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	书签C42691F7　　　　　　　　　　choose
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	书签3CA5C734　　　　　　　　　　the
	书签F614C0B2　　　　　　　　　　first
	书签B0F5DFDC　　　　　　　　　　line
	书签C5E84D70　　　　　　　　　　value,
	书签80C4CC78　　　　　　　　　　and
	书签C0442A17　　　　　　　　　　drag
	书签ED114347　　　　　　　　　　the
	书签BCD68AC8　　　　　　　　　　slider
	书签B1CB2550　　　　　　　　　　bar
	书签5A26E8DB　　　　　　　　　　left
	书签E04F7B74　　　　　　　　　　and
	书签A6F10D07　　　　　　　　　　right
	书签97321D73　　　　　　　　　　in
	书签F93BCA83　　　　　　　　　　the
	书签0E54D990　　　　　　　　　　pop-up
	书签945A5F2D　　　　　　　　　　dialog
	书签447FC108　　　　　　　　　　box
	书签FEAB977D　　　　　　　　　　to
	书签3B4A88B9　　　　　　　　　　adjust
	书签51B60109　　　　　　　　　　the
	书签A8E61323　　　　　　　　　　adjustment
	书签F32ABB1D　　　　　　　　　　range:
	书签F64D17DA　　　　　　　　　　-
	书签60541C25　　　　　　　　　　12
	书签302D3EBD　　　　　　　　　　dB~+
	书签B7F4F4C4　　　　　　　　　　12
	书签99E53FD5　　　　　　　　　　dB.
	书签9B196DF7　　　　　　　　　　Q
	书签C7AA3060　　　　　　　　　　value:
	书签A2AA1433　　　　　　　　　　Click
	书签8A2DA468　　　　　　　　　　the
	书签F6E033D2　　　　　　　　　　second
	书签6D9CC3B3　　　　　　　　　　line
	书签1FCF52E0　　　　　　　　　　value,
	书签800EDBEC　　　　　　　　　　and
	书签7E0D8D4C　　　　　　　　　　drag
	书签60B00D24　　　　　　　　　　the
	书签5F0F52B2　　　　　　　　　　slider
	书签924C935C　　　　　　　　　　bar
	书签033B6423　　　　　　　　　　left
	书签8FF834EC　　　　　　　　　　and
	书签7BC980D3　　　　　　　　　　right
	书签82062954　　　　　　　　　　in
	书签3799CB35　　　　　　　　　　the
	书签E8ABE87E　　　　　　　　　　pop-up
	书签F0299FCD　　　　　　　　　　dialog
	书签863B202C　　　　　　　　　　box
	书签906D5CFF　　　　　　　　　　to
	书签F4944334　　　　　　　　　　adjust,
	书签AF9048FC　　　　　　　　　　the
	书签CD59C4F0　　　　　　　　　　adjustment
	书签53F0E91F　　　　　　　　　　range
	书签5D615E8C　　　　　　　　　　is
	书签0DEF198C　　　　　　　　　　0.404~28.85
	书签CFD0C1F0　　　　　　　　　　2
	书签B44360CD　　　　　　　　　　.
	书签F892DE26　　　　　　　　　　Frequency
	书签A9853158　　　　　　　　　　setting:
	书签217A42D6　　　　　　　　　　Click
	书签561CCB97　　　　　　　　　　the
	书签A60A7785　　　　　　　　　　third
	书签BF29799B　　　　　　　　　　line
	书签D3A0DE6E　　　　　　　　　　value,
	书签560F20E8　　　　　　　　　　and
	书签9F06D3CC　　　　　　　　　　drag
	书签089694CA　　　　　　　　　　the
	书签CD54020F　　　　　　　　　　slider
	书签0D995F5C　　　　　　　　　　bar
	书签5B00A802　　　　　　　　　　left
	书签7AF4806E　　　　　　　　　　and
	书签AD1E8F5A　　　　　　　　　　right
	书签F7B2C172　　　　　　　　　　in
	书签EECFD537　　　　　　　　　　the
	书签523C0976　　　　　　　　　　pop-up
	书签B162D5CF　　　　　　　　　　dialog
	书签2E2A9B9E　　　　　　　　　　box
	书签21CFF295　　　　　　　　　　to
	书签8ABE003F　　　　　　　　　　adjust
	书签6064F8AE　　　　　　　　　　it.
	书签06374900　　　　　　　　　　The
	书签C5A0532F　　　　　　　　　　adjustment
	书签41AC03AA　　　　　　　　　　range
	书签965B7D6D　　　　　　　　　　is
	书签4C3CFF42　　　　　　　　　　20Hz~20KHz.
	书签E43DC50C　　　　　　　　　　Q.
	书签178D84C1　　　　　　　　　　Reset
	书签5B44154D　　　　　　　　　　equalization,
	书签10C1FB09　　　　　　　　　　restore
	书签9EF69D72　　　　　　　　　　equalization,
	书签3FC5EFE6　　　　　　　　　　pass-through
	书签5038FEDA　　　　　　　　　　equalization
	书签4BF3179C　　　　　　　　　　settings:
	书签6020F954　　　　　　　　　　Click
	书签61706CC7　　　　　　　　　　[Reset
	书签2CE9946B　　　　　　　　　　EQ]
	书签78ED07BE　　　　　　　　　　to
	书签D98298A7　　　　　　　　　　restore
	书签1CC9A203　　　　　　　　　　the
	书签412E39CC　　　　　　　　　　parameters
	书签DACD3F21　　　　　　　　　　of
	书签DC9046D4　　　　　　　　　　the
	书签1A41223D　　　　　　　　　　equalizer
	书签E22C20CB　　　　　　　　　　to
	书签8B758509　　　　　　　　　　the
	书签DF3B49F7　　　　　　　　　　original
	书签1A8F0ECA　　　　　　　　　　pass-through
	书签33E4E4D1　　　　　　　　　　mode
	书签16F5046F　　　　　　　　　　\(the
	书签0EBCFAA3　　　　　　　　　　equalizer
	书签6F879257　　　　　　　　　　frequency,
	书签0CCC83E5　　　　　　　　　　Q
	书签011A0AB7　　　　　　　　　　value
	书签EB075341　　　　　　　　　　and
	书签D98D7AD2　　　　　　　　　　gain
	书签D1AF00B6　　　　　　　　　　are
	书签59CB4673　　　　　　　　　　restored
	书签19D15530　　　　　　　　　　to
	书签D9A89399　　　　　　　　　　their
	书签C5A9AD52　　　　　　　　　　initial
	书签3D62BC94　　　　　　　　　　values\).
	书签CB03DD08　　　　　　　　　　When
	书签7A8B7029　　　　　　　　　　there
	书签D547B807　　　　　　　　　　is
	书签9DE16ED9　　　　　　　　　　channel
	书签BA883F11　　　　　　　　　　adjustment,
	书签6EFCBA36　　　　　　　　　　display
	书签7B0A5299　　　　　　　　　　[straight-through
	书签F9A3AC30　　　　　　　　　　equalization],
	书签F6908FA6　　　　　　　　　　click
	书签F56D1BDE　　　　　　　　　　[straight-through
	书签06B28369　　　　　　　　　　equalization],
	书签A35F825F　　　　　　　　　　click
	书签EB1A7A16　　　　　　　　　　[OK],
	书签FB4B06D1　　　　　　　　　　all
	书签6DC38B39　　　　　　　　　　values
	书签36963C35　　　　　　　　　　\(frequency,
	书签164571BE　　　　　　　　　　Q
	书签1867C625　　　　　　　　　　value
	书签6F9485F0　　　　　　　　　　and
	书签A4B3DAA6　　　　　　　　　　gain\)
	书签9E43E929　　　　　　　　　　will
	书签70AEC066　　　　　　　　　　return
	书签C32828FD　　　　　　　　　　to
	书签D0039978　　　　　　　　　　the
	书签1D96ED77　　　　　　　　　　initial
	书签60F06A97　　　　　　　　　　value.
	书签BCBC3C18　　　　　　　　　　At
	书签2786B748　　　　　　　　　　this
	书签9775C434　　　　　　　　　　time,
	书签4BB1C55E　　　　　　　　　　the
	书签9CFE5A43　　　　　　　　　　[straight-through
	书签CA491151　　　　　　　　　　equalization]
	书签C5DAD6A7　　　　　　　　　　button
	书签B8251B49　　　　　　　　　　will
	书签3FD5F3D1　　　　　　　　　　become
	书签252D705F　　　　　　　　　　[recovery
	书签EE769F14　　　　　　　　　　equalization].
	书签8CDDF33A　　　　　　　　　　Press
	书签D439D988　　　　　　　　　　the
	书签0BEA9108　　　　　　　　　　button
	书签31B95D68　　　　　　　　　　and
	书签EFC8B19F　　　　　　　　　　click
	书签8CCC12AB　　　　　　　　　　[Resume
	书签BC83C5CC　　　　　　　　　　Equilibrium],
	书签877A613A　　　　　　　　　　all
	书签9D40787F　　　　　　　　　　values
	书签AFAEC14C　　　　　　　　　　\(frequency,
	书签096A6DCC　　　　　　　　　　Q
	书签5F49EC32　　　　　　　　　　value
	书签B819B121　　　　　　　　　　and
	书签43D006E9　　　　　　　　　　gain\)
	书签55C9FC31　　　　　　　　　　will
	书签7A08AF19　　　　　　　　　　be
	书签BB76A6EA　　　　　　　　　　restored
	书签2678C054　　　　　　　　　　to
	书签DF9927EB　　　　　　　　　　the
	书签1560D14F　　　　　　　　　　value
	书签82B4E329　　　　　　　　　　before
	书签01F9BCF7　　　　　　　　　　the
	书签8315C6C0　　　　　　　　　　pass-through.
	书签46F55CFB　　　　　　　　　　10 EN
	书签B7E2EDA0　　　　　　　　　　and
	书签317E55A8　　　　　　　　　　right
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