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	书签4047C1A2　　　　　　　　　　Port,
	书签9B2CAAA0　　　　　　　　　　Connect
	书签41A2EEED　　　　　　　　　　to
	书签99D1FD94　　　　　　　　　　the
	书签6329635A　　　　　　　　　　computer
	书签0F111FC0　　　　　　　　　　tuning
	书签A1A62678　　　　　　　　　　software
	书签585A2CEC　　　　　　　　　　No
	书签3B5ECF7D　　　　　　　　　　need
	书签D9221E50　　　　　　　　　　to
	书签493351F1　　　　　　　　　　download
	书签DCAF7E6D　　　　　　　　　　the
	书签56968B88　　　　　　　　　　driver
	书签AF4DC781　　　　　　　　　　installation,
	书签5C4271B7　　　　　　　　　　connected
	书签9C5327F8　　　　　　　　　　to
	书签260C5C54　　　　　　　　　　the
	书签A8B3F633　　　　　　　　　　computer
	书签6ED44216　　　　　　　　　　sound
	书签82A7C283　　　　　　　　　　software
	书签25C14E2C　　　　　　　　　　installed
	书签3FB401EF　　　　　　　　　　automatically
	书签8A5DA63C　　　　　　　　　　.
	书签91F1617E　　　　　　　　　　2.
	书签1B3FB83E　　　　　　　　　　AUX
	书签CE9BF466　　　　　　　　　　Low
	书签82CF0B71　　　　　　　　　　level
	书签DB1CCD79　　　　　　　　　　input
	书签93DE70C6　　　　　　　　　　port
	书签46D710A0　　　　　　　　　　C
	书签F7490527　　　　　　　　　　onnect
	书签E4B553B0　　　　　　　　　　up
	书签8F54FDDC　　　　　　　　　　to
	书签9FA1F500　　　　　　　　　　4
	书签69B4B8E7　　　　　　　　　　channels
	书签3FDAF98B　　　　　　　　　　low
	书签66EFD953　　　　　　　　　　level
	书签72756373　　　　　　　　　　input.
	书签185C5D5E　　　　　　　　　　3.
	书签B61A5FE8　　　　　　　　　　Machine
	书签BA596BF8　　　　　　　　　　start
	书签4E456702　　　　　　　　　　mode
	书签5D0D3F1D　　　　　　　　　　switch
	书签29444BBF　　　　　　　　　　When
	书签65EC99CF　　　　　　　　　　the
	书签66B9D56A　　　　　　　　　　switch
	书签E2813FBF　　　　　　　　　　is
	书签1B74904F　　　　　　　　　　turned
	书签2147B764　　　　　　　　　　to
	书签2F503724　　　　　　　　　　the
	书签853FCC94　　　　　　　　　　"ACC"
	书签E25C7D74　　　　　　　　　　terminal,
	书签653D79CC　　　　　　　　　　the
	书签1460D875　　　　　　　　　　machine
	书签9AB74882　　　　　　　　　　is
	书签EE3B79E9　　　　　　　　　　started
	书签B14B7159　　　　　　　　　　by
	书签76873B9B　　　　　　　　　　ACC,
	书签237EBBFE　　　　　　　　　　and
	书签47299E07　　　　　　　　　　when
	书签BCF28FB5　　　　　　　　　　it
	书签83455F2C　　　　　　　　　　is
	书签9953E567　　　　　　　　　　turned
	书签8EA05AE4　　　　　　　　　　to
	书签A2090B71　　　　　　　　　　the
	书签0A993C1A　　　　　　　　　　"HOST"
	书签F0382065　　　　　　　　　　terminal,
	书签DFB147AC　　　　　　　　　　the
	书签99CA93CE　　　　　　　　　　machine
	书签CECE93E0　　　　　　　　　　is
	书签D85E51FF　　　　　　　　　　started
	书签06A5E172　　　　　　　　　　by
	书签04699436　　　　　　　　　　the
	书签CBB8BED7　　　　　　　　　　high
	书签5B850195　　　　　　　　　　level
	书签48535611　　　　　　　　　　FL+/FL-
	书签9A2EDD47　　　　　　　　　　input
	书签A79AC6C6　　　　　　　　　　signal.
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	书签43B2B4C5　　　　　　　　　　selected
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	书签DE0ED684　　　　　　　　　　by
	书签C8755A45　　　　　　　　　　the
	书签5F05E634　　　　　　　　　　user.
	书签6E6F34D2　　　　　　　　　　6.
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	书签E382B055　　　　　　　　　　put
	书签223A9F82　　　　　　　　　　port
	书签54704A9C　　　　　　　　　　Connect
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	书签73A116AB　　　　　　　　　　to
	书签FD66CE95　　　　　　　　　　6
	书签4AD22A4C　　　　　　　　　　channels
	书签926CF58A　　　　　　　　　　of
	书签C2EFE9B7　　　　　　　　　　speaker
	书签D8E4D0DE　　　　　　　　　　output
	书签6E17F3DC　　　　　　　　　　7.
	书签7F20C485　　　　　　　　　　External
	书签9C4E98E6　　　　　　　　　　d
	书签BF9E73EE　　　　　　　　　　igital
	书签056DDA66　　　　　　　　　　Bluetooth
	书签B59DF520　　　　　　　　　　i
	书签1EA32CCC　　　　　　　　　　nput
	书签C861251F　　　　　　　　　　port
	书签5FB896BB　　　　　　　　　　Connect
	书签9F3D2FE0　　　　　　　　　　the
	书签83F1175E　　　　　　　　　　external
	书签CA2FFEB7　　　　　　　　　　Bluetooth,
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	书签C1A29E3A　　　　　　　　　　on
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	书签15BB45A7　　　　　　　　　　have
	书签7E5A6446　　　　　　　　　　connected
	书签6B82BE32　　　　　　　　　　your
	书签8DE3EFEF　　　　　　　　　　Mobile
	书签14BA2946　　　　　　　　　　phone
	书签EA482E9C　　　　　　　　　　to
	书签A2E14A6E　　　　　　　　　　the
	书签2BA3AF99　　　　　　　　　　device,
	书签B61297DA　　　　　　　　　　then
	书签B8D28427　　　　　　　　　　you
	书签5CF7703A　　　　　　　　　　can
	书签662EFB15　　　　　　　　　　play
	书签E6ED26F5　　　　　　　　　　music
	书签7D11406D　　　　　　　　　　in
	书签9E7106AE　　　　　　　　　　your
	书签5EFCCC82　　　　　　　　　　phone,
	书签692CEB1E　　　　　　　　　　and
	书签86A27D8F　　　　　　　　　　the
	书签973DC23F　　　　　　　　　　device
	书签BA26B75B　　　　　　　　　　will
	书签5B28CC2E　　　　　　　　　　change
	书签022B4052　　　　　　　　　　the
	书签BE237EA5　　　　　　　　　　high
	书签8774C97A　　　　　　　　　　level
	书签70A83B87　　　　　　　　　　input
	书签FB4DA450　　　　　　　　　　to
	书签6A82E0FB　　　　　　　　　　Bluetooth
	书签970EC671　　　　　　　　　　Input.
	书签191DAFAB　　　　　　　　　　RR+
	书签19233A6A　　　　　　　　　　OUT
	书签0015C280　　　　　　　　　　RR-
	书签23B0F357　　　　　　　　　　OUT
	书签C6D09EF5　　　　　　　　　　RL+
	书签78B3DE02　　　　　　　　　　OUT
	书签B167E87E　　　　　　　　　　RL-
	书签6CDB8346　　　　　　　　　　OUT
	书签7A42E5F4　　　　　　　　　　FR-
	书签1DBCFA99　　　　　　　　　　IN
	书签12E3A8DC　　　　　　　　　　FL-
	书签60E9E32D　　　　　　　　　　IN
	书签704298C9　　　　　　　　　　RL-
	书签C27C5D14　　　　　　　　　　IN
	书签B9A5031C　　　　　　　　　　RR-
	书签BB70895A　　　　　　　　　　IN
	书签A079A1AD　　　　　　　　　　GND
	书签AB6F5632　　　　　　　　　　+12V
	书签2B125813　　　　　　　　　　FL+
	书签2CD36E60　　　　　　　　　　OUT
	书签ABCF1519　　　　　　　　　　FL-
	书签531EDC4D　　　　　　　　　　OUT
	书签A0A8A4D5　　　　　　　　　　FR+
	书签F1FB42AA　　　　　　　　　　OUT
	书签E4D3E028　　　　　　　　　　FR-
	书签6CD8DEA8　　　　　　　　　　OUT
	书签3D1C1A7D　　　　　　　　　　FR+
	书签0D36FFE2　　　　　　　　　　IN
	书签5BCA1180　　　　　　　　　　FL+
	书签C82040E8　　　　　　　　　　IN
	书签E64023F4　　　　　　　　　　RL+
	书签A36A606C　　　　　　　　　　IN
	书签168B9693　　　　　　　　　　RR+
	书签A8DF2386　　　　　　　　　　IN
	书签E0CB924C　　　　　　　　　　REM
	书签3517CC18　　　　　　　　　　OUT
	书签E82286A2　　　　　　　　　　ACC
	书签CDE6433F　　　　　　　　　　5 EN
	书签6B67C181　　　　　　　　　　1
	书签DDF51916　　　　　　　　　　2
	书签44511AEB　　　　　　　　　　3
	书签3922E987　　　　　　　　　　4
	书签E7C7CA18　　　　　　　　　　5
	书签2111DFB9　　　　　　　　　　6
	书签574785F3　　　　　　　　　　7
	书签A7D5F602　　　　　　　　　　5. Power indicator light
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	书签F5640F7D　　　　　　　　　　Filter
	书签BB82CD9D　　　　　　　　　　Type,
	书签F34E5FF6　　　　　　　　　　Frequency
	书签F3013011　　　　　　　　　　point
	书签725A37E2　　　　　　　　　　and
	书签FC1B2B64　　　　　　　　　　Q
	书签DAC049CF　　　　　　　　　　Value
	书签446AFBD5　　　　　　　　　　\(Gradient
	书签D2DD87D8　　　　　　　　　　or
	书签DA1DE23D　　　　　　　　　　Slope\)
	书签0CAAD514　　　　　　　　　　.
	书签7159195F　　　　　　　　　　4.
	书签D0595B3F　　　　　　　　　　Equalizer
	书签EF084AC2　　　　　　　　　　editing
	书签8E0AE5E4　　　　　　　　　　area
	书签C8AB0B37　　　　　　　　　　7 EN
	书签0CAAD514　　　　　　　　　　.
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	书签9C1E9E24　　　　　　　　　　SOFTWARE
	书签02B94C41　　　　　　　　　　INTRODUCTION
	书签84B3350A　　　　　　　　　　a.
	书签406C96A5　　　　　　　　　　Reset
	书签C36D6928　　　　　　　　　　EQ
	书签7CBF4707　　　　　　　　　　:
	书签E0F87E35　　　　　　　　　　It
	书签C031073B　　　　　　　　　　is
	书签F7066F19　　　　　　　　　　used
	书签F30D3594　　　　　　　　　　to
	书签DD678C1B　　　　　　　　　　restore
	书签A11F5E60　　　　　　　　　　the
	书签38CEC779　　　　　　　　　　parameters
	书签379BA996　　　　　　　　　　of
	书签FC18A701　　　　　　　　　　the
	书签018D13FC　　　　　　　　　　all
	书签88320D3F　　　　　　　　　　equalizer
	书签200B0211　　　　　　　　　　to
	书签386D2BE8　　　　　　　　　　the
	书签D9CB46D9　　　　　　　　　　original
	书签48F4DC30　　　　　　　　　　pass-through
	书签E31A2D18　　　　　　　　　　mode
	书签2BA544D0　　　　　　　　　　\(the
	书签F5E57ACF　　　　　　　　　　frequency
	书签813E23B3　　　　　　　　　　of
	书签6822A257　　　　　　　　　　the
	书签22BC9F22　　　　　　　　　　equalizer,
	书签159FE5CD　　　　　　　　　　the
	书签9FAB4329　　　　　　　　　　Q
	书签1B385C81　　　　　　　　　　value
	书签333CBBD3　　　　　　　　　　and
	书签BD2C14BA　　　　　　　　　　the
	书签B3DA6FB2　　　　　　　　　　gain
	书签DAFDDA5B　　　　　　　　　　are
	书签5496B4C4　　　　　　　　　　restored
	书签DC4E2125　　　　　　　　　　to
	书签B507DB55　　　　　　　　　　the
	书签31029F5C　　　　　　　　　　initial
	书签576AA2B5　　　　　　　　　　value\).
	书签9DF34AB1　　　　　　　　　　b.
	书签2AEC1C75　　　　　　　　　　Restore
	书签90054E87　　　　　　　　　　EQ
	书签60DA69F9　　　　　　　　　　:
	书签0AA46F73　　　　　　　　　　Switch
	书签237BD60D　　　　　　　　　　between
	书签0BAA6289　　　　　　　　　　the
	书签ED437AC3　　　　　　　　　　currently
	书签0576FC8E　　　　　　　　　　designed
	书签3C773B76　　　　　　　　　　equalizer
	书签0B5FB9D0　　　　　　　　　　state
	书签FA6DD3EA　　　　　　　　　　parameters
	书签93F63014　　　　　　　　　　and
	书签1BDAB9CE　　　　　　　　　　the
	书签198414D7　　　　　　　　　　pass-through
	书签C987E509　　　　　　　　　　mode
	书签5062AB27　　　　　　　　　　\(the
	书签BBFDEEAF　　　　　　　　　　gain
	书签AF258B68　　　　　　　　　　of
	书签27D312E8　　　　　　　　　　all
	书签1B2F7D0F　　　　　　　　　　equalization
	书签30C106AB　　　　　　　　　　points
	书签CC48E741　　　　　　　　　　is
	书签5AC635F5　　　　　　　　　　restored
	书签AD7FA15D　　　　　　　　　　to
	书签CBF71051　　　　　　　　　　0
	书签48968DB8　　　　　　　　　　dB,
	书签B9971A82　　　　　　　　　　the
	书签5BCC3937　　　　　　　　　　frequency
	书签66E732EA　　　　　　　　　　and
	书签034AA1E1　　　　　　　　　　value
	书签40F13961　　　　　　　　　　are
	书签9CD9A857　　　　　　　　　　unchanged\).
	书签FFA4E4FE　　　　　　　　　　5.
	书签067EB89E　　　　　　　　　　Channel
	书签30240260　　　　　　　　　　delay,
	书签FE7158BC　　　　　　　　　　editing
	书签90EB770C　　　　　　　　　　area
	书签3A72C15D　　　　　　　　　　Main
	书签68A6C5CF　　　　　　　　　　function:delay
	书签576A2496　　　　　　　　　　value
	书签98A6CA8E　　　　　　　　　　setting
	书签E07A423B　　　　　　　　　　of
	书签F383318D　　　　　　　　　　output
	书签214D312A　　　　　　　　　　channel,
	书签C54C356B　　　　　　　　　　delay
	书签2504F7C8　　　　　　　　　　unit
	书签FA3BD035　　　　　　　　　　selection.
	书签65CFC910　　　　　　　　　　a.
	书签2372C6D9　　　　　　　　　　Delay
	书签DF20E880　　　　　　　　　　Unit:
	书签BC67DCFC　　　　　　　　　　Click
	书签7282742C　　　　　　　　　　the
	书签719C407E　　　　　　　　　　left
	书签09CE2D8D　　　　　　　　　　and
	书签478A92AC　　　　　　　　　　right
	书签B631990D　　　　　　　　　　arrows
	书签E6103483　　　　　　　　　　to
	书签B4E407EE　　　　　　　　　　choose
	书签41051EA8　　　　　　　　　　between
	书签0C43228E　　　　　　　　　　milliseconds
	书签25497F32　　　　　　　　　　and
	书签80E97DD9　　　　　　　　　　centimeters
	书签39F42649　　　　　　　　　　.
	书签AD427DE4　　　　　　　　　　b.
	书签AE8AF970　　　　　　　　　　Delay:
	书签3F77954E　　　　　　　　　　set
	书签475DB916　　　　　　　　　　the
	书签813E3C0F　　　　　　　　　　delay
	书签3A7D2D79　　　　　　　　　　value
	书签3D49C2FF　　　　　　　　　　by
	书签5C2351CE　　　　　　　　　　scrolling
	书签A6FEF0DA　　　　　　　　　　the
	书签7C4C9350　　　　　　　　　　mouse
	书签4446E4F2　　　　　　　　　　wheel
	书签1E9686F9　　　　　　　　　　in
	书签9B33C7F2　　　　　　　　　　the
	书签7141F5CC　　　　　　　　　　delay
	书签DD0EE591　　　　　　　　　　input
	书签69621805　　　　　　　　　　box,
	书签D58F685C　　　　　　　　　　or
	书签687EC282　　　　　　　　　　enter
	书签21EEF405　　　　　　　　　　the
	书签AB8A66A6　　　　　　　　　　value
	书签805B80C7　　　　　　　　　　to
	书签E0914EA0　　　　　　　　　　set
	书签C79E5E8E　　　　　　　　　　the
	书签2548E2A4　　　　　　　　　　delay
	书签57C36773　　　　　　　　　　value
	书签DB008199　　　　　　　　　　.
	书签19BABEB9　　　　　　　　　　6.
	书签FF429F37　　　　　　　　　　Output
	书签8521BBA0　　　　　　　　　　channel
	书签030A52BE　　　　　　　　　　editing
	书签EA179703　　　　　　　　　　area
	书签4ED36B85　　　　　　　　　　Main
	书签E402CF3B　　　　　　　　　　functions:
	书签6E76B9B0　　　　　　　　　　sound
	书签D3D430D0　　　　　　　　　　field
	书签826BD4D3　　　　　　　　　　positioning
	书签29C953D5　　　　　　　　　　editing
	书签7D1BA375　　　　　　　　　　area,
	书签54CD2E03　　　　　　　　　　volume
	书签B8E0D4CA　　　　　　　　　　adjustment
	书签A0D55DAA　　　　　　　　　　of
	书签0BBC21D8　　　　　　　　　　each
	书签A4233E25　　　　　　　　　　channel,
	书签5B7AE1CA　　　　　　　　　　positive
	书签42C10F97　　　　　　　　　　and
	书签18C6440A　　　　　　　　　　negative
	书签7D89EAC8　　　　　　　　　　phase
	书签F1DAADF5　　　　　　　　　　selection,
	书签5070733F　　　　　　　　　　mute
	书签9A7C6112　　　　　　　　　　and
	书签7A7EDE27　　　　　　　　　　joint
	书签362A3E5E　　　　　　　　　　adjustment
	书签5A53639E　　　　　　　　　　of
	书签C13D6D01　　　　　　　　　　left
	书签0A819DF5　　　　　　　　　　and
	书签34B420C6　　　　　　　　　　right
	书签F912BD60　　　　　　　　　　channels,
	书签658FBC08　　　　　　　　　　etc.
	书签7B70FFDF　　　　　　　　　　7.
	书签CED7640C　　　　　　　　　　Main
	书签D895E762　　　　　　　　　　volume
	书签C480F713　　　　　　　　　　editing
	书签1259296B　　　　　　　　　　area
	书签2E1E3324　　　　　　　　　　Main
	书签EC5BA853　　　　　　　　　　functions:
	书签039072FC　　　　　　　　　　master
	书签5C54BE94　　　　　　　　　　volume
	书签5BFCEBAE　　　　　　　　　　and
	书签15F40FBC　　　　　　　　　　computer
	书签078BC2CF　　　　　　　　　　software
	书签8DCA583D　　　　　　　　　　connection
	书签D38F9A00　　　　　　　　　　settings.
	书签FF834240　　　　　　　　　　Main
	书签FA1502BC　　　　　　　　　　volume
	书签A8CF0F7A　　　　　　　　　　adjustment
	书签316FA475　　　　　　　　　　range:
	书签C44EFD46　　　　　　　　　　off,
	书签8AD8E93E　　　　　　　　　　-59dB
	书签81EC3EE8　　　　　　　　　　~
	书签4F9F2F6D　　　　　　　　　　6dB.
	书签56223572　　　　　　　　　　Click
	书签A6A41E0F　　　　　　　　　　the
	书签94FF55E0　　　　　　　　　　speaker
	书签BAA24F6E　　　　　　　　　　button
	书签F7C49C96　　　　　　　　　　to
	书签22BFF3BA　　　　　　　　　　mute
	书签DD08EA9C　　　　　　　　　　the
	书签BE0822FD　　　　　　　　　　main
	书签6F37862F　　　　　　　　　　volume.
	书签C67D023E　　　　　　　　　　8 EN
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	书签E017D115　　　　　　　　　　SOFTWARE
	书签E06E797A　　　　　　　　　　INTRODUCTION\(SMARTPHONE\)
	书签DE17335C　　　　　　　　　　Smart-phone
	书签FF708217　　　　　　　　　　Software
	书签BC9B7F73　　　　　　　　　　Operation
	书签C168EC4B　　　　　　　　　　Instruction
	书签F23824EB　　　　　　　　　　\(APP
	书签CA7E7A43　　　　　　　　　　can
	书签EA1F3460　　　　　　　　　　be
	书签CDBB74DD　　　　　　　　　　downloaded
	书签3F449D69　　　　　　　　　　from
	书签FFCC54E2　　　　　　　　　　the
	书签80523B06　　　　　　　　　　official
	书签8E99E45D　　　　　　　　　　website
	书签B5D76846　　　　　　　　　　\(
	书签E8334B97　　　　　　　　　　http://www.nakamichicaraudio.com,
	书签5C462593　　　　　　　　　　CONTACT,
	书签9AF96938　　　　　　　　　　Downloads
	书签EC5FD143　　　　　　　　　　\)\)
	书签7CB4B19C　　　　　　　　　　Home
	书签4A85DC05　　　　　　　　　　Delay
	书签EB7C4973　　　　　　　　　　1.
	书签758A4AB3　　　　　　　　　　Home
	书签1027C145　　　　　　　　　　I
	书签7D867E96　　　　　　　　　　nterface
	书签C93D4EC2　　　　　　　　　　It
	书签63AEE4E5　　　　　　　　　　can
	书签A7632F90　　　　　　　　　　restore
	书签B9AB4D14　　　　　　　　　　factory
	书签7910EED6　　　　　　　　　　settings,
	书签AEDAD12D　　　　　　　　　　share
	书签579B8681　　　　　　　　　　sound
	书签9A9F847C　　　　　　　　　　effects,
	书签D41AF49B　　　　　　　　　　save
	书签1B672550　　　　　　　　　　sound
	书签1EF299BA　　　　　　　　　　effects,
	书签3F5CC611　　　　　　　　　　turn
	书签395FAA99　　　　　　　　　　on
	书签378FD43C　　　　　　　　　　local
	书签2010036B　　　　　　　　　　sound
	书签606823AD　　　　　　　　　　effects,
	书签9BC81C81　　　　　　　　　　check
	书签F5EA417E　　　　　　　　　　the
	书签FCA1D12B　　　　　　　　　　model
	书签5EA53936　　　　　　　　　　and
	书签2EC32AF8　　　　　　　　　　version
	书签AD7092A5　　　　　　　　　　number
	书签3E626F60　　　　　　　　　　of
	书签62BA4446　　　　　　　　　　the
	书签91FB4AB4　　　　　　　　　　unit,
	书签39E07F49　　　　　　　　　　and
	书签66A55015　　　　　　　　　　exit
	书签621D3CBB　　　　　　　　　　the
	书签21726319　　　　　　　　　　software
	书签79B19BCD　　　　　　　　　　operation;Frequency
	书签F61B0872　　　　　　　　　　mode,
	书签B8FC635C　　　　　　　　　　volume
	书签5F7BCAE5　　　　　　　　　　settings;
	书签710734C3　　　　　　　　　　storage
	书签761E002C　　　　　　　　　　and
	书签590FF88C　　　　　　　　　　recall
	书签25C97AD3　　　　　　　　　　of
	书签0DFD6B74　　　　　　　　　　15
	书签CF002E9C　　　　　　　　　　sets
	书签9FBC7E7B　　　　　　　　　　of
	书签AFDDB603　　　　　　　　　　preset
	书签136785FA　　　　　　　　　　scenes
	书签426E943F　　　　　　　　　　A.
	书签80F39F0B　　　　　　　　　　Connection
	书签56E51178　　　　　　　　　　Status:
	书签2B97EA7B　　　　　　　　　　Red
	书签683D09B1　　　　　　　　　　means
	书签7429BB06　　　　　　　　　　not
	书签E33AC545　　　　　　　　　　connected,
	书签4824284A　　　　　　　　　　green
	书签667047CB　　　　　　　　　　means
	书签F2E33780　　　　　　　　　　connected.
	书签FDE28246　　　　　　　　　　B.
	书签67325DF9　　　　　　　　　　M
	书签25E43DFC　　　　　　　　　　enu:
	书签B8F847DE　　　　　　　　　　You
	书签CAA4E1E4　　　　　　　　　　can
	书签17624D68　　　　　　　　　　restore
	书签2A6EC526　　　　　　　　　　factory
	书签24DE3CF8　　　　　　　　　　settings,
	书签11C81967　　　　　　　　　　share
	书签3A3CABAA　　　　　　　　　　sound
	书签6868ED1D　　　　　　　　　　effects,
	书签B267EA75　　　　　　　　　　save
	书签45A58C7B　　　　　　　　　　sound
	书签4B7549F0　　　　　　　　　　effects,
	书签EA125B77　　　　　　　　　　turn
	书签513A7A42　　　　　　　　　　on
	书签FDAA3FDB　　　　　　　　　　local
	书签DCBD899D　　　　　　　　　　sound
	书签D04125AB　　　　　　　　　　effects
	书签6150747E　　　　　　　　　　,
	书签65F02F8F　　　　　　　　　　view
	书签8BC00CE1　　　　　　　　　　the
	书签65333A98　　　　　　　　　　model
	书签E4E77919　　　　　　　　　　and
	书签80BE3433　　　　　　　　　　version
	书签82F33C6C　　　　　　　　　　number
	书签69B828E4　　　　　　　　　　of
	书签D9C7F1B6　　　　　　　　　　the
	书签84B49F72　　　　　　　　　　machine,
	书签E45BFDC3　　　　　　　　　　and
	书签835DCEDA　　　　　　　　　　exit
	书签C616B8E5　　　　　　　　　　the
	书签A9F9B94C　　　　　　　　　　software
	书签A5647801　　　　　　　　　　operation.
	书签E8965F85　　　　　　　　　　C.
	书签8B4D1DDD　　　　　　　　　　Frequency
	书签F04BE583　　　　　　　　　　mode
	书签32337715　　　　　　　　　　selection:
	书签96465313　　　　　　　　　　There
	书签EABCB1A9　　　　　　　　　　are
	书签43EC38BB　　　　　　　　　　full
	书签61DA4E86　　　　　　　　　　frequency
	书签8EF2EDC0　　　　　　　　　　and
	书签4DD881CD　　　　　　　　　　two
	书签364E7EA6　　　　　　　　　　frequency
	书签910684FE　　　　　　　　　　division
	书签E58D9786　　　　　　　　　　options.
	书签0F7A3342　　　　　　　　　　D.
	书签6310BAA4　　　　　　　　　　V
	书签80742688　　　　　　　　　　olume
	书签225E7D4F　　　　　　　　　　adjustment:
	书签B94C4E17　　　　　　　　　　Press
	书签39FB78E1　　　　　　　　　　and
	书签12772BED　　　　　　　　　　hold
	书签F79BB22A　　　　　　　　　　the
	书签DFA19BC7　　　　　　　　　　volume
	书签6AF0F1CA　　　　　　　　　　scale
	书签74A4CBD4　　　　　　　　　　clockwise
	书签C1932EB0　　　　　　　　　　or
	书签D3F5F66D　　　　　　　　　　counterclockwise
	书签8469F7EC　　　　　　　　　　to
	书签5239E5A4　　　　　　　　　　adjust
	书签AF751195　　　　　　　　　　the
	书签0C26E8F3　　　　　　　　　　volume.
	书签1BD53693　　　　　　　　　　The
	书签AB9792C5　　　　　　　　　　main
	书签3B5DD37A　　　　　　　　　　volume
	书签D0C88B59　　　　　　　　　　range
	书签66C25485　　　　　　　　　　is
	书签B90E1CF9　　　　　　　　　　0
	书签92AA8834　　　　　　　　　　~
	书签B895B166　　　　　　　　　　66
	书签C1FD835F　　　　　　　　　　,
	书签FAAABF56　　　　　　　　　　The
	书签735161B2　　　　　　　　　　subwoofer
	书签0CECDDCB　　　　　　　　　　range:
	书签F5CDF276　　　　　　　　　　0
	书签FD77F549　　　　　　　　　　~
	书签D720E540　　　　　　　　　　60,
	书签D267EC23　　　　　　　　　　The
	书签E8568BA9　　　　　　　　　　medium,
	书签9DF95FFB　　　　　　　　　　high
	书签232FA4B5　　　　　　　　　　and
	书签F88B0F6B　　　　　　　　　　low
	书签180A1E03　　　　　　　　　　volume
	书签FA3559D9　　　　　　　　　　range
	书签760D202B　　　　　　　　　　-20dB
	书签3C3F6DCE　　　　　　　　　　~
	书签9B22E84F　　　　　　　　　　+
	书签3FA90A15　　　　　　　　　　20dB
	书签734D31C9　　　　　　　　　　.Tap
	书签65A29B12　　　　　　　　　　the
	书签92617331　　　　　　　　　　speaker
	书签8F8DD54C　　　　　　　　　　button
	书签70727097　　　　　　　　　　to
	书签FC6B7FDF　　　　　　　　　　mute
	书签48AF7E66　　　　　　　　　　the
	书签5A235930　　　　　　　　　　master
	书签CB73FE31　　　　　　　　　　volume.
	书签7F1FF6F2　　　　　　　　　　E.
	书签558552FC　　　　　　　　　　Advanced
	书签EFD26C71　　　　　　　　　　settings
	书签2DF46859　　　　　　　　　　Click
	书签BF68E355　　　　　　　　　　[Advanced
	书签97E9BE8D　　　　　　　　　　Settings]
	书签DF80FA82　　　　　　　　　　to
	书签571B88D0　　　　　　　　　　enter
	书签6E5D60E5　　　　　　　　　　the
	书签47571999　　　　　　　　　　settings
	书签C1DFF151　　　　　　　　　　of
	书签8195D93B　　　　　　　　　　the
	书签08741C5E　　　　　　　　　　delay
	书签28719DEE　　　　　　　　　　interface,
	书签22BDE58D　　　　　　　　　　channel
	书签B1BBB040　　　　　　　　　　interface,
	书签33371C79　　　　　　　　　　EQ
	书签B76D4F69　　　　　　　　　　interface
	书签870B70D6　　　　　　　　　　and
	书签657E8707　　　　　　　　　　mixing
	书签733F73B6　　　　　　　　　　.
	书签06EBEA2E　　　　　　　　　　F.
	书签5E385D8D　　　　　　　　　　Scene
	书签29FBB86E　　　　　　　　　　preset:
	书签DDBFBB70　　　　　　　　　　There
	书签FEA3BA50　　　　　　　　　　are
	书签A022B25B　　　　　　　　　　1~
	书签3AEDB85D　　　　　　　　　　15
	书签B061674A　　　　　　　　　　presets
	书签F4504EB2　　　　　　　　　　to
	书签7DD035AE　　　　　　　　　　choose
	书签709256E3　　　　　　　　　　from.
	书签4672146A　　　　　　　　　　2.
	书签2D251458　　　　　　　　　　Delay
	书签8F9C4AC4　　　　　　　　　　Interface
	书签C0A05091　　　　　　　　　　Sound
	书签0DA0241A　　　　　　　　　　field
	书签F7C9D413　　　　　　　　　　positioning
	书签2A97F1A9　　　　　　　　　　output
	书签875A803B　　　　　　　　　　delay
	书签65318D65　　　　　　　　　　adjustment.
	书签1EA2684D　　　　　　　　　　G.
	书签C58799AA　　　　　　　　　　Delay
	书签0FDE8840　　　　　　　　　　setting:
	书签FC4E3A10　　　　　　　　　　Click
	书签AF6A6578　　　　　　　　　　setting
	书签CD671DF5　　　　　　　　　　window
	书签2DCB17A2　　　　　　　　　　of
	书签5E02800E　　　　　　　　　　the
	书签CB3C36B3　　　　　　　　　　corresponding
	书签542965B1　　　　　　　　　　channel.
	书签B9EF9B13　　　　　　　　　　Slide
	书签1020B4A8　　　　　　　　　　the
	书签736221BB　　　　　　　　　　dots
	书签C5B4B368　　　　　　　　　　left
	书签C49F61BA　　　　　　　　　　and
	书签88B3BAC1　　　　　　　　　　right
	书签34B15832　　　　　　　　　　to
	书签49B7F7E7　　　　　　　　　　set
	书签E1E3A248　　　　　　　　　　the
	书签AB4D2B6A　　　　　　　　　　delay
	书签17B5943D　　　　　　　　　　value.
	书签9E63EEEB　　　　　　　　　　Delay
	书签2A53F3B0　　　　　　　　　　settings
	书签0F4F4ED6　　　　　　　　　　can
	书签CF692D04　　　　　　　　　　be
	书签8CB5D537　　　　　　　　　　made
	书签6BC23591　　　　　　　　　　for
	书签F031EC77　　　　　　　　　　CH1
	书签70861342　　　　　　　　　　~
	书签561BEB89　　　　　　　　　　CH6
	书签3DF19F1E　　　　　　　　　　speakers.
	书签0BB6F0D1　　　　　　　　　　Delay
	书签EEAC4626　　　　　　　　　　range:
	书签C52C6CE8　　　　　　　　　　millisecond
	书签446D0384　　　　　　　　　　range:
	书签D4CA64BB　　　　　　　　　　0.000
	书签24F4D644　　　　　　　　　　~
	书签EBEC9804　　　　　　　　　　20.000
	书签91472ECC　　　　　　　　　　;
	书签B8DE0DEF　　　　　　　　　　cm
	书签4591CA93　　　　　　　　　　range:
	书签80305E96　　　　　　　　　　0
	书签30E31356　　　　　　　　　　~
	书签203EB31D　　　　　　　　　　692.
	书签DDF8454F　　　　　　　　　　H.
	书签F31E2227　　　　　　　　　　Unit
	书签9A3C5725　　　　　　　　　　switching:
	书签EDD61CCC　　　　　　　　　　Switch
	书签1B060848　　　　　　　　　　between
	书签DC5ADC0C　　　　　　　　　　milliseconds
	书签F1889AAE　　　　　　　　　　and
	书签DC78D3E0　　　　　　　　　　centimeters
	书签47B3FE84　　　　　　　　　　.
	书签3929B797　　　　　　　　　　9 EN
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	书签CF3E0337　　　　　　　　　　SOFTWARE
	书签7C98F9B9　　　　　　　　　　INTRODUCTION\(SMARTPHONE\)
	书签D61524B4　　　　　　　　　　Ouput
	书签0B183385　　　　　　　　　　EQ
	书签9F05FA03　　　　　　　　　　3.
	书签9B21F950　　　　　　　　　　I
	书签5C14CF6C　　　　　　　　　　nterface
	书签C6687A4F　　　　　　　　　　Channel
	书签950DC67C　　　　　　　　　　high-low-pass
	书签B104410C　　　　　　　　　　crossover
	书签F8DA6CE0　　　　　　　　　　setting
	书签4814EFA6　　　　　　　　　　with
	书签4154B815　　　　　　　　　　high-low-pass
	书签4B47C9F9　　　　　　　　　　independent
	书签51CF878E　　　　　　　　　　filtering.
	书签8CFD16CB　　　　　　　　　　Adjustable:
	书签1C652D3E　　　　　　　　　　Filter
	书签D44EA714　　　　　　　　　　type,
	书签FD7DD43A　　　　　　　　　　frequency
	书签E5382524　　　　　　　　　　and
	书签28A41774　　　　　　　　　　Q
	书签8A8E16B2　　　　　　　　　　value
	书签071D409C　　　　　　　　　　\(slope
	书签2842C6A2　　　　　　　　　　or
	书签F2F2F5DA　　　　　　　　　　slope\).
	书签AE452CEF　　　　　　　　　　I.
	书签D7A19E39　　　　　　　　　　C
	书签ADC3CF65　　　　　　　　　　hannel
	书签FE891CAB　　　　　　　　　　type
	书签81A5EBC1　　　　　　　　　　:Choose
	书签2FA43EBE　　　　　　　　　　from
	书签F9B08FA6　　　　　　　　　　Link-Rill,
	书签3B037488　　　　　　　　　　Butter
	书签8D0A982C　　　　　　　　　　-W
	书签40C9B5EC　　　　　　　　　　and
	书签36CCA64C　　　　　　　　　　Bessel.
	书签723E21B0　　　　　　　　　　J.
	书签BE2FA9DD　　　　　　　　　　Slope
	书签19681882　　　　　　　　　　selection:
	书签C8FB5F01　　　　　　　　　　6dB/Oct
	书签1B8483B3　　　　　　　　　　,
	书签027DA419　　　　　　　　　　12dB/Oct
	书签998BA830　　　　　　　　　　,
	书签B362E01F　　　　　　　　　　18dB/O
	书签C1F2D99D　　　　　　　　　　c
	书签A119240C　　　　　　　　　　t
	书签05E405A1　　　　　　　　　　,
	书签035833F9　　　　　　　　　　24dB/Oct
	书签C97FDB01　　　　　　　　　　,
	书签EA058557　　　　　　　　　　30dB/Oc
	书签0BD5DCF2　　　　　　　　　　t
	书签DFDE2452　　　　　　　　　　and
	书签A74A65CF　　　　　　　　　　OFF
	书签3246D3FE　　　　　　　　　　can
	书签468C6069　　　　　　　　　　be
	书签4B9B2E48　　　　　　　　　　selected.
	书签CBC1F15B　　　　　　　　　　K.
	书签2D536A66　　　　　　　　　　Frequency
	书签756D9AF7　　　　　　　　　　Range
	书签A024F94D　　　　　　　　　　:20Hz~20KHz.
	书签CABFE000　　　　　　　　　　4.
	书签3BDE5574　　　　　　　　　　Channel
	书签7875E38E　　　　　　　　　　interface
	书签226B853B　　　　　　　　　　Channel
	书签CFEB44F2　　　　　　　　　　selection
	书签C7F8CC1B　　　　　　　　　　,
	书签F06BC85F　　　　　　　　　　volume,
	书签B18F0E7B　　　　　　　　　　mute,
	书签42928F3E　　　　　　　　　　forward
	书签4C830987　　　　　　　　　　and
	书签46FD1691　　　　　　　　　　reverse,
	书签5BE4D737　　　　　　　　　　and
	书签3CD439E3　　　　　　　　　　joint
	书签B7CA8DD2　　　　　　　　　　adjustment
	书签D94EB0DC　　　　　　　　　　operation.
	书签6E3F2009　　　　　　　　　　L.
	书签B97DCFE2　　　　　　　　　　Channel
	书签1703327F　　　　　　　　　　volume,
	书签D0B75717　　　　　　　　　　phase:
	书签4952662E　　　　　　　　　　The
	书签22B2268F　　　　　　　　　　volume
	书签E72DAA57　　　　　　　　　　can
	书签97F27B8D　　　　　　　　　　be
	书签0E2BF9F4　　　　　　　　　　adjusted
	书签30D3E0E8　　　　　　　　　　by
	书签839924E9　　　　　　　　　　sliding
	书签BBDB4D3C　　　　　　　　　　left
	书签569400F2　　　　　　　　　　and
	书签4DA07C11　　　　　　　　　　right,
	书签40DAB21C　　　　　　　　　　the
	书签CE9699CF　　　　　　　　　　volume
	书签84FBEF2E　　　　　　　　　　range:
	书签D063EA7F　　　　　　　　　　0
	书签A6899446　　　　　　　　　　~
	书签5C6994A1　　　　　　　　　　60,
	书签75B36AB5　　　　　　　　　　click
	书签C4202D96　　　　　　　　　　the
	书签E394710C　　　　　　　　　　speaker
	书签2CE596B8　　　　　　　　　　button
	书签678C677B　　　　　　　　　　to
	书签ABCA93B3　　　　　　　　　　mute
	书签8139B136　　　　　　　　　　.Forward
	书签9B2E5E9F　　　　　　　　　　and
	书签8BCB1843　　　　　　　　　　reverse
	书签056C51D3　　　　　　　　　　switching
	书签4A377572　　　　　　　　　　.Type
	书签5EB27575　　　　　　　　　　selection
	书签A95981BB　　　　　　　　　　for
	书签66F0DB1C　　　　　　　　　　each
	书签C6AEED30　　　　　　　　　　output
	书签4AE64B2C　　　　　　　　　　channel.
	书签8FD90001　　　　　　　　　　M.
	书签988855C5　　　　　　　　　　Channel
	书签414601CF　　　　　　　　　　joint
	书签AC29329A　　　　　　　　　　debugging
	书签F987EE3C　　　　　　　　　　settings:
	书签D94774DB　　　　　　　　　　Click
	书签7FB105D7　　　　　　　　　　the
	书签2AF92FC4　　　　　　　　　　joint
	书签F2360640　　　　　　　　　　debugging
	书签429713AF　　　　　　　　　　button
	书签1B9892EB　　　　　　　　　　to
	书签7EAAA9D4　　　　　　　　　　bring
	书签BAEDD35E　　　　　　　　　　up
	书签E3670C59　　　　　　　　　　the
	书签1F5ECA7B　　　　　　　　　　joint
	书签5600529C　　　　　　　　　　debugging
	书签BA779CAE　　　　　　　　　　window
	书签ED4B1ECB　　　　　　　　　　and
	书签CA965B7B　　　　　　　　　　select
	书签2EDC1183　　　　　　　　　　the
	书签7A3A6FCF　　　　　　　　　　joint
	书签C008D446　　　　　　　　　　debugging
	书签EF73EC09　　　　　　　　　　the
	书签968EE8EC　　　　　　　　　　reset
	书签6F12465A　　　　　　　　　　button
	书签9F5D67A1　　　　　　　　　　to
	书签1CD4DD8C　　　　　　　　　　reset
	书签8EF2A385　　　　　　　　　　the
	书签0A1927BD　　　　　　　　　　output
	书签89D4250D　　　　　　　　　　channel
	书签FE002E6E　　　　　　　　　　type
	书签B45BACF5　　　　　　　　　　so
	书签45A81146　　　　　　　　　　that
	书签2C33F1BE　　　　　　　　　　the
	书签D0059A74　　　　　　　　　　output
	书签969FAF64　　　　　　　　　　can
	书签6B1822A9　　　　　　　　　　be
	书签56B8C79F　　　　　　　　　　customized.
	书签CE5A00DD　　　　　　　　　　Click
	书签C70643A4　　　　　　　　　　the
	书签473D8B0E　　　　　　　　　　lock
	书签FD69EB7D　　　　　　　　　　button
	书签7CE1EE6A　　　　　　　　　　to
	书签5A25FA52　　　　　　　　　　lock
	书签8687D6E3　　　　　　　　　　the
	书签4525DBE0　　　　　　　　　　current
	书签E989C3CB　　　　　　　　　　channel.
	书签DCD908F0　　　　　　　　　　5.
	书签FC70E5B3　　　　　　　　　　EQ
	书签9415FDE3　　　　　　　　　　I
	书签0FD02A30　　　　　　　　　　nterface
	书签8422C169　　　　　　　　　　Corresponding
	书签667C60C6　　　　　　　　　　to
	书签066C8DB0　　　　　　　　　　the
	书签34374870　　　　　　　　　　adjustment
	书签57777020　　　　　　　　　　of
	书签EDCAE283　　　　　　　　　　the
	书签9903062B　　　　　　　　　　output
	书签AFAB7267　　　　　　　　　　channel
	书签3BFCA7AB　　　　　　　　　　EQ
	书签1875AFDB　　　　　　　　　　curve
	书签44015D50　　　　　　　　　　\(gain,
	书签3789D42D　　　　　　　　　　Q
	书签E024534A　　　　　　　　　　value
	书签1AB3FD8C　　　　　　　　　　and
	书签1C9C662C　　　　　　　　　　frequency\);
	书签4D2C7612　　　　　　　　　　reset
	书签FE9A0E7E　　　　　　　　　　equalization,
	书签472BD87D　　　　　　　　　　pass-through
	书签D96A470F　　　　　　　　　　equalization
	书签21699334　　　　　　　　　　or
	书签41A43676　　　　　　　　　　parametric
	书签7DD6A6E4　　　　　　　　　　equalization
	书签A47E963A　　　　　　　　　　operation
	书签D2E8E2D0　　　　　　　　　　settings.
	书签54DCE498　　　　　　　　　　N.
	书签11351033　　　　　　　　　　EQ
	书签53228D56　　　　　　　　　　display:
	书签7907D21B　　　　　　　　　　Edit
	书签D6BEA8B8　　　　　　　　　　the
	书签E7F39DA6　　　　　　　　　　display
	书签328CBA8A　　　　　　　　　　area.
	书签A106D790　　　　　　　　　　O.
	书签E8556A6F　　　　　　　　　　Output
	书签F7B29D8F　　　　　　　　　　EQ
	书签9206FBB5　　　　　　　　　　gain,
	书签B30B0A45　　　　　　　　　　Q
	书签1E7CC7A0　　　　　　　　　　value
	书签33FB05E7　　　　　　　　　　and
	书签9201B17A　　　　　　　　　　frequency
	书签8A7476E3　　　　　　　　　　settings:
	书签AD81A59A　　　　　　　　　　Output
	书签72F94D37　　　　　　　　　　EQ
	书签BE106214　　　　　　　　　　gain
	书签CA378F27　　　　　　　　　　setting:
	书签589A66C3　　　　　　　　　　A
	书签BE32F6A2　　　　　　　　　　total
	书签4542E584　　　　　　　　　　of
	书签A1BB57D8　　　　　　　　　　10
	书签2F6810FC　　　　　　　　　　EQ,
	书签6BEB1EC0　　　　　　　　　　left
	书签CEB24553　　　　　　　　　　and
	书签1F407902　　　　　　　　　　right
	书签6E06C68D　　　　　　　　　　sliding
	书签11E8FB49　　　　　　　　　　screen
	书签8ADE4AC5　　　　　　　　　　can
	书签5E2773A6　　　　　　　　　　select
	书签1C9CB37B　　　　　　　　　　EQ,
	书签8D471F0D　　　　　　　　　　you
	书签06592788　　　　　　　　　　can
	书签2C970713　　　　　　　　　　drag
	书签1F9FBD7D　　　　　　　　　　the
	书签1617234A　　　　　　　　　　slider
	书签683116BB　　　　　　　　　　up
	书签CA9B779B　　　　　　　　　　and
	书签35E97868　　　　　　　　　　down.
	书签5C72338F　　　　　　　　　　Select
	书签9A06D19A　　　　　　　　　　the
	书签D1CCCE4B　　　　　　　　　　first
	书签5CCF98E4　　　　　　　　　　line
	书签ADF34D91　　　　　　　　　　value,
	书签D5734EE2　　　　　　　　　　and
	书签16FD654F　　　　　　　　　　drag
	书签12213DB7　　　　　　　　　　the
	书签90B5745B　　　　　　　　　　slider
	书签FA2D9EEF　　　　　　　　　　bar
	书签E5D7278B　　　　　　　　　　left
	书签7D0289B5　　　　　　　　　　and
	书签A26B1C84　　　　　　　　　　right
	书签4EBC8FB9　　　　　　　　　　in
	书签17C6FE15　　　　　　　　　　the
	书签7E2F8C66　　　　　　　　　　pop-up
	书签E5EBE28B　　　　　　　　　　dialog
	书签00BBDF08　　　　　　　　　　box
	书签B41D3AD9　　　　　　　　　　to
	书签27403A7E　　　　　　　　　　adjust
	书签F8C6F5D3　　　　　　　　　　the
	书签B23647F0　　　　　　　　　　adjustment
	书签9C45177E　　　　　　　　　　range:
	书签94F45A8B　　　　　　　　　　-
	书签D6C839F6　　　　　　　　　　20
	书签9DBCB34B　　　　　　　　　　dB~+
	书签D1468643　　　　　　　　　　20
	书签79C03532　　　　　　　　　　dB.
	书签EB869D0C　　　　　　　　　　Q
	书签E89FAA04　　　　　　　　　　value:
	书签64E586FE　　　　　　　　　　Click
	书签8EA0F541　　　　　　　　　　the
	书签9067DE4D　　　　　　　　　　second
	书签FD380E99　　　　　　　　　　line
	书签B85F69C1　　　　　　　　　　value,
	书签4739FC8B　　　　　　　　　　and
	书签86D452F4　　　　　　　　　　drag
	书签F633F0ED　　　　　　　　　　the
	书签96D0D532　　　　　　　　　　slider
	书签5E166297　　　　　　　　　　bar
	书签A7B36F00　　　　　　　　　　left
	书签03598178　　　　　　　　　　and
	书签F85B77C7　　　　　　　　　　right
	书签8405AB00　　　　　　　　　　in
	书签0BE88A21　　　　　　　　　　the
	书签A66F0A4D　　　　　　　　　　pop-up
	书签13F9488F　　　　　　　　　　dialog
	书签3CA0172B　　　　　　　　　　box
	书签0BF27182　　　　　　　　　　to
	书签C2FFEB00　　　　　　　　　　adjust,
	书签15C32301　　　　　　　　　　the
	书签24D1CBBA　　　　　　　　　　adjustment
	书签74CF5EDB　　　　　　　　　　range
	书签BCBADDC9　　　　　　　　　　is
	书签B6391A2E　　　　　　　　　　0.404~28.85
	书签D8D17919　　　　　　　　　　2
	书签C0A780FC　　　　　　　　　　.
	书签1F8FA180　　　　　　　　　　Xover
	书签A441EE6A　　　　　　　　　　Xover
	书签631BFEFF　　　　　　　　　　10 EN
	书签6DCDD174　　　　　　　　　　k
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	书签61523268　　　　　　　　　　SOFTWARE
	书签0C902146　　　　　　　　　　INTRODUCTION\(SMARTPHONE\)
	书签86C4A7C4　　　　　　　　　　Frequency
	书签F41088CE　　　　　　　　　　setting:
	书签77D286C3　　　　　　　　　　Click
	书签C282C516　　　　　　　　　　the
	书签04FEFF3F　　　　　　　　　　third
	书签1A9AC33A　　　　　　　　　　line
	书签378C201F　　　　　　　　　　value,
	书签10E76511　　　　　　　　　　and
	书签1429B250　　　　　　　　　　drag
	书签19C464D3　　　　　　　　　　the
	书签FB0351C2　　　　　　　　　　slider
	书签6A073C5A　　　　　　　　　　bar
	书签3A31C378　　　　　　　　　　left
	书签6276B842　　　　　　　　　　and
	书签1DEA8D02　　　　　　　　　　right
	书签F61D61F4　　　　　　　　　　in
	书签43A6B87A　　　　　　　　　　the
	书签1F0A5F28　　　　　　　　　　pop-up
	书签8CD17335　　　　　　　　　　dialog
	书签D62ED8F9　　　　　　　　　　box
	书签B5CBA3F8　　　　　　　　　　to
	书签926E5E74　　　　　　　　　　adjust
	书签D84C0483　　　　　　　　　　it.
	书签7D606397　　　　　　　　　　The
	书签9D4A45A4　　　　　　　　　　adjustment
	书签E3D97CEB　　　　　　　　　　range
	书签F1CCFA15　　　　　　　　　　is
	书签6ADEBBC7　　　　　　　　　　20Hz~20KHz.
	书签97B11E85　　　　　　　　　　Q.
	书签1967828A　　　　　　　　　　Reset
	书签2471C0D0　　　　　　　　　　equalization,
	书签1605DB37　　　　　　　　　　restore
	书签61D97693　　　　　　　　　　equalization,
	书签7F06D91E　　　　　　　　　　pass-through
	书签3A4DF82A　　　　　　　　　　equalization
	书签4C84626E　　　　　　　　　　settings:
	书签A907C8F7　　　　　　　　　　Click
	书签13D673C4　　　　　　　　　　[Reset
	书签E29025BD　　　　　　　　　　EQ]
	书签A843AC41　　　　　　　　　　to
	书签22C83628　　　　　　　　　　restore
	书签A5EB44E0　　　　　　　　　　the
	书签E831986F　　　　　　　　　　parameters
	书签E5C7801F　　　　　　　　　　of
	书签3EEF10BF　　　　　　　　　　the
	书签B200EC05　　　　　　　　　　10
	书签5BE88235　　　　　　　　　　-band
	书签471B3ED5　　　　　　　　　　equalizer
	书签3685E87C　　　　　　　　　　to
	书签3B86A21F　　　　　　　　　　the
	书签42DDAD76　　　　　　　　　　original
	书签8CEB7BB8　　　　　　　　　　pass-through
	书签C82A3FB2　　　　　　　　　　mode
	书签D5B86C9D　　　　　　　　　　\(the
	书签5BC4A7F4　　　　　　　　　　equalizer
	书签67C1CDCE　　　　　　　　　　frequency,
	书签ED100CE9　　　　　　　　　　Q
	书签0B83CD66　　　　　　　　　　value
	书签33E361AB　　　　　　　　　　and
	书签10F8677D　　　　　　　　　　gain
	书签69E1CF07　　　　　　　　　　are
	书签B682F66D　　　　　　　　　　restored
	书签5554B64D　　　　　　　　　　to
	书签B180F55C　　　　　　　　　　their
	书签7C4D8FE3　　　　　　　　　　initial
	书签07FFFA5A　　　　　　　　　　values\).
	书签BC463AC1　　　　　　　　　　When
	书签60B1D590　　　　　　　　　　there
	书签F5A2570D　　　　　　　　　　is
	书签DCAE11BB　　　　　　　　　　channel
	书签A4498D67　　　　　　　　　　adjustment,
	书签73763E6F　　　　　　　　　　display
	书签80C4A95C　　　　　　　　　　[straight-through
	书签AC6B13FE　　　　　　　　　　equalization],
	书签52A8E1B1　　　　　　　　　　click
	书签2B55843D　　　　　　　　　　[straight-through
	书签20D431AF　　　　　　　　　　equalization],
	书签77559B86　　　　　　　　　　click
	书签F738E1C2　　　　　　　　　　[OK],
	书签640DCCF6　　　　　　　　　　all
	书签00001A9F　　　　　　　　　　values
	书签6349BF0D　　　　　　　　　　\(frequency,
	书签342ECF9E　　　　　　　　　　Q
	书签10E3BFB2　　　　　　　　　　value
	书签24097A37　　　　　　　　　　and
	书签4DDF9544　　　　　　　　　　gain\)
	书签6E7C411B　　　　　　　　　　will
	书签3050D135　　　　　　　　　　return
	书签59F7EFB5　　　　　　　　　　to
	书签5722057B　　　　　　　　　　the
	书签FE3DFE54　　　　　　　　　　initial
	书签CEF1A58F　　　　　　　　　　value.
	书签5D4CBF0B　　　　　　　　　　At
	书签65B29A31　　　　　　　　　　this
	书签6B0643D8　　　　　　　　　　time,
	书签F77DBBB2　　　　　　　　　　the
	书签955C78EF　　　　　　　　　　[straight-through
	书签0D0DFB14　　　　　　　　　　equalization]
	书签1B5DC974　　　　　　　　　　button
	书签9D0B15B4　　　　　　　　　　will
	书签C8016C0B　　　　　　　　　　become
	书签A276ACC8　　　　　　　　　　[recovery
	书签20DDF9F5　　　　　　　　　　equalization].
	书签7A192A8A　　　　　　　　　　Press
	书签689898CC　　　　　　　　　　the
	书签F8BD24C6　　　　　　　　　　button
	书签4669354F　　　　　　　　　　and
	书签8C103355　　　　　　　　　　click
	书签9B9410AD　　　　　　　　　　[Resume
	书签930534A4　　　　　　　　　　Equilibrium],
	书签32121189　　　　　　　　　　all
	书签661A7A64　　　　　　　　　　values
	书签A67DBEBD　　　　　　　　　　\(frequency,
	书签2077CF74　　　　　　　　　　Q
	书签E033B832　　　　　　　　　　value
	书签906B9AE7　　　　　　　　　　and
	书签C585C1A7　　　　　　　　　　gain\)
	书签5B7EC03F　　　　　　　　　　will
	书签0D0486E6　　　　　　　　　　be
	书签CF111241　　　　　　　　　　restored
	书签7122D41F　　　　　　　　　　to
	书签B5BF0E2A　　　　　　　　　　the
	书签9A9A67A2　　　　　　　　　　value
	书签96B99972　　　　　　　　　　before
	书签BE992961　　　　　　　　　　the
	书签6CEAF696　　　　　　　　　　pass-through.
	书签E19A5FC5　　　　　　　　　　CH
	书签8DD469DA　　　　　　　　　　1~CH6
	书签2E6BBC1E　　　　　　　　　　channel
	书签D7B1798E　　　　　　　　　　selection.
	书签089F1784　　　　　　　　　　11 EN
	书签97E23ECC　　　　　　　　　　k
	书签62A18A34　　　　　　　　　　P.

	页 14
	页 15
	页 16
	书签C008C2D7　　　　　　　　　　g
	书签891A235A　　　　　　　　　　SCAN
	书签D2D06C59　　　　　　　　　　OUR
	书签B7FE65A7　　　　　　　　　　QR
	书签0E778965　　　　　　　　　　CODE
	书签AEAFCDEB　　　　　　　　　　OR
	书签39EBC143　　　　　　　　　　VISIT
	书签E2764D96　　　　　　　　　　WWW.NAKAMICHICARAUDIO.COM
	书签D7ADB686　　　　　　　　　　FOR
	书签B2818B8A　　　　　　　　　　COMPLETE
	书签C5B689C9　　　　　　　　　　AUDIO
	书签266F3E52　　　　　　　　　　SETTINGS
	书签D9085C40　　　　　　　　　　INSTRUCTIONS
	书签B5B0DDCB　　　　　　　　　　n
	书签1C5FF001　　　　　　　　　　akamichi.Globa
	书签47D1E630　　　　　　　　　　l
	书签EF313B74　　　　　　　　　　n
	书签7FA7A20E　　　　　　　　　　akamichi.caraudio
	书签9BBB9B77　　　　　　　　　　Made
	书签F607CAF3　　　　　　　　　　in
	书签EA79909B　　　　　　　　　　China
	书签9BEEB300　　　　　　　　　　|


