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Technical Specifications 
 
Microphone Type 14 mm condenser 

Polar Pattern Cardioid 

Frequency Response 30 Hz – 18 KHz 

Sensitivity -32 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz) 

Max SPL 130 dB (@ 1 KHZ ≤ 1 % THD) 

Stereo Output Power 400 mW 

Bit Depth 16 bit 

ADC Sampling Rate 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz 

THD+N 0.01% 

SNR 89 dB 

Dynamic Range 89 dB 

DAC Sampling Rate 32, 44.1, 48 kHz 

THD+N 0.005% 

SNR 96 dB 

Dynamic Range 93 dB 

Dimensions 
(diameter x length) 

1.81” x 6.61” (microphone only) 
46 mm x 168 mm (microphone only) 

Weight 0.82 lb. (microphone only) 

0.37 kg (microphone only) 

 

Specifications are subject to change without notice.  

 

Trademarks and Licenses 
 
Marantz is a trademark of D&M Holdings Inc., registered in the U.S. and other countries. Marantz Professional 

products are produced by inMusic Brands, Inc., Cumberland, RI 02864, USA. 

Apple and macOS are trademarks or service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.  

All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners. 

Guía de inicio rápido (Español) 
 
Contenido de la caja 
 
 

MPM-4000U Podcast Mic Guía de inicio rápido 

Cable USB-C a USB-A Manual sobre la seguridad y garantía 

Soporte de micrófono para escritorio con pipeta  

 

Soporte 
 

Para la información más reciente acerca de este producto, visite marantzpro.com. 

Para obtener soporte adicional del producto, visite marantzpro.com/support. 
 

Cómo conectar su dispositivo  
 

1. Extienda las patas de la base del soporte de micrófono y colóquelo sobre el escritorio o superficie 

en donde tendrá el MPM-4000U Podcast Mic. También puede ajustar la altura del soporte aflojando 

la mariposa y extendiendo el tubo telescópico. Vuelva a ajustarla antes de sujetar la pipeta para 

micrófono. 

2. Atornille la pipeta del soporte para micrófono en la base. 

3. Sujete el micrófono a la abrazadera. Encaje a presión el micrófono con los controles apuntando hacia 

usted.  

4. Con el micrófono sujeto en la abrazadera, puede aflojar la perilla en la pipeta del micrófono para 

inclinarlo hacia arriba y abajo, y ajustar el ángulo según desee. Vuelva a ajustarla antes de utilizar el 

micrófono.  

5. Utilice el cable USB-C a USB-A incluido para conectar el MPM-4000U Podcast Mic a su ordenador. 

Conecte el extremo del cable que tiene el conector USB-C al puerto correspondiente del MPM-4000U 

Podcast Mic y el extremo del cable que tiene el conector USB-A al puerto correspondiente de su 

ordenador.  

6. Una vez conectado, el micrófono se encenderá. Utilice el botón Mute para silenciar o anular el 

silenciamiento de la señal de audio. 

7. Consulte las instrucciones de Configuración de audio a continuación para asegurarse de que su 

ordenador se encuentre configurado para grabar audio proveniente del MPM-4000U Podcast Mic.  

8. Para monitorizar la salida de audio del micrófono/ordenador mientras lo utiliza, conecte auriculares 

(no incluidos) a la salida Headphone Out de 3,5 mm (1/8 pulg.) del MPM-4000U Podcast Mic.  

 
Características 
 
1. Botón de silenciamiento: Pulse este botón para silenciar o anular el silenciamiento de la señal de 

audio proveniente del micrófono. 

2. Ganancia: Gire esta perilla para ajustar la ganancia de la señal del micrófono. 

3. Volumen de auriculares: Gire esta perilla para ajustar el nivel de audio de la salida de auriculares. 

4. Puerto USB-C: Use el cable USB-C a USB-A incluido para conectar este puerto a un puerto disponible 

en su ordenador. 

5. Salida para auriculares: Utilice esta salida estándar de 3,5 mm (1/8 pulg.) para conectar auriculares 

a fin de monitorizar la señal de audio del micrófono/ordenador. 

 
Configuración de audio 
 
Para configurar el MPM-4000U Podcast Mic como su dispositivo de grabación de audio predeterminado, 

siga estas instrucciones para su dispositivo/sistema operativo. 

 
Windows: 
1. Acceda al panel de control de Sound (Sonido). Esto puede hacerse accediendo al Control Panel 

(Panel de control) > Hardware and Sound (Hardware y sonido) > Sound (Sonido).  

2. Haga clic en la pestaña Recording (Grabación) y seleccione la MPM-4000U de como dispositivo 

predeterminado.   

3. Haga clic en Properties (Propiedades) en la esquina inferior derecha. En la nueva ventana, haga clic 

en la pestaña Advanced (Avanzadas) y seleccione 1-channel, 16-bit, 48000 Hz (Studio Quality) (1 

canales, 16 bits, 48000 Hz [calidad de estudio]) como formato predeterminado. 

4. Deshaga la selección de las dos casillas que están bajo Exclusive Mode (Modo exclusivo). 

5. Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar la ventana de Properties (Propiedades). Luego haga clic en 

OK (Aceptar) para cerrar el panel de control de Sound (Sonido). 

6. Abra el software de grabación que planea utilizar en su ordenador.  

7. Abra los ajustes de su software y seleccione MPM-4000U como su entrada de audio.  

  

macOS: 
1. Vaya a Applications > Utilities > Audio MIDI Setup (Aplicaciones > Utilidades > Configuración MIDI 

de audio).   

2. En la ventana Audio Devices (Dispositivos de audio), seleccione MPM-4000U en la columna 

izquierda. 

3. Haga clic derecho en MPM-4000U y seleccione Use this device for sound input (Utilizar este 

dispositivo para la entrada de sonido). 

4. Salga de la Audio MIDI Setup (Configuración MIDI de audio). 

5. Abra el software de grabación que planea utilizar en su ordenador.  

6. Abra los ajustes de su software y seleccione MPM-4000U como su entrada de audio.  

 

Quickstart Guide (English) 
 

Box Contents 
 

MPM-4000U Podcast Mic 

USB-C to USB-A Cable 

Tabletop Mic Stand with Mic Clip 

Quickstart Guide 

Safety & Warranty Manual 

 

Support 
 

For the latest information about this product, visit marantzpro.com. 

For additional product support, visit marantzpro.com/support. 
 

Connecting Your Equipment 
 

1. Extend the legs of the Microphone Stand Base and position it on the desk or other surface 

where you’ll be keeping the MPM-4000U Podcast Mic. You can also adjust the length of the 

stand by loosening the clutch and extending the telescoping tube. Tighten to secure before 

attaching the microphone clip. 

2. Screw the Microphone Stand Clip onto the base. 

3. Fasten the microphone to the clamp. Push to snap in the microphone with the controls facing you.  

4. With the microphone fastened to the clamp, you can loosen the knob on the microphone clip to 

tilt the microphone up and down to adjust its angle as desired. Tighten to secure before using 

the microphone.  

5. Use the included USB-C to USB-A cable to connect the MPM-4000U Podcast Mic to your 

computer. Connect the USB-C end of the cable to the corresponding port on the MPM-4000U 

Podcast Mic and connect the USB-A end of the cable to the corresponding port on your 

computer.  

6. Once connected, the microphone will power on. Use the Mute button to mute or unmute the 

audio signal. 

7. See the Audio Configuration instructions below to make sure your computer is set up to record 

audio from MPM-4000U Podcast Mic.  

8. To monitor the microphone’s/the computer's audio output while you use it, connect headphones (not 

included) to the 1/8" (3.5 mm) Headphone Out on the MPM-4000U Podcast Mic.  

 

Features 
 

1. Mute Button: Press this button to mute or unmute audio signal from the microphone. 

2. Gain: Turn this knob to adjust the microphone signal gain. 

3. Headphone Volume: Turn this knob to adjust the audio output level of the headphones output. 
4. USB-C Port: Use the included USB-C to USB-A cable to connect this port to an available port 

on your computer. 

5. Headphones Out: Use this standard 1/8" (3.5 mm) output to connect headphones for 

monitoring the microphone signal/computer audio signal. 

 

Audio Configuration 
 

To set the MPM-4000U Podcast Mic as your default audio recording device, follow the directions 

below based on your computer’s operating system. 

Windows: 
1. Access the Sound control panel. You can do this by going to Control Panel > Hardware and 

Sound > Sound. 

2. Click the Recording tab and select MPM-4000U as the default device. 

3. Click Properties in the lower right-hand corner. In the new window, click the Advanced tab and 

select 1-channel, 16-bit, 48000 Hz (Studio Quality) as the default format. 

4. Uncheck both boxes under Exclusive Mode. 

5. Click OK to close the Properties window. Then Click OK to close the Sound control panel. 

6. Open the recording software that you plan to use on your computer.  

7. Go to your software’s settings and select MPM-4000U as your audio input.  

 

macOS: 
1. Go to Applications > Utilities > Audio MIDI Setup. 

2. In the Audio Devices window, select MPM-4000U in the left column. 

3. Right-click MPM-4000U and select Use this device for sound input. 
4. Quit Audio MIDI Setup. 

5. Open the recording software that you plan to use on your computer.  

6. Go to your software’s settings and select MPM-4000U as your audio input. 
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安全にお使いいただくために 
 この取扱説明書で使用している危険防止のマークあ 

   このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。 
   このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。 

       このマークは、ご利用出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。 

 製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。あ 

1. 注意事項を必ずお読みください。  
2. 注意事項を必ずお守りください。 
3. すべての警告に従ってください。 
4. すべての注意事項に従ってください。 
5. 水の近くで使用しないでください。 
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントバネルのコントロール装置を損なったり、危

険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。 
7. 取扱説明書に従って設置してください。 
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。 
9. 電源プラクは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほか

に棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わない
ときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。 

10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置
の出力部分に注意してください。 

11. 付属品は、メー力ーが指定しているものを使用してください。 
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装

置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。 
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。 
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置

の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、
故障の際は、修理が必要となります。 

15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺楓器とは最低 15センチ離し、風通しの良い場所でご利
用ください。 

16. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける状態にしておいてください。 
17. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピー力̶で長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。

(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。 
18. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上

に置かないでください。 
19. 警告：火災や感電防止のため、雨や温気にさらさないでください。 

 
このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地してご使
用ください。 
 

 
inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート部 
東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6階 
 [ Web ]  inmusicbrands.jp 
[ サポート ] www.inmusicbrands.jp/support 

 

 



 

クイックスタートガイド 
 

同梱品 
 

MPM-4000U 本体 

USB-C to USB-A ケーブル 

ソフトウェア・ダウンロードカード 

クイックスタートガイド/保証書（本書） 

マイククリップ付きマイクスタンド 

サポート 
この製品に関する最新情報（ドキュメント、技術仕様、システム要件、互換性情報など）および製品登録

についてはmarantzpro.jp を、製品サポートについてはmarantzpro.jp/support をご覧ください。 

使用手順 
1. マイクスタンド・ベースの脚を伸ばし、マイクを使用する机などの平面に置きます。スタ
ンドの長さは、クラッチを緩めて伸縮調整することもできます。クラッチはマイククリップ
を取り付ける前に、しっかりと締めてください。 

2. マイククリップをマイクスタンド・ベースにねじ込みます。 

3. マイクをクランプにカチッと押し込んで固定します。ボタンやノブが手前にくる向きに設置し
てください。  

4. マイククリップのノブを緩めてマイクを上下に傾ければ、角度を調整することができます。
マイククリップのノブは、調整が終わったらしっかりと締めてください。 

5. MPM-4000Uをコンピュータに接続します。付属のUSB-C to USB-A ケーブルのUSB-C
側をマイクのUSBポートに、ケーブルのUSB-A側をコンピュータのUSBポートに接続し
ます。 

重要：USB-C to USB-Aケーブルは付属品のご使用を推奨します。コンピュータにUSB-A
ポートが無い場合は、USB-C to USB-A変換コネクタ（別売）をコンピュータのUSB-C
ポートに接続してください。変換コネクタ側をMPM-4000UのUSB-Cポートに接続しな
いでください。  

 

6. 接続するとマイクの電源がONになります。Mute ボタンでマイクのミュート/ミュート解
除を切り替えることができます。 

7. ご使用のコンピュータでMPM-4000U からのオーディオを録音できるよう設定してくださ
い。詳しくは下述のオーディオ設定をご参照ください。  

8. MPM-4000Uの1/8インチ (3.5 mm)ヘッドホン出力端子にヘッドホン（別売り）を接続
すれば、マイクやコンピュータからのオーディオ出力をモニタリングすることができます。 



機能 

 

1. ミュートボタン：マイクのミュート/ミュート解除を切り替えます。 

2. 入力音量：マイクの入力音量（ゲイン）を調節するノブです。 

3. ヘッドホン音量：ヘッドホン出力の音量を調節するノブです。 

4. USB-C ポート：付属の USB-C to USB-A ケーブルの USB-C 側をこのポートに接続し、  
ご使用のコンピュータと接続します。  

5. ヘッドホン出力端子：この出力端子に1/8インチ (3.5 mm)ヘッドホン（別売り）を接続
すれば、マイクやコンピュータからのオーディオ出力をモニタリングすることができます。  

オーディオ設定 
ご使用のコンピュータでMPM-4000U を既定のオーディオ録音デバイスとして設定するに
は、下記の手順に従ってください。 

Windows の場合： 

1. コントロールパネル > ハードウェアとサウンド > サウンドの順にメニューを移行し、サ
ウンドコントロールパネルを開きます。 

2. 録音タブをクリックで選択し、MPM-4000U を既定のデバイスに設定します。 

3. 右下のプロパティをクリックします。プロパティウインドウの詳細タブをクリックし、サン
プルレートを 1 チャネル、16 ビット、48000 Hz (スタジオの音質)に設定してください。 

4. 排他モード下の項目のチェックボックスのチェックをすべて外してください。 

5. OK をクリックしプロパティウインドウを閉じ、再度OK をクリックしてサウンドコントロ
ールパネルを閉じます。 

6. ご使用のコンピュータで録音ソフトウェアを開きます。  

7. ご使用のソフトウェアの設定で MPM-4000U をオーディオ入力デバイスとして設定します。 
macOS の場合： 

1. アプリケーション > ユーティリティ > Audio MIDI 設定の順にメニューを開きます。 

2. 開いたオーディオ装置ウインドウの左側にあるMPM-4000U を選択してください。 

3. MPM-4000U を右クリックし、「このサウンド入力装置を使用」を選択してください。 

4. Audio MIDI 設定ウインドウを閉じます。 

5. ご使用のコンピュータで録音ソフトウェアを開きます。 



6. ご使用のソフトウェアの設定でMPM-4000U をオーディオ入力デバイスとして設定しま
す。 

技術仕様 
Microphone Type 14 mm condenser 

Polar Pattern Cardioid 

Frequency Response 30 Hz ‒ 18 KHz 

Sensitivity -32 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz) 

Max SPL 130 dB (@ 1 KHZ ≤ 1 % THD) 

Stereo Output Power 400 mW 

Bit Depth 16 bit 

ADC Sampling Rate 44.1, 48 kHz 

THD+N 0.01% 

SNR 89 dB 

Dynamic Range 89 dB 

DAC Sampling Rate 44.1, 48 kHz 

THD+N 0.005% 

SNR 96 dB 

Dynamic Range 93 dB 

Dimensions  （D x L） 46 mm x 168 mm （マイクのみ） 

Weight 0.37 kg （マイクのみ） 

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。  

商標およびライセンス 
Marantz は、D&M Holdings Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。Marantz Professional 製品は、米国イン

ディアナ州RI 02864の Cumberland にある inMusic Brands, Inc.,によって製造されています。 

Apple とmacOSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc., の商標です。 

Windows は、米国およびその他の国で登録されたMicrosoft Corporation の商標です。他のすべての製品名、会社名、商標、または

商号は、それぞれ所有者のものです。 


