアクションは、次の 3 つの条件によって異なりま

す: 

− VINYL モード有効または無効、 

− トラック再生中または一時停止中、 

− ジョグホイールに触れている場所。 

 

 

 

 

  

トップ 

リング 
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VINYL モード 再生/一時停止 ジョグホイール 

有効 再生 トップ 

トラック内をすばやく移動 

有効 再生 リング 

再生速度がアップまたはダウンします 

有効 一時停止 トップ 

トラック内をすばやく移動 

有効 一時停止 リング 

トラック内をゆっくり移動 

無効 再生 トップ 

再生速度がアップまたはダウンします 

無効 再生 リング 

再生速度がアップまたはダウンします 

無効 一時停止 トップ 

トラック内をすばやく移動 

無効 一時停止 リング 

トラック内をゆっくり移動 
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VINYL モード時に、ジョグホイールの上に指を置くと、その

トラックの再生が停止します。指を離すと再生が再開されま

す。 

 

 

 

DJControl Mix を外部バッテリーに接続したと状態で、ジョ

グホイールのタッチ検知に問題が発生した場合は、バッテ

リーを交換するか、バッテリーをポケットに入れるなどして

対処してください。 

 

③ SYNC: 2 つのトラックの BPM 値の自動同期、または 2 

つのトラックの BPM 値の自動同期と、djay で選択した設定

に応じたビートのアライメントを有効または無効にします。 

− モード有効: ボタン点灯。 

− 無効モード: ボタン消灯。 
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④ CUE: トラックに CUE ポイントを挿入して特定のタイミング

を識別したり、プログレスマーカーを CUE ポイントの位置に

移動したりできます。 

CUE ポイントは、1 トラックにつき 1 つだけ設定できます。 

djay では、CUE ポイントは白い三角形で表されます。 

 

 

− トラック一時停止: トラックが停止した場所に CUE  ポイ

ントを挿入します。 

− トラック再生: トラックの再生を停止し、プログレスマーカ

ーを CUE ポイントに移動します。 

− CUE  ポイントが設定されていない場合、CUE  を押すと

トラックの再生が停止し、プログレスマーカーがトラック

の先頭に移動します。 

− CUE + PLAY:プログレスマーカーを CUE ポイントに移

動し、そのポイントからトラックを再生します。 

− SHIFT + CUE: トラックをはじめから再生します。 
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CUE ポイントを移動するには: トラックを一時停止し、プログ

レスマーカーを CUE ポイントを設定する場所に移動します。

CUE ボタンを押します。 

 

 

 

CUE ポイントを削除するには: トラックを一時停止し、djay 

で SET ボタンを 3 秒間タップして押し続けます。 

 

⑤ 再生/一時停止: トラックを再生または一時停止します。 

− 再生: 点灯 

− 一時停止: トラックのリズムに合わせて点滅。 

− SHIFT + 再生/一時停止: CUE ポイントから再生を再開

します。 
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ミキシング 

 
 

6. SHIFT ボタン 

7. モニタリングボタン (デッキ 1) 

8. モニタリングボタン (デッキ 2) 

9. VINYL ボタン 

10. MASTER ボリューム (メイン出力) 

11. Bluetooth ペアリング LED/FILTER/BASS 選択ボタン 

12. HEADPHONES ボリューム (ヘッドフォン出力) 

13. デッキ 1、デッキ 2 のボリューム調整つまみ 

14. デッキ 1 とデッキ 2 用フィルター/低音調整つまみ 

(FILTER/BASS)  

15. モードボタン 2 個 

16. クロスフェーダー 

17. パフォーマンスパッド 4 個  
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⑥ SHIFT: 統合コントロール。 

− SHIFT + CUE: トラックをはじめから再生します。 

− SHIFT + HOT CUE: FX (エフェクト) モードを有効にしま

す。 

− SHIFT + SAMPLER: LOOP モードを有効にします。 

− SHIFT + モニタリング (デッキ 1): CUE MASTER モード

を有効にします。 

− SHIFT + モニタリング (デッキ 2): SPLIT ON/OFF モー

ドを有効にします。 

− SHIFT + パッド 1、2、3 または 4: HOT CUE モードが有

効な場合、対応する HOT CUE ポイントを削除します。 

 

⑦ モニタリング (デッキ 1): デッキ 1 のサウンドをヘッドフォ

ンで再生できます。 

SHIFT + モニタリング (デッキ 1): CUE MASTER モードを有

効にします (ヘッドフォンでメイン出力を聴くことができます)。 

 

⑧ モニタリング (デッキ 2): デッキ 2 のサウンドをヘッドフォ

ンで再生できます。 

SHIFT + モニタリング (デッキ 2): SPLIT ON/OFF  モードを

有効にします (モニタリングしているトラックと、メインで再生

されているミックスの両方をヘッドフォンで聴くことができま

す)。この機能は、djay アプリの設定で有効にする必要があ

ります: Settings (設定) > Split output – Enable split output 

for pre-cueing with audio adapter (分割出力を有効にする – 
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オーディオアダプターを使用したプリキューの分割出力を有

効にする) を有効にします。 

 

⑨ VINYL: VINYL モードを有効または無効にします。 

− モード有効: ボタン点灯。 

− 無効モード: ボタン消灯。 

 

⑩ MASTER ボリューム: スピーカーで再生されるミックスの

ボリュームを調整します。 

 

⑪ Bluetooth ペアリング LED: DJControl Mix  とスマートフォ

ンまたはタブレット間の接続状態を示します。 

− Bluetooth で接続されたデバイス: LED 消灯。 

− デバイスが Bluetooth で接続されていない: LED 点滅。 

 

⑪ FILTER/BASS 選択ボタン : フィルターと低音つまみ 

(FILTER/BASS) の機能を選択できます。 

− フィルター調整有効: LED オフ。 

− 低音調整有効: LED オン 

 

⑫ HEADPHONES ボリューム: ヘッドフォン出力のボリュー

ムを調節します。 

 

⑬ デッキ 1 とデッキ 2 のボリューム調節つまみ: デッキ 1 ま

たはデッキ 2 のボリュームを調節します。 
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⑭ デッキ 1 とデッキ 2 用フィルター/低音調整つまみ 

(FILTER/BASS): FILTER/BASS 選択ボタン ⑪ で有効にし

た機能に従って、フィルターまたは低音を調整します。 

 

⑮ モードボタン: 4 つのモードを有効にできます。 

− HOT CUE: HOT CUE を押します。 

− FX (エフェクト): SHIFT と HOT CUE を同時に押します。

FX  モードが有効になると、HOT CUE ボタンが点滅しま

す。FX モードを無効にするには、HOT CUE を押します。 

− SAMPLER: SAMPLER を押します。 

− LOOP: SHIFT  と SAMPLER を同時に押します。LOOP 

モードが有効になると、SAMPLER ボタンが点滅します。

LOOP モードを無効にするには、SAMPLER を押します。 

 

⑯ クロスフェーダー: 一方のデッキのボリュームを上げ、もう

一方のデッキのボリュームを下げることで、2 つのトラック間

のトランジションを行うことができます。 

− クロスフェーダーを左端まで移動: デッキ 1 のトラックだ

けが聴こえます。 

− クロスフェーダーを右端まで移動: デッキ 2 のトラックだ

けが聴こえます。 

− クロスフェーダーが中央: デッキ 1 とデッキ 2 の両方の

トラックが同時に聞こえます。 
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⑰ パフォーマンスパッド: アクションを実行するパッド。 

− HOT CUE  モード有効: トラック内に HOT CUE ポイント

を設定します。 

− LOOP ード有効: トラックを 1、½、¼、または ⅛ ビートでル

ープ再生します。 

− FX モード有効: エフェクトを有効にします。 

− SAMPLER モード有効: サンプルを再生します。 
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電源 

 

 

 

18. USB-C ポート 

 

⑱ USB-C ポート: DJControl Mix コントローラーを USB 電

源 (USB 電源アダプターまたは外部バッテリー) に付属の 

USB-C – USB-A 電源ケーブルで接続できます。 
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4. インストール 

djay のダウンロード 

1. スマートフォンまたはタブレットで、Android の Google 

Play または iOS の App Store を開きます。 

2. Algoriddim の djay アプリをダウンロードしてインストー

ルします。 

 

システム要件: 

− Android 8.1 以上。 

− iOS 12.2 以上。 

− Bluetooth 4.1 以上。 

 

 

 

スマートフォンまたはタブレットに、アプリのダウンロード 

(280 MB) と音楽トラックの保存に十分な空き容量があるこ

とを確認してください。 
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DJControl Mix を djay に接続する 

1. スマートフォンやタブレットで位置情報と Bluetooth 機能

を有効にします。 

2. DJControl Mix コントローラーを USB 電源 (USB 電源

アダプターまたは外部バッテリー) に接続します。 

3. スマートフォンまたはタブレットで djay アプリを起動しま

す。 

4. djay アプリの有料版 (djay Pro) にアップグレードしたく

ない場合は、X をタップしてポップアップ ウィンドウを閉

じてください。 

5. ダッシュボードボタンをタップし、次に Settings (設定) を

タップして、アプリの設定にアクセスします。 

6. MIDI をタップし、次に Bluetooth MIDI デバイスをスキャ

ン (Bluetooth MIDI デバイスをスキャン) をタップします。

DJControl Mix を選択します。 

7. Bluetooth ペアリング LED がオフになります。 

 

お使いのコントローラーが djay に接続されました！ 
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− djay アプリを開くたびに、Bluetooth ペアリング手順を実

行する必要があります。 

− スマートフォンやタブレットの画面がオフになるかロックさ

れると、Bluetooth のペアリングは失われます。その場

合、手順 5 と 6 にしたがってペアリング手順をやり直す

必要があります。 

− DJControl Mix を外部バッテリーに接続していて、コント

ローラーの電源が入らない場合は、外部バッテリーがし

っかり充電されていることを確認してください。次に、外付

けバッテリーの電源ボタンを 2 回押してください。 

 

 

 

ミキシングを開始する前に、スマートフォンやタブレットの画

面を自動的にオフにする設定を無効にしてください。 

− Android の場合: [設定] > [ディスプレイ] > [画面のタイム

アウト] > [なし] (または選択できる最長時間) を選択しま

す。 

− iOS の場合: [設定] > [画面表示と明るさ] > [自動ロック] 

> [なし] (または選択できる最長時間) を選択します。 

ミキシングが終了したら、前の設定に戻ります。 
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モニタリングを設定する 

ヘッドフォンによるモニタリングは、DJ ミキシングにおける重

要なステップです。これは、観客に分からないように、現在再

生中のトラックから次のトラックへのトランジション準備するた

めにヘッドフォンでトラックを聴くことを意味します。 

 

トラックをモニタリングしたい場合: 

1. スピーカー/ヘッドフォン DJ スプリッターケーブルをスマ

ートフォンまたはタブレットのヘッドフォン出力に接続し

ます。 

2. djay で、ダッシュボードボタンをタップしてから、Settings 

(設定) をタップしてアプリの設定にアクセスします。 

3. Split output – Enable split output for pre-cueing with 

audio adapter (分割出力を有効にする – オーディオア

ダプターを使用したプリキューの分割出力を有効にす

る) を有効にします。 

4. ヘッドフォンを、スピーカー/ヘッドフォン DJ スプリッター

ケーブルの緑の出力に接続し、スピーカーを黒の出力

に接続します。 

5. トラックをモニタリングしたいときは、モニタリングしたい

トラックに対応したモニタリングボタンを押してください。 
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*付属していません 

 

 

 

 

モニタリングには有線ヘッドフォンのみ使用してください。 
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トラックをモニタリングしたくない場合は、次でミックスを再生

できます: 

− スマートフォンやタブレットのヘッドフォン出力に接続し

た有線スピーカーやヘッドフォン。 

− スマートフォンまたはタブレットに接続された Bluetooth 

スピーカーもしくはヘッドフォン、 

− お使いのスマートフォンまたはタブレットに内蔵されてい

るスピーカー。 

 

 

 

*付属していません 

 

これでミックスの準備が整いました！ 
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5. ミキシング 

DJControl Mix  コントローラーが djay アプリに接続されてい

ることを確認してください。スマートフォンまたはタブレットの

ディスプレイがオフになるたびに、Bluetooth と djay  の接続

が失われるため、DJControl Mix を djay に接続する のペア

リング手順 (19 ページ) をやり直す必要があります。 

 

2 つのトラックを選択する 

スマートフォンやタブレットに保存されているトラック、または

オンライン音楽ストリーミングサービス  (Android では 

SoundCloud  および TIDAL 、もしくは SoundCloud、TIDAL、

Beatport Link 、および Beatsource Link (iOS) で利用可能な

トラックを選択できます)。 

 

djay では、SoundCloud 音楽ストリーミングサービスでトラック

を無料で利用することができます。 

 

 

 

オンライン音楽配信サービスを利用するには、インターネッ

トに接続している必要があります。また、有効なサブスクリ

プションが必要な場合があります。 

 



 

25 

デッキ 1 に読み込むトラックを選択するには: 

1. djay で  をタップするか、画面の左上にすでにロードさ

れているトラックのカバーアートをタップします。 

2. ドロップダウンメニューで音楽ソースを選択し、トラックを

選択します。 

3. トラックの再生を開始します。 

4. クロスフェーダーを左端まで動かします。 

デッキ 2 に読み込むトラックを選択するには: 

1. djay で  をタップするか、画面の右上にすでにロードさ

れているトラックのカバーアートをタップします。 

2. ドロップダウンメニューで音楽ソースを選択し、トラックを

選択します。 

3. トラックを一時停止します。 

 

 

djay がサポートする形式: MP3、WAV、Ogg、AAC。 

 

 

 

− なめらかなミックスを作成するには、BPM 値の近い (2 

つのトラック間の差が 4 BPM  以内が理想)、同じ音楽ジ

ャンルの 2 つのトラックを選択することをお勧めします。 

− トラックがデッキにロードされた際にトラックを自動的に

一時停止するには、djay の設定に移動します。General 

(一般) を選択してから、Song loading (曲の読み込み) を
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選択します。Play immediately (すぐに再生) を無効にし

ます。 

マニュアル同期 

1 つのトラックを別のトラックと同期させるには、次の手順を

実行します: 

− 現在のトラックの BPM の値に応じて、後続トラックの 

BPM の値を調整します。 

− 後続トラックのフェーズを再生中のトラックのフェーズに

合わせる。 

 

この同期、または beatmatching により、リズムを乱すことな

く、1 つのトラックから別のトラックにトランジションすることが

できます。これは、テンポフェーダーとジョグホイールを使っ

て手動で行うか、SYNC ボタンを使って自動的に行うことが

できます。 

 

 

 

− モニタリングシステムを使用して、2 つのトラック間のトラ

ンジションを準備します。 

− 2 つのトラックの詳細な波形を表示するには、djay  アプ

リを横向きで表示し、詳細な波形ボタン  をタップしま

す。 
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BPM を調整する 

後続トラックの 1 分間あたりの拍数を、現在のトラックの 1 

分間あたりの拍数が同じになるように調整すると、両方のト

ラックを同じ速度で再生できます。そうすることで、違和感の

ない自然なトラック間のトランジションが可能になります。 

 

各トラックの BPM の値が djay に表示されます: 

 

 

後続トラックの BPM を調整するには: 

  

1. 後続トラックに対応するテンポフェーダーを上に移動

して速度を上げたり、下に移動して速度を下げたりし

て、再生中のトラックと同じ BPM 値になるように調整

します。 
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両トラックの BPM の値が同一になりました。 

 

 

 

 

BPM を変更すると、トラックのキーが変わります。 djay で

トラックのキーを維持するには、キーロックボタン  をタッ

プします。すると音符アイコンが青色に変わります。 
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フェーズアライメント 

別のトラックがすでに再生されている状態でトラックの再生を

開始すると、2 つのトラックが完全に同期しないことがありま

す。そのような場合、両方のトラックの位相 (ビート) を合わ

せる必要があります。 

 

djay では 4 ビートのグリッドが表示され、トラックのビートを

確認できます。小節の最初のビート (主拍) は黄色の線で表

され、それに続くビート (中間拍) はそれぞれ白線で表されま

す。 
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後続トラックのフェーズを再生中のトラックのフェーズに合わ

せるには: 

 

1. 現在のトラックが終わる前に、後続トラックの再生を開

始します。 

後続トラックに対応したモニタリングボタンを押すことで、

後続トラックをモニタリングすることができます。 

2. トラックのフェーズが完全に揃っていない場合は、後続

トラックに対応するジョグホイールのリングを回して 2 つ

のトラックのフェーズを揃えます。 

2 つのトラックが揃うと、黄色の線が向かい合った状態

になります。 
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- ジョグホイールを回すときは、テンポフェーダーを動

かさないようにしてください: 動かすとトラックの BPM 

が変わってしまいます。 

- 後続トラックの小節の最初のビートを、現在のトラック

の小節の最初のビートと一致させるようにしてくださ

い。このテクニックは、「dropping on the One」として知

られています。 
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トランジション 

2 つのトラックを同期できたら、後続トラックをフェードインし、

現在のトラックをなめらかにフェードアウトする必要がありま

す。 

 

なめらかにトランジションするには: 

 

1. クロスフェーダーを片方の端からもう一方の端に徐々に

動かしながら、後続トラックのボリュームを上げ、再生中

のトラックのボリュームを下げていきます。 

クロスフェーダーが限界に達したとき、入力トラックのボ

リュームは最大レベル、出力トラックのボリュームは最

小レベルでなければなりません。 

2. 現在のトラックの再生を停止してから、後続トラックのデ

ッキに新しいトラックをロードします。 
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ミックスにパンチを加える 

ミックスにパンチを加える方法はいろいろあります。 

 

ホットキューポイント 

HOT CUE ポイントは、トラック内に設定できるマーカーです。

その場所からトラックを再生することができます。 

 

4 つの HOT CUE トラックごとにポイントを設定できます。djay 

アプリを閉じた場合でもポイントは保存されます。 

 

1. HOT CUE モードにアクセスするには、HOT CUE を押し

ます。HOT CUE ボタンのランプが点灯したままになりま

す。 

2. HOT CUE ポイントを設定するには、パッドを押します。 

3. トラックを HOT CUE ポイントから再生するには対応す

るパッドを押します。 

4. HOT CUE ポイントを削除するには、SHIFT  とパッドを

同時に押します。 

 

− HOT CUE ポイント有効: パッド点灯 

− HOT CUE ポイント無効: パッド消灯 
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HOT CUE ポイントを設定するには、トラックを再生している

デッキに対応するパフォーマンスパッドのみを使用できま

す。 

 

DJControl Mix および djay 内の HOT CUE ポイントの概要: 

デッキ 1 / デッキ 2 djay 

パッド 1 赤の三角形 

パッド 2 緑の三角形 

パッド 3 青の三角形 

パッド 4 オレンジの三角形 

 

djay では、次の 4 つの HOT CUE ポイントを追加で設定でき

ます。 

 

1. djay を横方向で表示します。 

2. FX/Loop/Cue/EQ ボタンをタップして、次に  をタッ

プします。 

3. Cue タブを選択します。 
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サンプル (SAMPLER) 

サンプルは、現在再生されているトラック上で再生される短

いサウンドで、1 回だけ再生することも、繰り返し再生するこ

ともできます。 

 

1. SAMPLER モードにアクセスするには、SAMPLER を押し

ます。 SAMPLER ボタンのランプは点灯したままです。 

2. サンプルを再生するにはパッドを押します。 

 

− サンプル再生中: パッド点灯 

− サンプル非再生中: パッド消灯 

 

 

 

サンプルを再生するには、両方のデッキのパフォーマンス

パッドを使用します。 

 

djay では、Essentials、Hip Hop Vol. 4 と House Bass の 3 つ

のサンプルパックを使用できます。 サンプルパックを変更す

るには、次の手順に従います: 

 

1. djay を横方向で表示します。 

2. Looper/Sampler ボタンをタップすると、Sampler パネル 

 にアクセスできます。 
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エフェクト (FX) 

エフェクトは、トラックのサウンドを変更するためにトラックに

適用されるフィルターまたはフィルターの組み合わせです (エ

コー、リバーブなど)。 

 

1. FX モードにアクセスするには、SHIFT  と HOT CUE を同

時に押します。HOT CUE ボタンが点滅します。 

2. エフェクトを適用するにはパッドを長押しします。 

3. FX モードを終了するには HOT CUE を押します。 

 

− エフェクト適用: パッド点灯 

− エフェクト適用なし: パッド消灯 

 

 

 

エフェクトを適用するには、トラックが再生されているデッ

キに対応したパフォーマンスパッドのみを使用できます。 

 

djay では、他のエフェクトを適用することができます: 

 

1. djay を横方向で表示します。 

2. FX/Loop/Cue/EQ ボタンをタップして、次に  をタップ

します。 
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ループ (LOOP) 

ループとは、トラックの一部を繰り返し再生することです。 

 

1. LOOP モードにアクセスするには、SHIFT  と SAMPLER 

を同時に押します。SAMPLER  ボタンが点滅します。 

2. ループを適用するにはパッドを押します。 

3. ループを無効にするには、対応するパッドを押します。 

4. LOOP モードを終了するには SAMPLER を押します。 

 

− ループ有効: パッド点灯 

− ループ無効: パッド消灯 

 

 

 

ループを適用するには、トラックが再生されているデッキ

に対応したパフォーマンスパッドのみを使用できます。 
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ループ長さ: 

デッキ 1 / デッキ 2 ループ 

パッド 1 1 ビート 

パッド 2 ½ ビート 

パッド 3 ¼ ビート 

パッド 4 ⅛ ビート 

 

djay では、他のループを適用することができます: 

 

1. djay を横方向で表示します。 

2. FX/Loop/Cue/EQ ボタンをタップして、次に  をタップ

します。 

 

スクラッチング 

スクラッチとは、ジョグホイールを回してトラックからサウンド

エフェクトを作り出すことです。 

 

1. SCRATCH 機能を有効にするには、VINYL ボタンを押し

ます。VINYL ボタンのランプが点灯したままになります。 

2. 人差し指をジョグホイールの上に置き、左右に小さくす

ばやく動かします。 

このスクラッチを何度も繰り返してリズムを作ることがで

きます。 
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フィルター 

トラックのフィルターと低音を調整することで、特定の周波数

を減衰させることができます。 

 

− フィルターを調整する (Bluetooth  ペアリングランプ非点

灯): 

o 高周波を減衰させる (ローパスフィルターまたはハ

イ カ ッ ト フ ィ ル タ ー ): フ ィ ル タ ー つ ま み 

(FILTER/BASS) を左に回します。 

o 低周波を減衰させる (ハイパスフィルターまたはロ

ー カ ッ ト フ ィ ル タ ー ): フ ィ ル タ ー つ ま み 

(FILTER/BASS) を右に回します。 

 

− 低音を調整する (Bluetooth ペアリングランプが点灯): 

o 低音を減らす:フィルターつまみ (FILTER/BASS) 

を左に回します。 

o 低音を増やす:フィルターつまみ (FILTER/BASS) 

を右に回します。 

 

djay では、フィルター、ゲイン、イコライザーを調整できます。 

 

1. djay を横方向で表示します。 

2. FX/Loop/Cue/EQ ボタンをタップし、  をタップします。  
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スタッターエフェクト 

Stutter (スタッター) 効果を作成するには、SHIFT を押したま

ま、再生/一時停止ボタンを連続して複数回押します。 この

ボタンの組み合わせにより、CUE ポイントから連続して複数

回再生を再開できます。 

 

スタッター効果を強くしたいほど、再生/一時停止ボタンを速

く押す必要があります。 

 

 

 

トラックに CUE ポイントがすでに設定されていることを確

認してください。 
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6. その他の役立つ情報 

DJ が使用するほとんどのトラックは、4/4 拍子 (小節に 4 分

音符が 4 つ) という同様のリズム構造を持っています。この

古典的な表記法は、1 小節に 4 分音符が 4 つ入るリズムで

あることを意味します。 

 

4 ビートの小節には、主拍 (DJ 用語では「the One」) が含ま

れ、その後に 3 つの 中間拍 が続きます。「the One」は小節

の最初のビートを示します。これは通常、DJ が 2 つめのトラ

ックの再生を開始するタイミングです。このミキシングテクニッ

クは「dropping on the One」として知られており、後続トラック

の小節の最初のビートを、現在のトラックの小節の最初のビ

ートに合わせる作業になります。 

 

 

 

トラックのスピード (テンポ) を測定するために使用される単

位が BPM (Beats Per Minute) です。これは、1 分間にこの数

のビートが含まれるという意味です。したがって、BPM 値が

高いほど、トラックのスピードは速くなります。逆に、BPM 値

が低いほど、トラックは遅くなります。  

バーライン 

バー “the One” ビート 
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以下は、さまざまなスタイルの音楽の典型的な BPM 値です: 

− Drum and bass: 160～190 BPM 

− House: 124～130 BPM 

− Hip hop: 80～100 BPM 

− Dubstep: 約 140 BPM  
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7. 追加リソース 

弊社 YouTube チャンネル*の Phil Harris による 5 つのチュート

リアル:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvBPf5gwVxRNStKml

3ZzZdEF-lbllIft7 

 

djay マニュアル: 

https://support.hercules.com/product/djcontrolmix/ 

 

djay テクニカルサポートおよびオンラインヘルプ*: 

https://help.algoriddim.com/hc/ 

 

無料でダウンロードできるロイヤリティフリーの音楽トラック**: 

https://www.hercules.com/music/ 

 

DJ Academy  (提供: Hercules**): 

https://www.hercules.com/dj-academy/  

 

Hercules DJ 用語集**: 

https://www.hercules.com/dj/glossary/  

 

*英語版のみ 

** 英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、イタリア語、スペイ

ン語、ポルトガル語、簡体字中国語、および繁体字中国語版の

み。  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvBPf5gwVxRNStKml3ZzZdEF-lbllIft7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvBPf5gwVxRNStKml3ZzZdEF-lbllIft7
https://support.hercules.com/product/djcontrolmix/
https://help.algoriddim.com/hc/
https://www.hercules.com/music/
https://www.hercules.com/dj-academy/
https://www.hercules.com/dj/glossary/
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8. FAQ 

1.  ヘッドフォンから音が出ない 

− 有線ヘッドフォンを使用している場合は、ヘッドフォンが

スピーカー/ヘッドフォン DJ スプリッターケーブルの緑

色の出力に正しく接続されていることを確認してください。 

− Bluetooth ヘッドフォンを使用している場合は、ヘッドフ

ォンがスマートフォンまたはタブレットに正しく接続され

ていることを確認してください。 

− ヘッドフォンのボリュームが 0 になっていないことを確

認してください。 

− モニタリングの設定を確認してください。デフォルトでは、

アプリの初回起動時に 2 台のバーチャルデッキのモニ

タリングが有効になっています。その後、いずれかのデ

ッキだけをモニタリングするか、ヘッドフォンでマスター

出力を聴くかを選択することができます。 

− djay で、次に再生されるトラックをモニタリングしたい場

合は、Split output – Enable split output for pre-cueing 

with audio adapter (分割出力を有効にする – オーディ

オアダプターを使用したプリキューの分割出力を有効に

する) オプションが有効になっていることを確認してくだ

さい。 
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2.  スピーカーから音が出ない 

− 有線スピーカーを使用している場合は、スピーカー/ヘ

ッドフォン DJ スプリッターケーブルの黒の出力に、スピ

ーカーが正しく接続されていることを確認してください。 

− Bluetooth スピーカーを使用している場合は、スピーカ

ーがスマートフォンまたはタブレットに正しく接続されて

いることを確認してください。 

− スピーカーのボリュームが 0 になっていないことを確認

してください。 

− モニタリングの設定を確認してください。デフォルトでは、

アプリの初回起動時に 2 台のバーチャルデッキのモニ

タリングが有効になっています。その後、いずれかのデ

ッキだけをモニタリングするか、ヘッドフォンでマスター

出力を聴くかを選択することができます。 

− djay で、次に再生されるトラックをモニタリングしたい場

合は、Split output – Enable split output for pre-cueing 

with audio adapter (分割出力を有効にする – オーディ

オアダプターを使用したプリキューの分割出力を有効に

する) オプションが有効になっていることを確認してくだ

さい。 
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3.  ヘッドフォンやスピーカーから音が出ない。 

− djay の設定で、Split output – Enable split output for 

pre-cueing with audio adapter (分割出力を有効にする 

– オーディオアダプターを使用したプリキューの分割出

力を有効にする) オプションが有効になっていることを

確認してください。 

− ヘッドフォンとスピーカーのボリュームが 0 になっていな

いことを確認してください。 

 

4.  コントローラーの電源が入らない 

− コントローラーが外部バッテリー*または電源アダプター

*の USB ケーブルに正しく接続されていることを確認し

てください。 

− 外部バッテリーが充電されていることを確認してください。 

− 外部バッテリーを使用している場合は、外付けバッテリ

ーの電源ボタンを 2 回押してください。 

 

*付属していません 
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5.  有線スピーカー/有線ヘッドフォンを使用

したいのですが、スマートフォン/タブレット

にヘッドフォン出力がありません 

お使いスマートフォンまたはタブレットに 3.5mm ステレオミニ

ジャックのヘッドフォン出力がない場合は、アダプター (デー

タポート→ 3.5mm ステレオミニジャック) をデバイスのデータ

ポートに接続してください。例: 

− Apple Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter 

(Apple MMX62AM) 

− Samsung USB-C to 3.5mm Headphone Jack 

Adapter (Samsung EE-UC10JUWEGUS) 

− Belkin RockStar アダプターを使うと、スマートフォンやタ

ブレットに充電器を接続しながら、デバイスのオーディ

オを同時に再生することができます。 

o 3.5mm Audio + Charge RockStar Lightning 

Adapter (Belkin F8J212btWHT) 

o RockStar 3.5mm Audio + USB-C Charge 

Adapter (Belkin NPA004btBK) 
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6.  Bluetooth スピーカーや Bluetooth ヘッド

フォンで遅延 (ディレイ) して再生されます。

どうすればいいですか？ 

Bluetooth オーディオテクノロジーを使用する場合は、常にあ

る程度の遅延が発生します。これを回避するには、スマート

フォンやタブレットのヘッドフォン出力に接続するか、ヘッドフ

ォン出力アダプターに接続して、有線接続でスピーカーやヘ

ッドフォンを使用することをお勧めします。 

Bluetooth スピーカーの多くは、有線接続の場合でも遅延が

発生します。Bluetooth 機能を搭載していないマルチメディア

スピーカーの場合は遅延はありません。 

 

7.  スマートフォンまたはタブレットの画面が

オフになるたびに、DJControl Mix を再度

ペアリングする必要があります。これは正

常ですか？ 

はい: これは、アプリでのペアリングに使用される Bluetooth 

LE テクノロジーの仕組みによるものです。スマートフォンま

た は タ ブ レ ッ ト の 画 面 が オ フ に な る た び に 、 djay と の 

Bluetooth 接続が失われるため、ペアリング手順をやり直す

必要があります。 
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テクニカルサポート 

https://support.hercules.com 

https://support.hercules.com/
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このマニュアルのいかなる部分も、復元システムへのコピー、配信、転送、転

写、 保存、その他の人間またはコンピュータの言語への翻訳を行うことは禁

止します。 これは、電子的、機械的、電磁的、手動的その他のいかなる方法

においても、 Guillemot Corporation S.A. による事前の許可なく行うことはでき

ません。 
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