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Juggler

製品の特徴

この度はZERO88製ライティングコンソール「Juggler」 をお買い上
げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使
用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して

下さい。

Juggler は19 インチラックマウントのマニュアルライティングコ
ントロールデスクです。チャンネルフェーダーは2 つのプリセット
フェードレイアウトになっており、クロスフェードを容易にしていま
す。フェードタイムのコントロールはスムースフェードにより最大
5 分を設定することができます。プログラムに関してはメモリー可
能で各メモリーのステップは最大99 ステップまで作成が出来ます。
メモリーのプレイバックはマニュアル、オートマチックのいずれか
を選択出来ます。学校やレンタルスペース等の簡単的に設備に最
適なモデルです。

・　24ch ライティングコンソール　
・　2 プリセットマニュアルコントロール
・　ワイドモード　・　12/24 チャンネル　
・　フラッシュボタン
・　12 シーケンス99 ステップ　
・　19” ラックマウント　・　フェードタイマー
・　スピードコントロール
・　非常になめらかなクロスフェード
・　グランド・マスター
・　外部電源サプライ
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安全上のご注意
ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に

ふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。

警告 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル
電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあり
ます。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分に
ご注意ください。

異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。

付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因と
なります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または
発売元にご相談ください。

電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に
曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せ
ない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご
相談ください。

この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してくださ
い。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等から
はなして設置してください。

設置

水に注意
この機器の上に、液体のはいったものを置かない。また、浴
室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出
なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電
源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

注意 「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載
しています。

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かなら
ずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かなら
ず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあ
ります。

この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをす
べて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。

この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場
合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微
電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電
源プラグをコンセントから抜いてください。

直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、
極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、
また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。

不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があり
ます。

スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

電源 / 電源ケーブル

設置

異常に気付いたら

レーザー



Product Manual 3

ZERO88 JUGGLER

フロントパネル

リアパネル

フロントパネル

1. プリセット A フェーダー
2. プリセット B フェーダー
3. サブマスター
4. フェードタイム
5. プリセットコントロール
6.A マスターフェーダー
7.B マスターフェーダー
8. モードボタン
9. フラッシュボタン
10. シーケンススピード
11. グランドマスターフェーダー
12. シーケンスマスターフェーダー
13. シーケンスボタン
14.7 セグメント LED
15.UP ボタン
16.DOWN ボタン
17. シフトボタン

リアパネル

1.EXT PSU 電源ケーブル入力
2.DMX OUT(5 ピンオス )

各部の名称
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プリセットオペレーション
イントロダクション

Juggler には 2 つの 12 プリセットチャンネルでコントロールする「２プリセットモード」と、シング
ル 24 チャンネルでコントロールする「ワイドモード」という２つのプリセットモードがあります。

「２プリセットモード」では、プリセット A とプリセット B にシーンを分けて作成し、A マスターと B
マスターフェーダーによるシーン間のクロスフェードが可能になります。

「ワイドモード」では、プリセット A とプリセット B フェーダープリセットコントロールボタンに一時
的に保存されます。一度保存された異なるシーンは、プリセット A とプリセット B フェーダーでセッ
トアップできます。プリセットフェーダー上のシーンと保存されたシーンの間を A マスターと B マス
ターフェーダーでクロスフェードします。

マニュアルフェード

フェードタイムを手動で制御します。シーンのセットアップに
プリセット A フェーダーを使用し、異なるシーンをプリセッ
ト B フェーダーに設定します。
A マスターを最大にし、B マスターをゼロにします。
プリセット B 上のシーンにクロスフェードするには、A マス
ターをゼロにし、同時に B マスターを最大にします。シーン
転換のタイミングを手動でコントロールすることができます。
２つのマスターフェーダーの動きは、縦に並んだプリセット B
のフェードイン及びプリセット A のフェードアウトと同じで
す。
プリセット A 上の新しいシーンは、出力に影響を及ぼさずに
設定できます。プリセット A の新しいシーンへクロスフェー
ドするには、A マスターを最大にし、同時に B マスターを 0 に
します。２つのマスターフェーダーの動きは、縦に並んだプリ
セット A のフェードイン及びプリセット B のフェードアウト
と同じです。

フラッシュチャンネル

フラッシュ機能をオンにします。（FLASH ボタンの LED ON）
各チャンネルフラッシュボタンを長押しします。チャンネルは
グランド・マスター上のシーンのレベル設定に追加されます。
チャンネルフラッシュボタンを離します。チャンネルは一つ前
のレベルに戻ります。

2 プリセットオペレーション

プリセット A とプリセット B フェーダー、A マスターと B マ
スターフェーダーとグランドマスターフェーダーで出力をコン
トロールします。フェードタイムはシーン間のクロスフェード
タイムで決定されます。

シーンの出力

プリセット A からの出力
プリセット A フェーダーの各チャンネルを求めるレベルに設
定します。A マスターフェーダーを最大にし、B マスターフェー
ダーを 0 に設定します。

プリセット B からの出力
プリセット B フェーダーの各チャンネルを求めるレベルに設
定します。B マスターフェーダーを最大にし、A マスターフェー
ダーを 0 に設定します。

タイムクロスフェード

A マスターと B マスターフェーダーをゼロにします。プリセッ
ト A フェーダーにシーンを作り、異なるシーンをプリセット B
フェーダーに作成します。
フェードタイムコントロールノブを求める時間の長さに設定し
て下さい。
素早く A マスターフェーダーを最大にします。
プリセット A フェーダー上のシーンはフェードインとライブ
出力します。フェードから完了までのフェードタイムは、「FADE 
TIME」コントロールにより決定します。
プリセット B 上のシーンにクロスフェードするには、A マス
ターフェーダーを素早くゼロに動かし、B マスターフェーダー
を最大にします。プリセット B 上のシーンはフェードインし、
プリセット A 上のシーンは任意のフェードタイムでフェード
アウトします。クロスフェードしている間、プリセットコント
ロールボタンの LED が点滅します。フェードが完了すると消
えます。
プリセット A 上の新しいシーンは出力に影響を与えずにセッ
トアップすることができます。
プリセット A 上のシーンにクロスフェードするには、A マス
ターフェーダーを素早く最大に動かし、B マスターフェーダー
をゼロにします。プリセット A 上のシーンはフェードインし、
プリセット B 上のシーンは任意のフェードタイムでフェード
アウトします。
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手動フェード及びタイムフェード

プリセットフェーダーと保存されたシーンの上でのクロス
フェードは、A マスターフェーダーと B マスターフェーダーの
縦列の動きにより成すことができます。
フェードタイム・コントロールをマニュアルに設定している場
合、クロスフェードタイムは A マスターと B マスターフェー
ダーの動きによりスピードが決定されます。オペレーターがダ
イレクトにシーンチェンジをするのに適しています。
フェードタイムコントロールがマニュアルではない場合、ク
ロスフェードタイムはフロントパネルに表示されます。A と B
マスターフェーダーを使いタイムクロスフェードしている間、
LED はプリセットコントロールボタン上で点滅します。

フラッシュチャンネル

フラッシュボタンを使用したフラッシュモードは以下の通り
フラッシュボタンの LED 点灯なし　ー　チャンネルフラッシュ
ボタン OFF
フラッシュボタンの LED 点灯あり　ー　チャンネルフラッシュ
1-12ch
フラッシュボタンの LED 点滅　ー　チャンネルフラッシュ 13-
24ch
各チャンネルフラッシュボタンを長押ししてください。チャン
ネルはグランドマスター上のシーンに追加されます。チャンネ
ルフラッシュボタンを離すとチャンネルは元のレベルに戻りま
す。

シーンの出力と保存

ワイドモードで卓を起動します。始めにワイドモードに入る
か、再度ワイドモードに入ります。プリセットフェーダーは A
マスターにアサインされ、保存したシーンは B マスターにア
サインされます。プリセットコントロールボタンの表示が (A
フェーダー B ストアド ) を指します。

A マスターとグランドマスターフェーダーを最大に設定し、B
マスターフェーダーをゼロにします。
プリセットコントロールボタンの表示を A フェーダー B スト
アドで確立します。プリセット A フェーダーとプリセット B
フェーダーを使用してセットアップします。作成されたシーン
が出力されます。

ワイドモードオペレーション

ワイドモードでは、24 チャンネルワイドから 2 つのシーンの
クロスフェードまたは 2 つのシーンの結合ができます。

A シ ー ン は プ リ セ ッ ト A(1-12ch) と プ リ セ ッ ト B(13-24ch)
フェーダーを使用して設定します。シーンは一時的にプリセッ
トコントロールボタンに保存されます。
2 つ目のシーンはプリセット A とプリセット B フェーダー上に
設定できます。A マスタと B マスターフェーダーにより 2 つの
シーン間をクロスフェードできます。
プリセットコントロールボタンは、マスターフェーダーが持つ
プリセットチャンネルフェーダーと保存されたシーンの制御に
使用します。

グランドマスターは最終的な出力レベルのコントロールに使用
します。フェードタイム・コントロールは 2 つのシーン間の
クロスフェードタイムの設定に使用します。
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イントロダクション

シーケンスは 99 ステート以上のシリーズがあり卓上に保存さ
れ、またシーケンスによるプレイバックが可能です。Juggler
上に 12 以上のシーケンスをプログラミングして保存すること
ができます。
一度にプレイバックできるシーケンスは一つだけです。シーケ
ンスは手動または自動でプレイバックすることができます。ス
テップ間の乗り換えはスナップやフェードから可能です。
シーケンスマスターフェーダーはシーケンスの最大出力をコン
トロールします。

シーケンスボタンの LED の表示は以下のモードを示します。
消灯 = シーケンスなし
点灯 = プログラムモード
点滅 = プレイバックモード
7 セグディスプレイはシーケンス内の選択されたステップナン
バーを表示します。
シーケンスナンバーを表示している時に SHIFT キーを長押しし
た場合、UP/DOWN ボタンはシーケンスやステップナンバーの
移動に使用されます。
7 セグディスプレイに「_( アンダーバー )」が表示されシーケ
ンスが出力されない場合は、卓はパワードです。

シーケンスのエディット

シーケンスボタンを 2 秒間押してプログラムモードに入りま
す。シーケンスボタン上の LED が点灯します。
シフトボタンを押しながら、UP/DOWN キーを押しエディット
したいシーケンスナンバーを呼び出します。シフトボタンを離
します。7 セグディスプレイにステップナンバーが表示されま
す。
UP/DOWN ボタンを押し、ステップナンバーを選択してくださ
い。
新しいステップをプログラムするには、プリセット A とプリ
セット B フェーダーを使用します。シーケンスボタンを押し、
ステップのプログラムをします。
プログラムされたステップをエディットするには、プリセット
A とプリセット B フェーダーを使用し任意の出力レベルに設定
します。プリセットチャンネルフェーダーは、プログラムされ
たレベルの前に動かしましょう。シーケンスボタンを押しス
テップをリプログラムします。
ステップをクリアするには、シフトボタンを押しながらシーケ
ンスボタン押します。
シーケンス内の全てのステップをクリアするには、シフトを押
しながら、シーケンスボタンを 2 秒間押します。

シーケンスのプログラミング

プログラムモードに入るには、シーケンスボタンを 2 秒間押
して下さい。シーケンスボタンに LED が点灯します。
シフトボタンを押しながら、UP/DOWN ボタンを押して任意の
シーケンスナンバーを呼び出します (1-12)。シフトボタンを離
すと、7 セグディスプレイはステップナンバーを表示します。
プリセット A とプリセット B フェーダーを使用して、ステッ
プの出力レベルを選びます。シーケンスボタンを押して、選択
したステップをプログラムします。選択されたステップは自動
的に増大する / 次のステップとシーケンスボタン内の LED は
瞬間的に点滅してプログラムされたことを示します。
上記の作業を繰り返し、シーケンス内の各ステップをプログラ
ムしてください。シーケンススピードとフェードタイムを任意
のスピードにしてください。プログラムモードを出るには、シー
ケンスボタンを 2 秒間押して下さい。プレイバックモードに
戻ります。

ノート

シーケンスのプログラミングと編集
12 のシーケンスのうち一つを選ぶには、
シフトボタンを押しながら UP/DOWN ボタンを押す
又は、シフトボタンを押しながら、チャンネルフラッシュボタ
ンの一つを押します。
シフトボタンを押しながら、UP/DOWN ボタンを同時に押すこ
とでシーケンス１を選択します。

選択されたシーケンスが、プログラムされていない場合シーケ
ンスナンバーの後にドットが表示されます。
99 ステップのうちいくつかは、UP/DOWN ボタンにより選択
して使用できます。
UP/DOWN ボタンと一緒にステップ１を選択します。
選択されたステップが、プログラムされていない場合ステップ
ナンバーの後にドットが表示されます。
プログラムされていないステップについて、プリセットチャン
ネルフェーダーが即可動します。
プログラムされたステップについて、プログラムされたレベル
は出力し、プリセットチャンネルフェーダーはそれらが稼働刷
る前にプログラムされたレベルに動かしましょう。

シーケンス
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シーケンスのプレイバック

プログラムされたシーケンスのプレイバック（再生）の最もシ
ンプルな道はシフトボタンを押しながらチャンネルフラッシュ
ボタンを押し、シーケンスナンバー (1-12) と一致させます。
シーケンススピードをマニュアルに戻し、シーケンスボタンを
押すことでプレイバックモードに入ることができます。最後に
選択されたシーケンスが再生されます。異なるシーケンスを選
択して出力するには、シフトキーを押しながら UP/DOWN キー
を使って任意のシーケンスナンバーを呼び出します。フェード
タイムとシーケンススピードコントロールは、選択されたシー
ケンスが出力されるのは下記の通りです。シーケンスボタンを
2 秒間押しシーケンスを停止します。

オートマティックプレイバック

シーケンススピードを自動でプレイバックします。
フェードタイムコントロールはステップからプログラムされた
フェードやレベルを出力するかどうかを決定します。

マニュアルプレイバック

手動でシーケンススピードをコントロールします。
UP/DOWN ボタンを押し、出力したいステップを選択します。(7
セグディスプレイにことなるシーケンスが表示されている場
合。)
シーケンスボタン押し、選択したステップを出力します。選択
されたステップは自動的に次のプログラムされたステップにな
ります。
フェードタイムコントロールはスナップからプログラムされた
フェードやレベルを出力するかどうかを決定します。

ノート

シーケンスのない状態が出力されている場合、７セグディスプ
レイは「_ _」( アンダーバー x2) を表示します。これは卓に電
源が入っていることを示します。
プログラムされたシーケンスに限り、選択して出力することが
できます。
マニュアルプレイバックでは、プログラムされたステップのみ
選択することができます。
UP/DOWN ボタンを押すことでシーケンス内の選択されたス
テップから最初のプログラムされたステップを一緒にリセット
します。
ステップナンバーのあとにドットが表示されていたら、選択さ
れたステップが現在のステップです。
全てのプログラムされた 24 チャンネルは、ワイド設定に関わ
らず再生されます。プログラムされた時に、シーケンススピー
ドとフェードタイムコントロールの設定はシーケンスに保存さ
れますが、シーケンスをプレイバックしながら上書きすること
ができます。コントロールはそれらが稼働する前に保存された
設定の位置に動かしておきましょう。

SHIFT+↑↓キー

シーケンス 01

シーケンス 02

シーケンス 03

シーケンス 04

シーケンス 05

シーケンス 06

シーケンス 07

シーケンス 08

シーケンス 09

シーケンス 10

シーケンス 11

シーケンス 12

↑↓キー

ステップ 01〜ステップ9 9

ステップ 01〜ステップ9 9

ステップ 01〜ステップ9 9

ステップ 01〜ステップ9 9

ステップ 01〜ステップ9 9

ステップ 01〜ステップ9 9

ステップ 01〜ステップ9 9

ステップ 01〜ステップ9 9

ステップ 01〜ステップ9 9

ステップ 01〜ステップ9 9

ステップ 01〜ステップ9 9

ステップ 01〜ステップ9 9
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この取扱説明書は、IDE コーポーレーション有限会社が制作しています。
発売元：IDE コーポレーション有限会社
〒 530-0015　大阪市北区中崎西 1-1-24

スペック

・　電源：AC100-240V 50/60Hz
・　寸法：HWD 88 x 483 x 266mm　
・　重量：4.5 Kg
・　電源サプライ；インライントランスフォーマー , CEE22 入力 , 4 pin XLR 出力
・　コントロールチャンネル：24　
・　チャンネルフェーダー : 24
・　フラッシュボタン：12　
・　プリセットマスターフェーダー：2
・　フェードタイムコントロール：1　
・　シーケンススピードコントロール：1
・　シーケンスマスターフェーダー：1　
・　グランドマスターフェーダー：1
・　シーケンス / ステップ表示器：2(7 セグディスプレイ )
・　DMX 出力：1 ユニバース　1-24ch XLR5 メスレセプタクル
・　動作環境 5℃～ 40℃ 湿度 50% ～ 95％ 結露厳禁
・　DMX 出力：5 ピンメス XLR
・　DMXch： 24ch
・　DMX-RDM ハードウェア対応

スペック

Pin Power
1 0V
2 +5V DC @ 4A
3 +12V DC @ 0.5A
4 Not Connection
Shell GND

Pin DMX 出力
1 Signal Ground (0V)
2 DMX Drive Complement (1-)
3 DMX Drive True (1+)
4 Not Connected
5 Not Connected


