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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】重いLP盤やCD盤のプレイヤーへの取り換えの手
間や、操作の複雑さを解消するＤＪブースミキサーを提
供する。
【解決手段】パソコン式ミキサー本体は、ノートパソコ
ンタイプであり、操作する本体とビジュアルパネル３で
構成されている。操作する本体の構成部品の機能は、通
常のミキサーに付いている構成部品と同じでミュージッ
クプレイヤーと無線接続し、パソコン式ミキサー本体の
ビジュアルパネル３を見ながら操作して、演奏する事が
出来る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
Bluetooth（登録商標）出力可能のミュージックプレイヤーと、
Bluetooth（登録商標）入力可能のミキサーとかなり、前記Bluetooth（登録商標）出力可
能のプレイヤーへBluetooth（登録商標）で、曲を入力出来る事が可能なBluetooth（登録
商標）入力可能のミキサーであって、前記Bluetooth（登録商標）出力可能のミュージッ
クプレイヤーからの出力で送信し、前記Bluetooth（登録商標）入力可能のミキサーで、B
luetooth（登録商標）で受信する事により、DJ演奏する事が可能な機能が搭載されている
事を特徴とする、Bluetooth（登録商標）・DJミキサー。
【請求項２】
前記Bluetooth（登録商標）可能のミキサーは、指で操作の出来る、スクラッチバーが付
いており、前記スクラッチバーを操作する事によって、スクラッチ音出せる機能が搭載さ
れている事を特徴とする請求項1に記載のBluetooth（登録商標）・DJブースミキサー
【請求項３】
前記Bluetooth（登録商標）入力可能のミキサーは、充電器が搭載されており、前記、充
電器の機能で作動して、前記ミキサーを操作する事が可能な事を特徴とする請求項1から2
に記載のBluetooth（登録商標）・DJブースミキサー
【請求項４】
前記Bluetooth（登録商標）入力可能なミキサーは、ノートパソコンタイプのようなもの
であり、操作する本体とビジュアルパネル盤で構成されているので、操作する前記本体の
構成部品の機能は、ミキサーに付いている構成部品と同じで、本体のスイッチのON・OFF
や、ツマミやバーのレベルを上記ビジュアルパネル盤に表示されるようになっており、上
記ビジュアルパネル盤を見ながら、上記本体操作で、DJ演奏出来るという事を特徴とした
、請求項1から３のいずれかに記載のBluetooth（登録商標）・DJブースミキサー。
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
ディスコやクラブなどで、使用されているDJブースのミキサーに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来のDJブースミキサーには、色々なタイプの物があるが、基本のタイプのものは図2の
様なものである。
【０００３】
以下、図2により、従来のDJミキサーとする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９―２８４３８３号　公報
【非特許文献１】特願７－２０４０４０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
以上に述べた従来のDJ用ブースミキサーでは、DJブースでLPプレイヤーを使用したり、CD
プレイヤーも使用したり、パソコンプレイヤーなどを使用したりして、演奏してきたが、
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前記DJ用ブースミキサーの種類は、ビジュアルの付いたタイプもあるが、DJブースを持ち
運び設置したりする作業の困難な事や、重いLP盤やCD盤のプレイヤーへの取り換えの手間
や、操作の複雑さなどの苦労さもありました。
【０００６】
本発明は、この様な従来のDJブースの構成が、上記（０００５）に記して述べた問題を解
決しようとするものであり、DJミキサーをBluetooth（登録商標）入力にしたりして、ミ
キサーにスクラッチバーを付けたりミキサーに充電出来る機能をつけたり、ノートパソコ
ンタイプの様な物にして、操作しながらDJ演奏ができる事の実現を目的とするものである
。
【０００７】
そして、以上に述べた様に本発明は上記目的を達成するためにDJブースのプレイヤーは従
来のLPプレイヤーや、CDプレイヤーや、パソコンタイプのプレイヤー等の物を、Bluetoot
h（登録商標）出力のハンディーコンパクトミュージックプレイヤーなどの軽くて、操作
のしやすく、持ち運びが簡単な物に変え、DJブース用ミキサーは上記記載のノートパソコ
ン型などのような物に変え、パソコンにたとえれば、操作盤に、DJブースミキサーのバー
やツマミやスイッチを付け機能のON・OFFやレベルを上記パソコンタイプのビジュアル盤
に映して、見ながら演奏できるようなパソコンタイプのようなミキサーにした事と、上記
DJミキサーはBluetooth（登録商標）入力機能とスクラッチーバーを付けて、充電機能を
設けた物である。
【０００８】
また、第２の課題解決手段は、DJ用ブースプレイヤーをハンディータイプのコンパクトBl
uetooth（登録商標）出力ミュージックプレーヤーなどを、軽くて操作しやすい物にして
、上記プレイヤーに効果音やスクラッチする時の特別の音を入れておいたりする事が出来
る事である。
【０００９】
上述したように、本発明のDJブースミキサーは、ハンディータイプのコンパクトBluetoot
h（登録商標）出力ミュージックプレイヤーなどを使用して、上記DJ用ミキサーに入力し
て、スマートにDJ演奏できたり、上記DJブースミキサーをパソコンタイプなどにして、ビ
ジュアルを見ながら操作できるようにする。
【００１０】
DJブースの音を出す時に、Bluetooth（登録商標）入力スピーカーさえあれば、パーティ
ーやイベント会場や公園の広場などでも簡単に持ち運べて、DJ演奏することができる事で
ある。
【００１１】
上記パソコンタイプのミキサーにスクラッチバーが付いている事によってパソコンタイプ
のミキサーを床や地面、机などに置いて、DJ演奏をする事が出来たりするという作業の便
利さの効果を発揮するものである。
【発明の効果】
【００１２】
上述したように、本発明のDJ用ブースミキサーへの入力は、ハンディータイプのコンパク
トBluetooth（登録商標）出力ミュージックプレイヤーなどを使用して、スマートにDJ演
奏できたり、ミキサーはパソコンタイプなどでビジュアルを見ながら操作できたり、Blue
tooth（登録商標）入力スピーカーさえあれば、上記ミキサーからスピーカーに送信してD
J演奏できる所ならばミキサーやスピーカーがついている事によって、パソコンタイプの
ミキサーを机などの物の上などで操作して、いろんな場所で演奏の簡単さや、場所への移
動の楽なDJ演奏できたりするができるという効果を発揮する物である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態を示すDJ用ブースミキサーの前から見た概観図
【図２】従来のDJブース用ミキサーの省略図
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
以下、本発明の形態を図１から図２に基づいて説明する。
【００１５】
図においては、図１のパソコン式ミキサー本体で、操作できる事を設け、図１のビジュア
ルパネルで見ながら操作できる、図１のミュージックプレイヤーBluetooth（登録商標）
入力出来る事、図１のスクラッチバーで操作出来る事、図１の充電機能を設けた事
【００１６】
以上に述べた通常のDJブースミキサーを、パソコンタイプのミキサーに変えて、DJプレイ
ヤーをBluetooth（登録商標）入力ハンディーコンパクトミュージックプレイヤーなどを
使用する事により前記DJプレイヤーは、曲数が多く録音出来し、簡単に操作出来るし、軽
いということもあるので前記DJプレイヤーの再生途中の頭出しとか途中で停止したりする
のは、DJ演奏中の操作技術のカッティングプレイやスクラッチ音や効果音を入れたり出し
たりする事が、容易に出来ると言う便利さがあるし、上記プレイヤーに予め新しいアーテ
ィストのライブなどの録音ができるので、LP盤や、CD製作の期間よりプレイヤーに早く録
音するという迅速な用意も出来るので、上記コンパクトハンディーBluetooth（登録商標
）出力プレイヤーなどを持っていていればDJの演奏中に前記プレイヤーを持ちながらダン
スやパフォーマンスが出来る進歩性がある事である。
【００１７】
以下、上記構成の動作を説明する。　DJブースのプレイヤーやミキサー、スピーカーに電
源を入れたら、各プレイヤーを再生してBluetooth（登録商標）で上記プレイヤーの曲を
ミキサーに入力させ、各プレイヤーの選曲をして、ボリュームを設定して、上記ミキサー
の各機能の操作をビジュアルを見ながら操作し、パソコンタイプの、バーやツマミのレベ
ルやスイッチのON・OFFをビジュアルを見ながら操作し演奏する事が出来る事である。
【００１８】
また、上記ミキサーはBluetooth（登録商標）入力で、スクラッチバーや、充電機能が付
いていてミキサーのビジュアルを見ながら操作して、演奏する事が出来るものである。
【符号の説明】
【００１９】
1.      ミュージックプレイヤー曲進行状況表示ビジュアル
2.      インプットセレクトスイッチON・OFF表示ビジュアル
3.      ビジュアルパネル
4.      ミュージックプレイヤーR Bluetooth（登録商標）出力ON・OFF表示ビジュアル
5.      ミュージックプレイヤー曲目表示ビジュアル
6.      ミュージックプレイヤーL　Bluetooth（登録商標）出力ON・OFF表示ビジュアル
7.      MIC　EQ音量表示ビジュアル
8.      MICボリューム表示ビジュアル
9.      調整ツマミ表示ビジュアルR
10.  調整ツマミ表示ビジュアルL
11.  スクラッチバーL表示ビジュアル
12.  イコライザーレベル表示ビジュアル
13.  CUEボリューム音量表示ビジュアル
14.  モニターフェーダーレベル表示ビジュアル
15.  チャンネルフェーダーレベル表示ビジュアル
16.  スクラッチバーRレベル表示ビジュアル
17.  MIC入力端子表示ビジュアル
18.  ミュージックプレイヤーL入力ON・OFF表示ビジュアル
19.  クロクフェーダーバー位置表示ビジュアル
20.  本体充電量表示ビジュアル
21.  本体Bluetooth（登録商標）出力機能
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22.  インプットセレクトスイッチ
23.  調整ツマミ
24.  MICボリュームツマミ
25.  イコライザーツマミ
26.  MIC　EQツマミ
27.  ミュージックプレイヤーL　ON・OFFスイッチ
28.  ミュージックプレイヤーR　ON・OFFスイッチ
29.  チャンネルフェーダーバー
30.  ミュージックプレイヤーRスクラッチバー
31.  ミュージックプレイヤーLスクラッチバー
32.  PHONE出力端子
33.  クロスフェーダーバー
34.  MIC入力端子
35.  本体充電端子
36.  本体充電機能
37.  ミュージックプレイヤーL入力受信機能
38.  ミュージックプレイヤーR入力受信機能
39.  PHONE端子ON・OFF表示ビジュアル
40.  ミュージックプレイヤーR入力ON・OFF表示ビジュアル
41.  ミキサー本体
42.  スクラッチ機能ＯＮ・ＯＦＦ表示ビジュアル
43.  ミキサー出力コード
44.  従来のＤＪ用ミキサーの本体
45.  従来のＤＪ用ミキサーのインプットセレクトスイッチ
46.  従来のＤＪ用ミキサーの調節ツマミ
47.  従来のＤＪ用ミキサーのＭＩＣボリュームツマミ
48.  従来のＤＪ用ミキサーのＭＩＣ　ＥＱツマミ
49.  従来のＤＪ用ミキサーのプレイヤーＲの入力コード
50.  従来のＤＪ用ミキサーのイコライザーツマミ
51.  従来のＤＪ用ミキサーのチャンネルフェーダーバー
52.  従来のＤＪ用ミキサーのチャンネルフェーダー表示レベランプ
53.  従来のＤＪ用ミキサーのＭＩＣ入力端子
54.  従来のＤＪ用ミキサーのクロスフェーダーバー
55.  電気コード
56.  従来のＤＪ用ミキサーのＰＨＯＮＥ出力端子
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【図１】 【図２】
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