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■はじめに
このたびは DPA.Microphones.d:fine™ ヘッドセット・マイクロ
ホンをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用
いただく前に必ず本書をお読みいただき、内容をよくご理解さ
れた上で正しくお使いください。またお読みになったあとは、保
証書と一緒にいつでも見られるところに保管してください。

■本書について
本書では、d:fine™88、d:fine™66、d:fine™ 単一指向性、d:fine™
無指向性ヘッドセット・マイクロホンについて説明しています。製
品は、以下のようにマイクカプセル部で見分けることができます。

■取扱いの注意点
d:fine™ シリーズは、湿気に強い構造になっています。しかし水
や液体、化学薬品などは故障の原因となる場合がありますので、
マイクロホンのカプセル部に直接付着しないようご注意くださ
い。ケーブルにテープ跡や接着剤、メイクアップなどの汚れが付
着した場合には、有機油 (Organic.Oil）、またはぬるま湯程度
の蒸留水でケーブルを優しくこすってください。

また万が一故障した場合は、故障したパーツを単品でご購入い
ただき、交換してご使用いただくこともできます。本取扱説明書
に記載されているパーツ型番をご参照ください。

d:fine66™（無指向性）d:fine88™（単一指向性）

d:fine™（無指向性）d:fine™（単一指向性）

＊ポップスクリーンを外した状態 ＊ミニチュアグリッド・
ソフトブースト装着時

※d:fine 単一指向性とd:fine 無指向性のマイクロホンは見た目で判別でき
ないため、カプセル部の刻印で区別しています。無指向性は 、単一指
向性は です。



3

■装着方法
①. イヤーフックを耳に掛けます。

②. 突起部分を耳たぶ下のくぼみに合わせて固定します。

③. クリップを衣服に固定します。ケーブルが引っ張られてマイクロ
ホンに負荷がかかるのを防ぎます。特にシングルイヤーモデル
では、装着の安定性を確
保するために必ずクリッ
プをご使用ください。

下記 QRコードから
装着方法の動画をご
覧いただけます。

間違った装着方法
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■調整方法
●ブーム長の調節
イヤーフックとの結合部分を前後にスライドさせてブームの長さ
を調整できます。

●ヘッドバンドサイズの調整
デュアルイヤーモデルの場合はヘッドバンド部のワイヤーを伸縮
させて頭部のサイズに合わせます。下記図の赤丸に示す金具を
つまんで伸縮させます。

●左右どちらにも対応
ブームを回転させることで左右どちらにも対応します。デュアルイ
ヤーモデルは、左右両方のイヤーフックを 90 度回転させてください。
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●ブームの角度調節
ブームは、優しく曲げて角度を微調整できます。
※力の入れすぎにご注意ください。

装着位置について
無指向性マイクロホンは全方向からの収音が可能で一般的
には頬のあたりに装着します。単一指向性マイクロホンは口
元から 2～.3cm.横に装着するとポップノイズが発生しにく
く、解像度の高い音質で収音できます。
※口の正面に固定すると吹かれやポップノイズの原因となりますので
ご注意ください。
下記写真の女性のように、無指向性マイクロホンは頬の付近
でも十分に収音が可能です。マイクロホン本体を目立たせた
くない場合は、ショートブームモデルをお勧めします。右側の
男性は単一指向性マイクロホンを口の真横に装着しています。
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■マイクブームの交換方法
マイクブームは以下の手順で交換することができます。

①ロッキングキャップをスライドして外します。

②ブームをつまんでまっすぐに引っ張ります。

③新しいブームを差し込みます。

④ロッキングキャップをスライドしてかぶせます。
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■イヤーフックの交換方法
イヤーフックは以下の手順で交換することができます。

①イヤーフックとブーム部分をつまんで左右にスライドします。

②イヤーフック部を完全に取り外し、ブームとケーブルだけにします。

③シングルイヤーフックを矢印の方向からスライドします。
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▼シングルイヤー・モデル

③マイクブーム

④マイクケーブルロッキングキャップ

②シングル・イヤーフック

①デュアルイヤー・ヘッドバンド

汗止め

④マイクケーブルロッキングキャップ

③マイクブーム
汗止め

d:fine™88

▼デュアルイヤー・モデル

■ d:fine™88 各部の名称
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色

①デュアルイヤー・ヘッドバンド

ベージュ HE2F12 HE2F8

黒 HE2B12 HE2B8

茶 HE2C12 HE2C8

色

②シングル・イヤーフック ④マイクケーブル

ベージュ HEF12 CH16F00

黒 HEB12 CH16B00

茶 HEC12 CH16C00

色

③マイクブーム (120mm) ③マイクブーム (100mm)

ベージュ MMBD88F120 MMBD88F100

黒 MMBD88B120 MMBD88B100

茶 MMBD88C120 MMBD88C100

▼通常サイズ ▼スモールサイズ

d:fine™88

■ d:fine™88 パーツ型番
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色

ポップスクリーン クロージングクリップ

ベージュ DUA0575 －

黒 DUA0574 DMM0519

茶 DUA0576 －

色

ストレインリリーフ ウインドスクリーン

ベージュ DUA0532F DUA0567

黒 DUA0532B DUA0560

茶 － DUA0568

■ d:fine™88 パーツ型番

d:fine™88

●メイクアップカバー
型番：DUA0591
マイクロホンを装着した後、メ
イクをする際にマイクを保護し
ます。

●ウインドスクリーン
型番：DUA0570
8 色×各1個

●識別リング
複数の d:fine™ ヘッドセットマイ
クロホンを同時に使用する場合
は、付属の識別リングが有効です。

※5 個入 ※5 個入

※5 個入※5 個入

※5 個入
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d:fine™88

■ポップスクリーンについて
d:fine™88 にはポップノイズを軽減するポップスクリーンが付属
しています。出荷時には、マイクカプセルの上にポップスクリー
ンとウインドスクリーンが装着されています。

←×

←○

ポップスクリーンを取り外す際は、ポップス
クリーンの付け根部分を持ってまっすぐ引っ
張ります。グリル部分を持って引っ張ると破
損の原因となりますのでご注意ください。

出荷時の状態
ポップスクリーンとウイン
ドスクリーンを装着してい
ます。

ポップスクリーンのみ装着

マイクカプセルのみ
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▼シングルイヤー・モデル

③マイクブーム

④マイクケーブルロッキングキャップ

②シングル・イヤーフック

①デュアルイヤー・ヘッドバンド

汗止め

④マイクケーブルロッキングキャップ

③マイクブーム
汗止め

d:fine™66

▼デュアルイヤー・モデル

■ d:fine™66 各部の名称
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色

①デュアルイヤー・ヘッドバンド

ベージュ HE2F12 HE2F8

黒 HE2B12 HE2B8

茶 HE2C12 HE2C8

色

②シングル・イヤーフック ④マイクケーブル

ベージュ HEF12 CH16F00

黒 HEB12 CH16B00

茶 HEC12 CH16C00

色

③マイクブーム (110mm) ③マイクブーム (90mm)

ベージュ MMBO66F110 MMBO66F90

黒 MMBO66B110 MMBO66B90

茶 MMBO66C110 MMBO66C90

▼通常サイズ ▼スモールサイズ

d:fine™66

■ d:fine™66 パーツ型番
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色

ミニチュアグリッド
ソフトブースト

クロージングクリップ

ベージュ DUA6003 －

黒 DUA6001 DMM0519

茶 DUA6017 －

色

ストレインリリーフ ウインドスクリーン

ベージュ DUA0532F DUA0567

黒 DUA0532B DUA0560

茶 － DUA0568

■ d:fine™66 パーツ型番

d:fine™66

●ウインドスクリーン
型番：DUA0570
8 色×各1個

●識別リング
複数の d:fine™ ヘッドセットマイ
クロホンを同時に使用する場合
は、付属の識別リングが有効です。

●メイクアップカバー
型番：DUA0590
マイクロホンを装着した後、メイ
クをする際にマイクを保護します。

※5 個入 ※5 個入

※5 個入※5 個入

※5 個入
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d:fine™66

■ミニチュアグリッドについて
d:fine™66 にはソフトブースト
タイプのミニチュアグリッドが付
属しています。必ずマイクカプセ
ルに装着して使用してください。

●ミニチュアグリッドのお手入れ方法
マイクロホンを舞台やコンサートで長期にわたり使用していると、
マイクロホンのグリッドに汚れ（化粧、埃など）が付着すること
があります。その汚れを放置しておくと音質に影響を及ぼすだけ
ではなく、カビや細菌の繁殖、さらにはマイクロホンのエレメン
トが劣化する原因となります。.汚れた場合には、以下の手順で
クリーニングしてください。

①グリッドのメッシュ部分を
コットンで覆うように持ち、
十分にアルコールを浸した綿
棒を優しく押し込みます。

②綿棒を回しながら数回抜き
差しを繰り返す *とコットンと
綿棒に汚れが移ります。数回
繰り返して汚れがなくなれば
完了です。
* 力を入れすぎるとグリッドが壊れ
てしまうのでご注意ください。

★アルコールなど揮発性の高い液体はマイクロホンのエレメント
に悪影響を与えます。お手入れ完了後はアルコールが完全に乾い
たことを確認してからマイクに取り付けてください。
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▼シングルイヤー・モデル

③マイクブーム

④マイクケーブルロッキングキャップ

②シングル・イヤーフック

①デュアルイヤー・ヘッドバンド

汗止め

④マイクケーブルロッキングキャップ

③マイクブーム
汗止め

d:fine ™単一指向性 /無指向性

▼デュアルイヤー・モデル

■ d:fine™ 単一指向性 / 無指向性：各部の名称
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色

①デュアルイヤー・ヘッドバンド

ベージュ HE2F12 HE2F8
黒 HE2B12 HE2B8
茶 HE2C12 HE2C8

色

②シングル・イヤーフック ④マイクケーブル

ベージュ HEF12 CH16F00
黒 HEB12 CH16B00
茶 HEC12 CH16C00

色
③単一指向性マイクブーム

120mm 100mm
ベージュ MMBDF120 MMBDF100
黒 MMBDB120 MMBDB100
茶 MMBDC120 MMBDC100

▼通常サイズ ▼スモールサイズ

d:fine™単一指向性 /無指向性

■ d:fine™ 単一指向性 / 無指向性：パーツ型番

③無指向性マイクブーム
色 110mm 90mm 40mm
ベージュ MMBOF110 MMBOF090 MMBOF040
黒 MMBOB110 MMBOB090 MMBOB040
茶 MMBOC110 MMBOC090 MMBOC040
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色

モイスチャーフィルター クロージングクリップ

ベージュ DUA0523F －
黒 DUA0523B DMM0519
茶 DUA0523C －

色

ストレインリリーフ ウインドスクリーン

ベージュ DUA0532F DUA0531F
黒 DUA0532B DUA0531B
茶 － DUA0531C

■ d:fine™ 単一指向性 / 無指向性：パーツ型番

d:fine ™単一指向性 /無指向性

●メイクアップカバー
型番：DUA0592

マイクロホンを装着
した後、メイクをす
る際にマイクを保護
します。

●識別リング
複数の d:fine ヘッドセットマイク
ロホンを同時に使用する場合は、
付属の識別
リングが有
効です。

●モイスチャーフィルター
d:fine™ にはマイクカプセルを保
護するモイスチャーフィルターが、
出荷時から
付属していま
す。装着した
状態でご使
用ください。 モイスチャーフィルター

未使用時

※ 5 個入 ※5 個入

※5 個入※5 個入

※5 個入
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■ワイヤレス対応

d:fine™ ヘッドセット・マイクロホンはMicroDot コネクターを
採用しています。以下の変換アダプターを組み合わせることで、
SENNHEISER（ゼンハイザー）、SONY（ソニー）、Shure（シュア）
など各種のワイヤレスシステムに対応します。

DAD6010 
*MicroDot→TA4F

Beyerdynamic,.Shure,.TOA
対応

DAD6003 
*MicroDot→3pin Lemo

Sennheiser、Trantec、
Wisycom 対応

DAD6033 
*MicroDot→4pin Hirose

audio-technica 対応

DAD6008
*MicroDot→4pin Hirose

Sony 対応

ここに掲載されているアダプターは製
品の一部です。そのほかの製品につい
ては、HP からご確認ください。

http://www.hibino-intersound.co.jp/
dpa_microphones/1842.html
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■仕様：d:fine™88

指向特性 単一指向性

カートリッジ プリポラライズド・コンデンサー型

周波数特性（± 2dB） 100Hz ～ 20kHz

感度（± 3dB）. － 44dB.re..1V/Pa

等価雑音レベル（Aウェイト）26dB.SPL

全高調波歪（THD）.
1%以下（123dB.SPL、ピーク）
1%以下（120dB.SPL、RMS）

ダイナミックレンジ .97dB

最大音圧レベル. 144dB

出力インピーダンス .30 ～ 40Ω（DAD6001BC：100 Ω）

ケーブル長 .1.25m

ケーブル引き伸ばし可能距離 最大 300m

電源. ファンタムDC48V± 4V（DAD6001BC）

コネクター. MicroDot

ブーム長 ロング：120mm、ミディアム；100mm

寸法・質量.
φ 5× 10mm（マイクロホン部）
デュアルイヤー 11g、シングルイヤー 10g

色 ベージュ、黒、茶

付属品

ウインドスクリーン× 4.※このうち 1個は出荷時装着済
識別リング 5色×各 1
メイクアップカバー× 1　
ポップスクリーン× 1　※出荷時装着済
キャリングポーチ× 1
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■仕様：d:fine™66

指向特性 無指向性

カートリッジ プリポラライズド・コンデンサー型

周波数特性（± 2dB） 20Hz ～ 20kHz

感度（± 3dB）. － 44dB.re..1V/Pa

等価雑音レベル（Aウェイト）26dB.SPL

全高調波歪（THD）.
1%以下（123dB.SPL、ピーク）、
1%以下（120dB.SPL、RMS）

ダイナミックレンジ .97dB

最大音圧レベル. 144dB

出力インピーダンス .30 ～ 40Ω（DAD6001BC：100 Ω）

ケーブル長 .1.25m

ケーブル引き伸ばし可能距離 最大 300m

電源. ファンタムDC48V± 4V（DAD6001BC）

コネクター. MicroDot

ブーム長 ロング：110mm、ミディアム；90mm

寸法・質量.
φ 5× 10mm（マイクロホン部）
デュアルイヤー 11g、シングルイヤー 10g

色 ベージュ、黒、茶

付属品

ウインドスクリーン× 3
識別リング 5色×各 1
メイクアップカバー× 1
ミニチュアグリッド ( ソフトブースト)×1　※出荷時装着済
キャリングポーチ× 1
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■仕様：d:fine™ 単一指向性

指向特性 単一指向性

カートリッジ プリポラライズド・コンデンサー型

周波数特性
（±2dB、ニアフィールド：2～ 3cm）

20Hz ～ 20kHz

感度（± 3dB）. － 44dB.re..1V/Pa

等価雑音レベル（Aウェイト）28dB.SPL

全高調波歪（THD）.
1%以下（123dB.SPL、ピーク）
1%以下（120dB.SPL、RMS）

ダイナミックレンジ .95dB

最大音圧レベル. 114dB

出力インピーダンス .30 ～ 40Ω（DAD6001BC：100 Ω）

ケーブル長 .1.25m

ケーブル引き伸ばし可能距離 最大 300m

電源. ファンタムDC48V± 4V（DAD6001-BC）

コネクター. MicroDot

ブーム長 ロング：120mm、ミディアム；100mm

寸法・質量.
9.5 × 5.3 × 2.9mm（マイクロホン部）
デュアルイヤー 10.4g、シングルイヤー 8.5g

色 ベージュ、黒、茶

付属品

ウインドスクリーン× 4.※このうち 1個は出荷時装着済
識別リング 5色×各 1
メイクアップカバー× 1
モイスチャーフィルター× 1　※出荷時装着済
キャリングポーチ× 1
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■仕様：d:fine™ 無指向性

指向特性 無指向性

カートリッジ プリポラライズド・コンデンサー型

周波数特性
（±2dB、ニアフィールド：2～ 3cm）

20Hz ～ 20kHz

感度（± 3dB）. － 44dB.re..1V/Pa

等価雑音レベル（Aウェイト）26dB.SPL

全高調波歪（THD）.
1%以下（123dB.SPL、ピーク）
1%以下（120dB.SPL、RMS）

ダイナミックレンジ 97dB

最大音圧レベル. 114dB

出力インピーダンス .30 ～ 40Ω（DAD6001-BC：100 Ω）

ケーブル長 .1.25m

ケーブル引き伸ばし可能距離 最大 300m

電源. ファンタムDC48V± 4V（DAD6001-BC）

コネクター. MicroDot

ブーム長 ロング：110mm、ミディアム；90mm、ショート：40mm

寸法・質量.
9.5 × 5.3 × 2.9mm（マイクロホン部）
デュアルイヤー 10.4g、シングルイヤー 8.5g

色 ベージュ、黒、茶

付属品

ウインドスクリーン× 3
識別リング 5色×各 1
メイクアップカバー× 1
モイスチャーフィルター× 1　※出荷時装着済
キャリングポーチ× 1
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