【質問3】
【質問2】
USBオーディ
ニーズに
【質問2-A】合っていないと思われたのは具体的にどういった部分でしたでしょう オインター
合っていま
か？
フェイスとし
したでしょ
て活用できそ
うか？
うですか？

No

【質問1】今回のSQ3Jのコンセプトは如何でしたか？

200

PC経由の音は大したことないとずっと馬鹿にしていましたが、しっかり聞けますね。う
れしい誤算かな。

はい

はい

201

大変良いです。

はい

はい

古いアナログ音源のデジタル化

202

入力を含めたインターフェースという位置付けは面白いと思いました。
用途例などで従来のDACとの違いを明確にあらわすべきと思います。

はい

はい

アナログソースのデジタル化
ノートパソコンでの通常のDAC用途

203

多機能な面、求め安い価格帯であり 良いと思います。

はい

はい

【質問4】どのような使い方をする予定ですか？

1.アナログレコードプレーヤーからの音楽の取り込み
2.USB DAC 5102aが どのような色かを試したい。

【質問5】SQ3Jでこの機能が良かったという点を教えて下さ 【質問6】SQ3Jでこの機能は必要なかったという点を教えて下さ
い。
い。

【質問7】(再生)音質面で気になったことはありますか？

DDCとHPA

少し低音域が軽めかな。中高音はきれいですね。ドンシャリでなく
てよかったです。

ハイレゾ対応USB入力

なし

価格を考えると、十分すぎるくらいのレベルです。

バスパワーで動作する事
ハイレゾ対応

他にXJ6などがあるので、デジタルでの入力は不要

音質はX6Jに比べ劣るがX5Jとはあまり差はない印象でした。分解
能がもう少し欲しい

ライン入力
デジタル入力

気のせいか、低域が強く感じました。

【質問9】ボ
ディーやデザイン
【質問8】(録音)音質面で気になったことがあります に関して、価格が 【質問9-A】標準価格6,980円に対してどれくらいの価格までが許容範囲で
か？
上がっても豪華な
すか？
ものにしたいです
か？

はい

1万円位かな、アホみたいな値段で音の良くない格好だけのオーディオ機器を沢
山今まで使いすぎたので、値段にシビアになってしまっています。すみません。

バスパワーは要らないかも。

まだ使ってません

はい

送料税金込みで1万円以内

問題９に関連しますが、VRつまみを6角ねじ止めにしてください。
光デジタル入出力を付けてください。
基板上に、I2S端子をつけてください。
リアパネルは、プラスねじ止めのほうがいいです。

特に問題ないです

いいえ

+2000円程度 上限10000までが許容範囲

パワーLEDがまぶしい、2色LEDで、セルフパワー時とバスパワー時に色変化
パネルネジ t8に合わせてへ欲しかった
全面スイッチが どんな時切り替えしても機器に影響が無い回路
※今、簡易取説にある注意事項
USB接続時はスイッチ切り替えができない。いちいちUSB接続を外してスイッチ切り替えは大変面倒と
思います。

入力レベルがボリュームで調整できれば最高

205

206

必要な機能がオールインワンで盛り込まれた事は
かなり面白いと思う。
特にマイク入力があるため、
スピーカーセッティングにも利用できる。

入出力用の機器としては良いと思います。

ADC機能はアナログ盤等の取り込み需要が今後伸びると思うので、かなり面白いで
すね。
値段も手頃で、DACのみ、ADCのみが欲しい方にとっても入門機としてはコスパが良
いです。

記事を見たときにLINE IN端子があり、とても嬉しかったです。
207 こちらの知識不足から、USBを?がなくても使用できると思ってしまったので、その点直
感的にはわかりませんでした。

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

PCを介す入力方法だとわからず、当初予定していた使い方の条件を満たせまでんでした。
音声ミックスが目当てでしたが、PCを介すことにより、入力音に遅延が発生します。（１秒未満、スペックによるかもしれ
ません。）
私は、UCA222を持っています。こちらのモニター機能はUCA222でのみ完結するので、入力音の遅延はありません。
UCA222+入力音でミックスできます。
SQ3Jで音質アップを目指しましたが、遅延がありましたので、メインには使えないです。
また、ほとんどのデスクトップパソコンでLINE IN端子があり、遅延を気にしない人は、SQ3Jを追加増設する必要はない
と感じました。

通常のＰＣオーディオのコアとしてメイン利用。

PC→SQ3J→X6J、D802,自作アンプ等

最低、パッケージは従来通り箱が欲しかった

ＵＳＢ接続での試用では、
中音～低音域がやや強く感じるが解像度は高い。
チャンネルセパレーションもしっかりしていて
ＲＣＡ出力とヘッドフォン出力の音質の差も少ない。
デジタルアンプＩＣにマッチする音質だと思う。

無し。
マイクを接続して簡易スペアナとして使うと
スピーカーセッティングに使える。
今回同時に発表したトンコン付きプリアンプと
併用することで、おおざっぱだが
スピーカーの補正が出来るようになる。
専用マイクの販売も考えてみては？

PHONE出力

音質は機器の存在をあまり主張しない感じで、入出力機器としては
とても良いと思います。

まだ試してません、すみません。

クリアで解像度が高く、中～高域にスッキリ感がありました。
このような音質が好みであれば良い商品かと。
私は気に入りました。
実質的に音質向上へつながるのかわかりませんが、32bit/192kに対応して欲
しいですね。
開発が大変かと思いますが・・・
ある意味、24bit/96kで抑えていて、数字だけではなく堅実な印象でした。
最近好評なようで、気になっているESS社のチップを使ってみても面白いかもし
れません。

イヤホン端子でホワイトノイズがあります。X6Jにはないので、結構 PCを介すので、遅延があります。１秒未満遅れています。
気になります。音源は一緒です。

小型であるのに多機能であり、かつ
音質などの基本性能も良く出来ていること。

無し。
接続方法の選択や、マイク入力のシーンは
通常使用でも発生しうるから。

SELF.BUSの切り替えが有るのはよい。

はい

レコードのデジタル化に使ってみます。

DC12V対応は安心感があります。

DDC,ヘッドホンアンプは使わないと思います。
本来はDACのみの機能が欲しかったです。
ばらばらにして更に安価な物が出れば、それなりに需要があると思い
ます。

はい

LINE INからの音声ミックス。

LINE INの入力音声が、コアキシャル出力できること。

電源オン時につく赤ランプが少し眩しい。

208

需要がどれくらい有るか分かりませんが
入出力が色々有るのは良いと思います

はい

はい

普通にUSBDACとして使います
もしかしたらUSB→同軸出力で使うかも

同軸出力がある
HPAが付いてる

特になし

209

色々ついているけど、tosリンクがついてると、最強でしょう。

はい

はい

へッドフォンアンプでしょうか

ヴォリュウムのつまみが大きく、音量もX5Jより音量が大きかっ
た。

特別ありません。

210

自分のPC環境にピッタリです。

はい

はい

X5jのRCA 端子が前面だったので使いづらかったので安心で
す。

バスパワーとセルフパワーが切り換えられること。

特になし

211

USBオーディオインターフェイスの意味をよく理解していませんでした。が、良いと思い
ます。

はい

はい

10年前は以前使用していたPCでやっていたアナログ音源のデ
ジタル化へのデバイス（PC買い替えてからやらなくなりました）

本機のDACを通した音をパソコン内でモニターできるようにしたい

はい

バスパワーとセルフパワーの切り替え

204

まだ鳴らし足りないのかもしれませんが
現在気になるのが低音がX6Jと比べて締まりがないというか
平べったいというかぶよぶよって感じなのが気になります
ヘッドホンで聴いても気になりました

今のところありません。

非常にフラットで聞き安く良くできていて素晴らしい。

【質問10】SQ3Jについて気付かれた点や改善してほしい点があれば教えて下
さい。

いいえ

今までのＤＡＣ－Ｘ３Ｊ、Ｘ５Ｊと
明らかに音質が異なり、これはこれで面白いと思う。
低音や、アタック音が良く聞こえる。

いいえ

PHONE端子の代わりにOptical端子がほしいですね。

いいえ

これはこれで良いかと。
コスパ抜群。
DAC入門におすすめできますね。

いいえ

イヤホン端子のホワイトノイズが気になりました。また、電源ランプが少し眩しいです。
また、SQ3Jについてこちらの知識不足もあり当初使い方を勘違いしておりました。購入前に、K
氏のブログも拝見しましたが、接続方法はのっていませんでした。
今は、SQ3Jについて質問が多数あるとの事で記事が出ていますが、私を含め多くの人が使い
方を勘違いしていたのではないでしょうか。失礼ながら、先に接続方法、出力方法がわかってい
れば、遅延の事から購入を見送っていたと思います。（PCを介すと遅延があることはわかってい
ました。）

やってません
（出来ません）

いいえ

電源スイッチは欲しい

使ってないので・・・・

はい

７９８０円

縦長だと、ほかのシステムとバランスが取れるでしょうが？
今の端子数だとむりかな？

まだ十分試してませんのでコメントできませんが、十分だ
ろうと推測します。

はい

1000円

あと、1000円で前面パネルをヘアラインパネルで豪華にしてほしい。
全高をもう少し低くして欲しかった。
オペアンプ交換が出来る機能が欲しかった。
LED がもう少し暗く(小さく)ても良かった。

アナログ入力機能

いいえ

PGNあたりとサイズがそろうといいなと思いました。

現在、録音をする機会に恵まれておりませんが、野外コ
ンサート等など簡単に持ち運び可能なので、これから
色々と現場で試してみたいと思います！

いいえ

当方の勝手な想像ですが～御社の各品々共通の赤LEDはちょっと、、、
LEDの色は「グリーン」が良いと思っています。私にとっては、「赤」は昭和世代の測定器みたい
な印象なんです。
(昭和～平成初期の)名機と言われるオーディオ機器のランプ、不思議と「グリーン」が多いと感
じています。
当時のオーディオやカーオーディオの話題で本当に恐縮ですm(__)m私の意見に関係なく、御社
商品が名機として残っていって欲しいものです。御社の考えも理解せず、勝手な言動ご容赦くだ
さい。

すみません。本機能についてはまだ使えていません。

はい

PC⇒PGN⇒本製品（⇒DAC⇒AMP⇒SP）

この度は当選させて頂き、御礼申し上げますm(__)m

212

正直、現品を拝見・試聴するまでは「何とも言えない品？！」と考えておりました。
「価格等も考慮し、もし当選したら購入して聴いてみよう」と言うのが本音。
実物を拝見し、試聴して初めて特徴に気が付いた次第。お恥ずかしながら、、、

はい

はい

梱包も簡易で、私にはこれで十分と感じました。(安価なPGNの方が段ボール梱包とは…)
今回の購入価格なら、私は満足度高いです。

持っていると便利な機種だと思います。このサイズ、価格でDDC、ADC機能を有する
213 機種は少ないと思います。まだヘッドホン出力しか使っていませんが、思っていた以
上に音が良く驚きました。

はい

はい

NFJさんの新機種ということで、モノは確かである為、あまり用途
も想定せずに購入しましたが(汗)、DDCにてDAC同士を繋ぎあ
わせて聴き比べに活用する予定です。

はい

ipad.iphoneに繋いで気軽に音楽を聴きたいだけです。

私の用途では、何といってもDDC機能です。

聴き始めて未だ2～3日なので、本来の音質になっていないと思いますが～
第一印象は「ボーカル(昭和のj-pop)」の声が若く(幼く)聞こえてしまいます。
当方のヘッドホン問題かもしれませんが、御社の製品の特長かな？

特に思いませんでした。

うまく表現できませんが、声が細い(うすい)？印象。リアル感が薄い感じ。
音を決定する際のスピーカーやヘッドホンなど、NFJ社のリファレンス機器に興味がありま
す。

特にありません。DACやアンプは機能特化でシンプルかつハイスペッ
クな品質重視の機種が好みですので、この機種は使い勝手を最大の ありません。音質が少々硬めに感じましたが、思っていた以上に音
武器にすべきだと思います。もちろん品質を可能な限り維持しつつです
が良いです。
が。

難しいと思いますが、オーディオマニアや、PCマニアで無くても理解出来る説明、使用
例を載せてください。

まだ使っていないので分からない

いいえ

USB給電、12VDCともに共通で良いのでON/OFFスイッチがあると便利

これから使用します

これからしようします

はい

１０，０００円

HPAは自分としては不要

音はクリアで聞きやすいと思う。

未実行

はい

この価格でこの形状、大きさだけ見ると高過ぎと感じる。

無し。

無し。

無し。

はい

１万円以内

お世話になります。コンセプトについてですが、注文時には余り理解してはいません
でした。後の説明等で理解しました。コンセプト自体は面白く良いものだと思います。

いいえ

215

非常に良い

はい

はい

PCとデジアンとの接続

手元でVolume調整が出来、ヘッドホンも接続出来る

ない

特に悪い面はない

216

海外駐在しているためこのようなコンセプトはベストマッチです

はい

はい

真空管アンプとマッチさせるため購入

これから使用します

これから使用します

217

今ひとつ立ち位置が分からない。

いいえ

はい

PC－＞SQ3J－＞TUBE01->202Jの構成で使ってます。

特になし

218

ハイレゾ対応、高音質、コンパクト、複数入力対応、が良かった。

はい

はい

パソコン接続で、映画・音楽等を高音質再生

複数入力があること。ハイレゾ対応。バスパワー駆動可能なこと。

220

外付けのサウンドカード的な感じで、大きさが小さいのが良い。

いいえ

はい

USB入力のみというコンセプトが自分としては合っていない。

ADCが単独機能しないのは想定外でした。
今回の応募経緯が、FMチューナーなどのアナログ音声をDACに取り込みたかったから
です。
ただ、今はUSBのDDCとして使用したり、会社のPCのHPアンプとして使用したりとマルチ
コンバーターとして重宝しています。

はい

もったいないですが基本はUSB-DDCです。
DACは皆さんそれなりのものをお持ちかと思いますので。
上記のようなデジタルデータのハブ機能としてキラリと光るもの
があるとうれしいです。

DDC

はい

PCとアンプの接続、アナログ音声の入力。

BUSとSELFの切り替え。

8,000円程度。シリーズで統一性を持たせたく、TUBE-01と全く同じ筐体、同じ外
質問9に記載してしまいましたが、シリーズとして統一性を持たせたデザインを希望し
寸サイズ、フロントバネルとボリュームツマミも同じで、かつボリュームLED付きに
ます。
て。無茶を言ってすみません。。。

いいえ

214

複数機器のデジタルデータハブと捉えるととても便利で、
219 様々な用途をコンパクトに具現化できるという意味で「おもしろい」コンセプトだと思い
ます。

まだ、完全にテストを実施していませんが、私の場合はパソコンでの使用を考えていま
せん。ipadでの使用を前提で購入しました。

とてもコンパクトなので、ノートパソコンにつないで店舗内(仕事
場の)や出張先へ持ち運んで、色々活用したい考え。
小型でシンプル、外部電源に頼らずにUSBバスパワー駆動で使
もちろん、御社のPRを含みます(笑)
えるなど、私の場合はヘッドホンも多用するので当品は入手して
また、「10代の若い世代へも御社の品を使って音楽を楽しませ
から本来の良さに気が付いた次第。
てあげられたらいいな…」と考えています。
オーディオの面白さ・楽しさを伝えるには御社の各品々は最適と 正直、ホームページ文面からでは私には本来の特長・音質がよく
思います。色々な意味で!
判らなかった。

DACとしての総合音質は大変失礼ですが少し中途半端かなと感じましたが価格からみれ
DAC-RCAアナログ出力（やるならプリアンプ機能まで一体化）
ば良質かもしれません。
HPアンプ（HPは使わないので）
当方常用DACがｄCSとプレイバック（MPS5)で根本的にどちらもDSDアップコンバート変換
スピーカーとパワーアンプは駆動力や
で価格帯も鳴り方も違うため比較できず、先日購入できたX6Jが届きましたら比較してみ
八方美人で中途半端な感じになるのと電源事情が悪くなるのであまりいいことはないように思
ます。
えます。
2704キット（これ好きで弄ってます）より少々落ち着いた音ですが嗜好の差でしょうか。
レギュラーグレードとしてのSQ3Jであればこれでいいかもしれませんが、今後の高価格高品質
DDCとしては予想外に良いです。SQ3J→MPS5（DAC）へ送り出し、
化（SQ5J以降）モデルでは市場競争力とユーザーへの訴求力に欠けそうに感じます。
ファインメットをバランスよく施すととても気持ち良い音を奏でます。MPS5へのUSBダイレク
それよりハブ機能強化と基本品質向上に売りとコストを。
ト入力よりMPS5へのノイズ負担軽減で有利なように感じます。

コアキシャル入出力。

特になし

これから使用します

入力セレクターが欲しい。
光入力対応。

まだやっていませんのでノーコメントです

いいえ

音質としてはこのモデルのキャラクタからして高望みするのも如何かと思いますのでノーコメント
です。
機能としてはデジタルハブとしての有用性向上として、入出力系統を増やして切替できるコンパ
クトな１体モデルになると抜群によくなると思います。
デジタル入出力も光・同軸・USB（スルー）が複数あるとか、アナログも２～３系統あって切替で
きるとか、ついでだからここにTUBE01クラスのバッファアンプまでもつとか・・・D302や802の機
能充実コンパクトモデルなんてあるといかがでしょうか。
デスクトップオーディオでコンパクトに多彩多機能に使えるモデルってありそうでないですし、パ
ワーは選べて遊べますし、まさにデジタルデータのハブです。こうなるとデザインも大事になりま

特になし

いいえ

LINE入力の音量調整ボリューム（アッテネーター）がほしい。

