USB マルチトラック オーディオインターフェース
拡張カードで Pro Tools | HDX と適合
英Prism Media Products社「Titan（タイタン）」は、Prism Soundの比類のない音質、
定評のあるパフォーマンス、最先端のクロック技術を提供します。
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 それ以降、Mac OS X 10.5 以降に対応します。

・Multichannel Digital Input and Output（MDIO）拡張カードスロット
→ Pro Tools | HDX カード 8ch I/O
・8 x アナログ入力
→ マイク、ライン、インストゥルメント入力
→ ファンタム電源、ハイパスフィルタ、-20dbパッド、MSマトリクス
→ 全入力にPrism Sound Overkiller ソフトクリッピングリミッター
→ フォノ入力のためのRIAAディエンファシスフィルター
・8 x アナログライン出力
・SPDIF / AES入出力
→ 入出力部にSRC、出力部にPrism Sound SNS ノイズシェーピング
・ADAT 入出力（SMUX 対応）
・ワードクロック入出力（256 x clock出力可能）
→ Prism Sound “CleverClox” 2段階DPLL回路を用いた ”state-of-the-art” クロック生成
・192kHz / 24bit
・低レイテンシー内部ミキサー、ルーティングマトリクス
・スタンドアローン動作可能
・サラウンドモニタリング（5.1Ch, 7.1Ch）

MDIO 拡張カードスロット Pro Tools | HDXカード 8ch I/O

<製品仕様>

Titan, Atlasは拡張カードスロットを有し、Pro Tools | HDX カードが挿入できます。
これにより、Titan, AtlasとPro Tools | HDX, HD Nativeとの直接接続が可能です。

<OS>
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 またはそれ以降
（32bitもしくは64bit）
（ASIO対応）
Mac OS X 10.5 またはそれ以降
（Core Audioデバイスとして動作）

また、最大4台を2台のHD I/Oとしてエミュレートし、
8ch I/O x 4 = 最大32ch I/Oとして使用できます。
加えて総合的なミキシング、
ルーティング機能を持ち、

<USB> USB2.0, USB Audio Class 2.0

コントロールアプリで内部ミキサーを操作できます。

<サイズ>

出力はDAWダイレクト出力
（この場合、
内部ミキサーの機能はオフになります）、

テーブルトップ
（脚を含む）
：440mm
（W）x 50mm
（H）x 290mm
（D）

もしくは内部ミキサー経由かを選択可能です。

<重量> 3.7kg

内部ミキサー経由での出力は非常に低レイテンシーで、

<電源> 90 - 250 VAC, 50 / 60Hz, 35W
<ヒューズ> 0.5A
（T）
, 20mm, セラミック

スタンドアローン動作も可能です。

<マイクプリ部>

またRIAAディエンファシスフィルターを持ち、フォノ入力にも対応します。

入力インピーダンス：5.5kΩ
ゲイン調節：10dB から65dB を1dB ステップで
（0dBFS = -56dBu to -1dBu）
THD+N：+10dB 時、
-0.1dBFSにて-108dB
（0.00040%）

アナログ入力（8Ch）
：
・2 x マイク
（XLR）/ インストゥルメント
（TS）/ ライン
（TRS）切替

<インストゥルメント入力部>

切替
・2 x マイク
（XLR）/ ライン（TRS）

入力インピーダンス：1MΩ
ゲイン調節：10dB から65dB を1dB ステップで(0dBFS = -38dBu to 17dBu)
<ライン入力部>
+4dBu
（0dBFS = +18dBu）/ -10dBV
（0dBFS = +6dBu）
切替
入力インピーダンス：14.5kΩ

・4 x ライン入力（TRS）
アナログ出力
（8Ch）
：
・8 x ライン（TRS）
・2 x ステレオヘッドホン（TRS）

THD+N：-111dB
（0.00028%, -0.1dBFS）
ダイナミックレンジ：116dB
（-60dBFS）
<ライン出力部>
+4dBu
（0dBFS = +18dBu）/ -10dBV
（0dBFS = +6dBu）
切替
出力インピーダンス：バランス接続時100Ω、
アンバランス接続時50Ω
THD+N：-106dB
（0.00050%, -0.1dBFS）

＊バランス / アンバランス出力の対応は自動的に行われます。
（ ”Bootstrapping” 機能）
デジタル入出力：

ダイナミックレンジ：115dB
（-60dBFS）

・1 x ステレオ S/PDIF / AES3（同梱変換アダプターを用いて）入出力（RCA）

<サンプリング周波数>

・1 x ステレオ S/PDIF / 8Ch ADAT / 4Ch ADAT（S/MUX）
入出力（TOSLINK）

44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz

・1 x MDIO 拡張カードスロット（Pro Tools | HDXカード）

<デジタル入出力>
SPDIF
（2 channel）
：44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
ADAT
（8 channel）
：44.1, 48kHz
ADAT
（S/MUX）
（4 channel）
：88.2, 96kHz
<量子化ビットレート> 16 / 24bit

クロック入出力：
・1 x ワードクロック入力（BNC）
・1 x ワードクロック出力（256 x clock出力可能）
（BNC）

ご購入はこちらから

Prism Media Products
日本総輸入代理店

ミックスウェーブ株式会社

〒154-0014

TEL: 03-6804-1681
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FAX: 03-5450-8201
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