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SD Card

included

本体前面に無指向性のコンデンサーマイクを2基搭載。いつでもボーカルやア

コースティックギターなどマイクが必要な楽器を録音することが可能です。ま

た、DP-006ではカメラ用三脚に取り付けてよりアグレッシブなマイキングを行う

ことができます。

DIGITAL	POCKETSTUDIO

準備なしで録音できる高音質ステレオコンデンサーマイク内蔵

DP-006 / DP-008EX 共通の機能

DP-006 機能

●電源：単三形電池4本、ACアダプター(PS-P520、別売）●消
費電力：1W (最大時) ●外形寸法：155(幅)×41.5(高さ)×107
(奥行き)mm (突起部含む) ●質量：360g（電池を含まず）

カセットMTRのような簡単操作で多重録音
楽器と一緒に携帯できる音楽のスケッチパッド

DP-006
2IN / 6TR  POCKETSTUDIO

JAN：4907034120741
オープンプライス

◆ 独立したステレオマスタートラックを装備

◆ IN/OUTポイント間リピート再生

◆ トラック編集機能

◆ 非破壊編集、指定した操作に戻れるアンドゥ履歴

◆ USB2.0によるパソコンとの高速ファイル転送

◆ トラックのWAVファイルインポート/エクスポート（ステレオ/モノラル）

◆ ステレオマスターをWAVファイルへエクスポート

◆ クロマチックチューナー、メトロノーム搭載

◆ ACアダプター駆動（別売）

◆ 外部バッテリーパックによりさらなる長時間駆動が可能（別売）

◆ 楽器ケースに入れて運べる軽量設計

◆ トラックごとに独立した

 LEVEL / PAN (BALANCE)

 つまみ

◆ カメラ用三脚に取付け可能

◆  最大9時間の連続動作

 (eneloop使用、録音時)

2モノラルトラック＋2モノラル / ステレオ切替
最大6トラック

外部マイク、エレアコが接続できる 2つの入力端子

2トラック同時録音 / 6トラック同時再生

無指向性ステレオコンデンサーマイク内蔵

CD同等フォーマット (16bit/44.1kHz)

単三形電池 4本駆動

DIGITAL POCKETSTUDIO DP-006 / DP-008EX

は、それぞれ6トラック/8トラックのトラックを持つ電池

駆動が可能なマルチトラックレコーダーです。

軽量コンパクトな設計により、いつでも持ち運ぶことが

可能なので、ソングライターの外出用音楽スケッチパッ

ドとしても最適です。 

録音したい瞬間のモチベーションを下げないよう、カセットMTRのような簡単操作

を実現。マイクの準備も含め電源投入後わずか2ステップで録音の準備が完了しま

す。各トラックには専用の操作子を装備。画面操作に頼ることなく、それぞれのトラ

ックを直感的に操作できます。また、インプットモニターを採用しているため、録音

したい時に音が聴こえないといったストレスを感じることなく、降りてきたメロディ

をすぐに録音することが可能です。 

パソコンとの連携も可能で、記録メディアにはSD/SDHCカードを採用してい

る他、USB2.0経由での直接接続も可能。カラオケファイルをインポート、録

音したファイルをエクスポートしてDAWに戻すといった用途にもお使い頂けま

す。POCKETSTUDIOシリーズでは非破壊編集を採用しているため、UNDO/

REDOによって簡単に操作前の状態に戻すことが可能。ミスを気にすることなく思い

ついたメロディを録音し重ねていくことができます。 

DP-006/DP-008EXを制作システムに加えることで、音楽制作の範囲は自宅の中か

ら無限大に広がります。いつでもどこでも、気軽にアイディアを重ねられる音楽のス

ケッチパッドは、突然降りてくるメロディラインを高音質で捉え、楽曲制作をより充

実したものにしてくれるでしょう。

音速ライン　藤井敬之さん

DP-008インタビュー

DP-008EXの
前代モデルです

TEAC： DP-008 は普段どのように使われていますか？

藤井： 楽曲のスケッチですね。思いついたものをアコギで弾いて DP-008 のマイク
で録って、iPad で鍵盤をダビングしています。これを繰り返して全体像を作っ
ていきます。

TEAC： 音質はいかがですか？

藤井： エレキをつないだりとかあまりしていなくて、全部このマイクで録っていま
す。空気感も入るので、そこがまた気に入っています。

TEAC: どのような場所で使っていますか？

藤井： この間ツアーで九州の方回ってきたんですが、移動中の車でもやってました。

TEAC： 車の中、すごいですね！

藤井： 乾電池でも動くので車の中でずっとギターアレンジを考えたりして。移動に
13 時間くらいかかりましたから、でも、有効活用できました。

TEAC： ツアーされているミュージシャンならではですね。

藤井： DP-008 と iPad があれば、車の中で作曲できますね。

TEAC： 操作性はいかがですか？

藤井： 僕ホントに古い人間なので、アナログ的にいじれるのがすごくいいです。こ
こを（つまみ）いじれるのがすごい。目で見れて触れるので、気に入ってい
ます。そこが一番気に入っているポイントかも知れないですね。

TEAC： リバーブもそうですが、DP-008 では階層構造なしで操作できるように、と
いうのもコンセプトのひとつなんですよ。

藤井： リバーブの量もつまみひとつで調整できるし、PAN とかも一目でわかるじゃ
ないですか。こっちの画面を呼び出してこうとか、デジタルっぽいの嫌なん
ですよ。本当にカセット 4 トラックが僕世代なので、それがやっぱり一番い
いですね。

TEAC： 全体的な感想としては使い勝手が良い、ということでしょうか。

藤 井： 簡単で複雑じゃないって言うのが一番ありがたいですね、僕にとっては。ギ
ターと iPad と DP-008 があれば音源が作れますね。聞いてみませんか？
DP-008 で録った音源。

TEAC： よろしいですか？

藤井： ラフですけど。　--------- ♪♪♪♪♪

TEAC： いい音で録れていますね！

藤井： 音いいですよ。

TEAC： しかしデモスケッチでこれだけ完成度が高いのはさすがですね。

藤 井： 手軽なのが一番ですよ。マイクもついているし電源オンにすればすぐにはじ
められるんで、相当魅力的ですよ。4 トラックのモデル（DP-004）もあるじゃ
ないですか。あれもいいなとツアー中の車で思いました。

TEAC： DP-008 ユーザーとして最後に一言、お願いします。

藤井： 普通に売れる音源、作れると思いますよ。

音速ライン  http://onso9line.com/

Review

DAWで制作したカラオケファイルをインポートし、様々なタイプのメロディを

録音。最も優れたテイクをエクスポートしてDAWに貼り付け、といった用途で

活用できます。

WAV形式での ファイルインポート / エクスポート

コンデンサーマイク カメラ用三脚 ※DP-006のみ

専用AC アダプター 
PS-P520
[ 税抜 3,000円 ]
JAN : 4907034112340

DP-006 / DP-008EX OPTION

  バッテリーパック 
  BP-6AA
（単三乾電池6本収納）
  [ 税抜 5,000 円 ]
  JAN : 4907034118915

GUITAR
DIRECT

BASS
DIRECT

KEYBOAD
DIRECT

CLICK
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NATURALかMAXIMUMを選択するだけで自動的

に最適な設定値を検出、設定し、スピーディーに音圧感

のあるマスターファイルを制作することができます。

SD Card

included

DIGITAL		PORTASTUDIO
DP-03SD

パソコンなしでも本格音楽制作。
内蔵マイクでかんたん録音、
マスタリングまでこなせる8トラックMTR。

シンプルにハイクオリティレコーディング！

コンパクトでスタイリッシュなDP-03SDを机の

上に置けば、そこがレコーディングスタジオに早

変わりします。

エレキギターやベースを直接接続可能なほか、本体

にステレオコンデンサーマイクを内蔵しているの

で、アコースティックギターやドラムなども気軽に

録音できます。ミキサーの各チャンネルには、ボリ

ュームフェーダーやPAN、REVERBつまみを独立

して装備しているため、ミキシングの状況が一目瞭

然。2バンドEQや内蔵ステレオリバーブによる表

現豊かなミックスダウンが可能です。さらに、マス

タリングエフェクターを駆使してプロレベルの仕上

げを実現。別売のRC-3Fフットスイッチの接続を

すれば、オートパンチイン/アウトなどのハンズフ

リーコントロールが可能になります。

◆ 独立したフェーダー/ PAN / エフェクトつまみ/EQ専用ノブ

◆ ミキシング用EQ、リバーブエフェクト搭載

◆ マスタリングエフェクト搭載

◆ 独立したステレオマスタートラックを装備

◆ IN/OUTポイント間リピート再生

◆ 非破壊編集、指定した操作に戻れるアンドゥ履歴

◆ 各トラックに2バンドシェルビングイコライザーを搭載

◆ トラックのWAVファイルインポート/エクスポート

◆ ステレオマスターをWAVファイルへエクスポート

◆ クロマチックチューナー、メトロノーム搭載

◆ ACアダプター駆動（付属）

◆ USB2.0によるパソコンとの高速ファイル転送

● 電源：AC100～240V、50-60Hz  ● 消費電力：5W（ファントム
電源オン時）●外形寸法：290（幅）×54.1（高さ）×207.2（奥行
き）mm ●質量：1.4kg

専用フットスイッチ RC-3F
[ 税抜 6,000 円 ]
*DP-03SDのみ使用可能
JAN : 4907034115884

JAN：4907034122769

オープンプライス

OPTION

2トラック同時録音 / 8トラック同時再生

マスタリングエフェクト搭載

ファントム電源対応、2つの XLR / TRSインプット

無指向性ステレオコンデンサーマイク内蔵

CD同等フォーマット (16bit/44.1kHz)

◆ トラックごとに独立した LEVEL / PAN / REVERBつまみ

◆ 音を整えて録音できるインプットエフェクト搭載

◆ 各トラックに2バンドシェルビングイコライザーを搭載

◆ アコギやボーカルを綺麗に響かせるリバーブエフェクト搭載

◆ マスタリングエフェクト搭載

◆ 簡単に音圧感のあるマスターファイルが制作できる

 Auto Analysis Mastering機能搭載

◆ 最大6.5時間の連続動作 (eneloop使用、録音時)

◆ 極性切替の可能なフットスイッチ端子

Auto Analysis Mastering 機能

●電源：単三形電池4本、ACアダプター（PS-P520、別売）●消費電
力：2.4W(最大時)●外形寸法：221(幅)×44.3(高さ)×126.5(奥行
き) mm（突起部含む）●質量：610g（電池を含まず）

JAN：4907034121311

DP-008EX
2IN / 8TR  POCKETSTUDIO

2IN / 8TR  PORTASTUDIO

オープンプライス

8モノラルトラック

ファントム電源対応、2つの XLR / TRSインプット

2トラック同時録音 / 8トラック同時再生

無指向性ステレオコンデンサーマイク内蔵

CD同等フォーマット (16bit/44.1kHz)

単三形電池 4本駆動

DP-008EX 機能

DP-03SD 機能

DP-008EXのみ

より高いレベルの楽曲スケッチを望む場合は上位機

種のDP-008EXがお勧めです。XLR入力はコンデン

サーマイクの使用が可能。加えて、入力信号にエフェ

クト処理ができるインプットエフェクトを搭載して

いるため、調整した音を録音することができます。

各トラックにおいては2バンドのイコライザーを搭載

する他、リバーブエフェクトへ信号を送ることが可

能で、ボーカルやピアノ、アコースティックギターと

いった楽器を綺麗に響かせることができます。完成後

のマスターファイルには、搭載されたマスタリングエ

フェクトによる仕上げの調整が可能です。手軽に音

圧感のあるマスターを作りたい場合に便利な Auto 

Analysis Mastering機能も搭載しています。 

SD Card

included

GUITAR
DIRECT

BASS
DIRECT

KEYBOAD
DIRECT

REVERB
EFFECT

CLICK

+48V
PHANTOM

GUITAR
DIRECT
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DIRECT

KEYBOAD
DIRECT
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EFFECT
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+48V
PHANTOM
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直感操作でパソコンいらずの音楽制作
ダブリングも自由自在の32トラック
本格派DIGITAL PORTA STUDIO

１
２
３
４
５
６
７
８

各トラックの一番良いテイクを
フィジカルトラックにアサイン

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

 テイク

トラック 1

トラック 32

DP-32SD

ステレオ/モノ切替トラックを12トラック用意しまし

た。シンセサイザーはステレオ設定に、ギターやコーラ

スのダブリングはモノラル設定にするといった柔軟な使

用方法が可能です。また、ステレオ/モノの混在が可能で

すので、9～12トラックはステレオ、13～22トラック

はモノ、合計22トラックMTRという使用方法も可能で

す。全てモノラル設定の場合は20トラック、9トラック

以降を全てステレオとした場合は最大の32トラック構成

となります。

JOG PLAYボタン

を押してサーチモ

ードにし、INポイン

トとOUTポイント

を設定すると、サブ

フレーム（1/10フ

レーム）単位での編

集ができます。

12のステレオ/モノ切替トラックにより
柔軟なレコーディング

サブフレーム(1/10)単位でのトラック編集が可能

DP-32SD
8 IN / 32 TR  PORTASTUDIO

JAN：4907034123414
オープンプライス

DIGITAL PORTASTUDIO DP-32SDは、パソコンを使

わずに高度な音楽制作ができるマルチトラックレコーダ

ーです。3.5インチ・フルカラーLCDにリンクした12の

エンコーダーをはじめとした、複雑な構造を排したストレ

スフリーのユーザーインターフェースを搭載。直感操作

で簡単に本格レコーディングができます。別売のRC-3F

フットスイッチの接続をすれば、オートパンチイン/アウ

トなどのハンズフリーコントロールが可能になります。

32トラックというトラック数を持ちながらも、直感操作を

追求。スマートなボディに 21フェーダーを装備し、操作し

たいトラックを直感的に操作することができます。

LCDには、3.5インチの大型フルカラーLCDを採

用。モノクロLCDでは成し得なかった優れた視認性

を提供します。入力におけるSOURCE、トラックの

SELECT、REC、MUTEボタンについても自照式のボタ

ンを採用。設定が反映されたのか見て確認できる自照式

ボタンは作業ストレスを大幅に軽減します。

フルカラーLCDは、12のエンコーダーとリンク。イコ

ライザーであれば、LCDとエンコーダーがブルーで統一

されており、画面と同じようにエンコーダーが配置され

ていますので、画

面内の操作したい

部分と同じエンコ

ーダーを操作すれ

ばイコライザーを

調整できます。

複雑なレイヤー構造を排した
20トラック + 1マスターの21フェーダーで直感操作

320 x 240ドット 3.5インチ・フルカラーLCDと
自照式ボタンが優れた視認性を提供

LCDとリンクしたカラフルな12のエンコーダーで
EQやPANを直感操作

同時押しするだけの
かんたんアサイン

ストレスフリーの録音を実現するユーザーインターフェース

◆ 3.5インチ・フルカラー LCDにリンクした

 12のエンコーダーを実装

◆ 自照式ボタンにより優れた視認性を提供

◆ 複雑なレイヤー構造を持たない21本のフェーダー

◆ ダイナミクスエフェクトは、入力に対して最大8系統

の同時使用が可能

◆ ギターマルチエフェクト搭載

◆ エフェクトセクションから独立したイコライザー搭載

◆ ミキシング用センドエフェクト搭載

  （リバーブ、ディレイ、コーラス）

◆ マスタリングエフェクト搭載

◆ STEREO OUTから独立したMONITOR OUT

 (バランス接続)

◆ 大音量の70mW + 70mWヘッドホンアンプ

◆ 独立したステレオマスタートラックを装備

◆ IN/OUTポイント間リピート再生

◆ 非破壊編集、指定した操作に戻れるアンドゥ履歴

◆ 各トラックに音質調整が可能な3バンドEQ搭載

◆ トラックのWAVファイルインポート/エクスポート

◆ ステレオマスターをWAVファイルへエクスポート

◆ クロマチックチューナー、メトロノーム搭載

◆ ACアダプター駆動（付属）

◆ USB2.0によるパソコンとの高速ファイル転送

8トラック同時録音／32トラック同時再生

マスタリングエフェクト搭載

ファントム電源対応、8つの XLR / TRSインプット

ファイル形式：WAV

CDを超えるフォーマット (16/24bit , 44.1/48kHz )

独自のTMSS ( TASCAM Multi Stage Sampling

rate converter ) を搭載。試聴評価を繰り返し構築され

たTMSSは、48kHzの録音素材も高音質を保ったまま

44.1kHzに変換可能で、パソコン上での単純なサンプリ

ングレート変換では到達できない高品位のマスター音源

制作を可能にします。

専用サンプリングレートコンバーターTMSS搭載

XLR/TRSコンボジャックによる8入力を本体に装備

し、8トラックの同時録音が可能。ドラムにおいては本

格的なマルチマイクレコーディングに対応するだけでな

く、一発録りにも対応できる余裕の入力数です。物理ト

ラックとして32トラック装備しているだけでなく、1ト

ラックにつき7テイク（合計8テイク）のバーチャルト

ラックも用意。バ

ーチャルトラック

を活用すればトラ

ック数に縛られな

い最高のテイク選

びが可能です。

マスタリングエフェクトを搭載し、パソコンを使わず本

体だけでのマスター音源制作をサポートします。

マスタリングエフェクトセクションには、3バンドイコ

ライザー、3バンドマルチバンドコンプレッサー、聴感

音圧を調整するノーマライズエフェクトの3つが搭載さ

れており、完成したステレオマスターファイルをさらに

追い込んでクオリ

ティの高いマスタ

ーファイルを作成

できます。

XLR/TRSコンボジャック8入力、8トラック同時録音
32トラック同時再生
8 MONO + 12 STEREO、合計32トラック

マスタリングエフェクト搭載
本体のみで本格派CD制作マスタリング

● バーチャルトラック

● 8トラック (XLR/TRS) 同時録音

パソコンなしでマルチトラック録音

DIGITAL	PORTASTUDIO

ウクレレプレイヤー
IWAOさん

インタビュー
DP-24（DP-32SDの
前代モデルです）

  あるシンガーソングライターの録音で使ったんだけど、ギターとボーカル、ウクレレで 1 発録りができて楽だったね。だって、
パソコンで 4 トラック以上同時に録るのって意外に大変でしょう？エラーやバッファーの事も気にしなきゃいけないし。その
点 DP-24 は難しい設定もなく、レベルを決めて REC 押せば録れちゃうので、楽だね ( 笑 )

  SD カード経由で PROTOOLS に流し込んでミックスしたけど、これまためちゃくちゃ楽だった。アコースティックの小編
成とか、バンドにも使えるね。8 入力あるからギター、ベース、ドラムとかも、「せーの！」で録れるしね。

  カラー液晶は画期的！音は太くて TASCAM の音。素晴らしい。スタジオで録った SSL、NEVE と比較しても遜色ない。
DP-24と同じことをDAWでやると録音までのプロセスが色々ある。全部新規トラックを作って、インサートも作って色々やっ
てレベルを決めて。これはマイクを挿してポン！とアナログ感覚で録れるし、入力にコンプもかませるし、これで十分な場面
も多いよね。

  今は録り専用だけど小編成のプレゼン用音源作成に重宝してるよ。

  僕みたいに DAW ありきのミュージシャンが持つにもいいし。すごいシブい商品だよね！。とにかく音がいいし、買ってい
きなり使えた（笑）「え、これで出来ちゃう？」のというくらい簡単でした。
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SD Card

included

イコライザーはエフェクトセクションからは独立して

おり、エフェクターの使用状況に関わらず各トラック

においてイコライザーをかけることができます。入力

音に対してもイコライザーをかけて録音することがで

きるため、音質の補正からアグレッシブなサウンドメイ

キングまで対応し

ます。また、それ

ぞれのチャンネル

ス ト リ ッ プ に は

位相反転スイッチ

や、±15dBのデジ

タルトリムを装備

しています。

INPUT A～H および 1～ 32トラックには
それぞれ イコライザーを搭載

各種エフェクト

※ INPUTチャンネルにはデジタルトリムは 搭載されておりません。

クオリティの高い音作りをサポートするエフェクト機 能

ダイナミクスエフェクトは、ハイクオリティな録音をサポートするもので、入力音に対してコンプレッサーなどのイ

ンサートエフェクトをかけることが可能です。最大8系統の使用が可能で、ドラムのバスドラムとスネアに加えてベー

ス、ボーカルもコンプレッサーをかけて録音するなど、レコーディングスタジオさながらの録音が可能です。ダイナ

ミクスエフェクトのほか、ギター用のマルチエフェクト、ミキシング用には空間系エフェクトを用意。クオリティの

高いミキシングをサポートします。

ダイナミクスエフェクト最大8系統、ギターエフェクトに加えミキシングエフェクトを搭載

● 電源：AC100～240V、50/60Hz ( 専 用 A C ア ダ プ タ ー  TASCAM GPE248- 120200-Z)  同梱 ) 
● 消費電力：12W (ファントム電源オン時)
● 外形寸法：514(幅)×100.4(高さ)×336.9(奥行き)mm 
● 質量：6.2kg

マスター音声を出力するステレオ出力とは別に専用のモ

ニター出力を搭載。ステレオフェーダー後のD/Aコン

バーター前で分岐しているため、ステレオフェーダーを

0dB位置で固定したまま、マスター出力の音質には全く

影響なく、好みのモニター音量に調節できます。

出力端子はTRSタイプのバランス接続可能なホンジャッ

クを採用。モニターセクションでは、ステレオ出力の他、

バウンスバス、SEND1また

は2のモニターを選択するこ

とができますので、制作中の

用途に合わせたモニタリング

ができます。

ステレオ端子だけでなく、外部エフェクターが接続できる

エフェクトセンド端子（アンバランス）を２系統装備して

います。外部エフェクターをSEND1/2に接続すること

で送り出しが可能です。トラックごとにセンドレベルを調

節することができます。

TASCAM RC-3F　3ペダルフットスイッチの接続をすれ

ば、オートパンチイン/アウトなどのハンズフリーコント

ロールが可能になります。ギターソロのダビングなどにお

いては、演奏の合間に本体操作をするためにはピックをそ

のたびに置かなくてはならず非常に不便ですが、フットス

イッチを接続すれば手はピックを持ったまま、足元でトラ

ンスポートコントロールが可能です。

RC-3Fにおいては、3ペダル個別に機能をアサインするこ

とが可能で、以下の中からスタイルに合わせた機能の割り

振りができます。

PLAY / REC / STOP / FF / REW / PUNCH IN-OUT 

/ PLAY-STOP / CUE LOCATE

汎用性の高いSD/SDHCカードを録音媒体に採用。回転

部を排除することで、大音量ドラムの録音時でも安心して

録音できるようになりました。ファイルフォーマットもパ

ソコン同様のFAT形式としているため、録音したデータや

書き出ししたデータは、SDカードを付け替えるだけでパ

ソコンから閲覧可能。データのバックアップも簡単です。

大音量環境下でもヘッドホンモニターしやすい70mW+ 

70mW(32Ω負荷時)の大出力ヘッドホンアンプを搭載。

リハーサルスタジオでの同室録音でも、十分なモニター音

量を確保することができます。

装備された8つの入力端子は、A～D、E～Hの2グループ

ごとにファントム電源を供給することが可能です。

RCAステレオ出力端子
2つのエフェクトセンド端子

70mW + 70mW ドラム録音のモニターでも使える
大出力ヘッドホン端子

INPUT Hはハイインピーダンス対応
ギターの直接入力が可能

ファントム電源供給可能な高品位マイクプリアンプ

モニタースピーカーを独立して接続
音量調整できるモニター端子

別売のRC-3F フットスイッチが接続可能

振動による音飛びを回避するSD/SDHCカードを
記録メディアに採用

※ ダイナミックマイクは構造上バランス接続時、ファントム電
源を供給しても問題ありません。従って、Aはコンデンサーマ
イク、B～Dはダイナミックマイクといった使用方法も可能で
す。（マイクおよびケーブル、すべてバランス接続に対応して
いる必要があります。アンバランス接続の場合はファントム
電源を供給しないで下さい。故障する可能性があります。）

充実のハードウェア

背面のスイッチを切り替え

ることで、INPUT Hはギ

ターの直接接続に対応しま

す。内蔵のギターエフェク

トとあわせて使用すれば、

外部のギターエフェクターを用意することなくレコーデ

ィングが始められるので便利です。

専用フットスイッチ RC-3F
[ 税抜 6,000 円 ]
JAN : 4907034115884

SDカード(本体装着済み)

GUITAR
DIRECT

BASS
DIRECT

KEYBOAD
DIRECT

GUITAR
EFFECT

REVERB
EFFECT

CLICK

+48V
PHANTOM
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Wi-Fi経由、自由な設置。
これからは、タッチレス・レコーディング。

JAN：4907034123728

●電源：単3形電池4本(アルカリ乾電池
またはニッケル水素電池)、パソコンから
のUSBバスパワー、専用ACアダプター
(GPE053B、付属)、専用ACアダプタ
ー(TASCAM PS-P515U、別売)●消費
電力：2.5W(最大時)●外形寸法：79(
幅)×162.2(高さ)×42.5(奥行き)mm●
質量：346g(電池を含む)/251g(電池を
含まず)

●電源：単3形電池2本(アルカリ乾電
池またはニッケル水素電池)、パソコ
ンからのUSBバスパワー、専用ACア
ダプター(TASCAM PS-P515U、別
売)●消費電力：1.7W(最大時)●外形
寸法：52.2(幅)×155(高さ)×36.6(
奥行き)mm●質量：170g(電池を含
む)/123g(電池を含まず)

DR-44WLDR-22WL

microSD carmicroSD card
withwith

anan adapteradapter

includedincluded

本体だけで高音質録音 
―  本格的なX-Y方式ステレオマイクを搭載   ―

ねらった録音を実現する、X-Y方式単一
指向性ステレオコンデンサーマイク

アクセスポイント不要、1対1のWi-Fi接続

無償アプリによるフルリモートコントロール 
( iOS / Andoroid ) 

音声確認もワイヤレス
ワイヤレス再生モニタリング機能※大音量を確実に捉える耐高音圧設計で

大音量のバンド録音にも安心

高性能オーディオコーデックの採用によ
り低ノイズを実現

物理的なノイズを軽減するショックマウント構造

レベルオーバーに備える
デュアルレベルレコーディング機能

音響特性を考慮して設計されたマイクカプセルに、単一

指向性のコンデンサーマイクをマウント。試聴評価を経

てマイクユニットを選定しました。ステレオ感がありな

がらもまとまりのあるサウンドが得られるX-Y方式を採

用しています。

画面に表示される情報を入力するだけでWi-Fi接続を確立で

きます。接続状態は本体LED、アプリ表示画面で確認でき

ます。万が一接続が遮断された場合でも、録音が止まるこ

とはありません。

DR-22WL/DR-44WLはアプリからワイヤレスコント

ロールできますので、タッチノイズを排除することが可

能です。録音、再生などトランスポートコントロールは

もちろんのこと、入力レベルの調節やローカットフィル

ターの設定に至るまでワイヤレスで操作できます。Wi-

Fi送受信による電池の消費を抑えるための省電力モード

も備えています。

録音した音声をWi-Fi経由で伝送し、スマートホンか

ら聴くことができるワイヤレス再生モニタリングを実

現。DR-22WL/DR-44WLにイヤホンを接続して聴く

のと同じように、手の届かない場所に設置したまま音声

確認を行うことができます。

リハーサルスタジオでの録音、ロックコンサートの録音な

ど大音量音源でも歪まずに録音可能な設計となっていま

す。DR-22WL は125dB SPL、DR-44WL は132dB 

SPLと、それぞれ一般的な映画館の最大音圧105dB 

SPLの20倍を超える大音量に耐える設計です。

オーディオコーデックは名高いCIRRUS LOG IC製

CS42L52を採用しています。

振動を吸収するショックマウ

ント構造を装備しています。

カプセルと本体の間に設けら

れたゴム素材が効果的に振動

を吸収します。

デュアルレベルレコーディングはレベルの異なるふたつの

ステレオファイルを同時に録音します。歪んでしまった場

合は、低いレベルで録音されたファイル（歪んでいないフ

ァイル）を使うことができます。

※デュアルレベルレコーディングを有効にした場合は、最大同時
録音トラックが2トラックとなります。

本製品はアナログ・デバイセズ社製16/32ビット
Blackfin® 組み込みプロセッサを搭載し製品のデ
ジタル信号処理と制御を行っています。
このBlackfin® プロセッサを搭載することにより
製品の高性能化・省電力化を実現しています。

※無線操作が操作性に好
ましくない影響を与える
機能は、コントロール対
象から除外しています。

※ワイヤレス再生モニタリング機能は、録音後の音声確認を想定
した機能です。入力音のリアルタイムモニタリングには対応して
おりません。

タッチノイズ無縁の
ローノイズレコーディング

機能詳細

REVERB
EFFECT

kHz
96

24
bit

両機種共通

両機種共通

両機種共通

両機種共通

DR-44WL

DR-44WL

DR-44WL

Wi-Fi接続対応
4トラック　リニアPCMレコーダー

DR-22WL

Wi-Fi接続対応
2トラック　リニアPCMレコーダー 

JAN：4907034123711

オープンプライス

オープンプライスLINEAR	PCM	RECORDER	with	Wi-Fi

microSD Card

included
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録音後はスマホ経由で
その場からSNSへ

操作を簡略化できる
複数の自動化機能

大型LCDとシーンダイヤルによる
シンプルでわかりやすいインターフェース

ボーカルや楽器演奏をきれいに響かせる
リバーブエフェクト搭載

重ね録音を可能とする
非破壊オーバーダビング機能

プロフェッショナルの要求に応える
XLR/TRS入力端子

MTRモードを活用して
本格的な楽曲制作

豊富な付属アクセサリーで
様々な用途、環境に対応

WAV/MP3ファイルを同時に録音できる
デュアルフォーマットレコーディング機能

自動的に最適なレベルを設定するレベル調節機能 
(ピークリダクション、リミッター) 

シーンにあわせた
セッティングが
瞬時に呼び出せる
シーンダイヤル

外部マイク、外部入力との併用に便利な
4トラックレコーディング

単体MTR同様に楽曲制作に活用できるMTRモード

ウインドスクリーン

ウインドスクリーン

グリップ

グリップ

シューマウントアダプター

シューマウントアダプター

ACアダプター

ACアダプター

ケース

ケース

PGAの採用により低ノイズを実現

大型LCDと4つのファンクションキーによる
シンプルオペレーション

操作性を考慮した入力レベル調節ダイヤル

外部マイク/外部機器の接続を可能にする
XLR / TRSインプット

用途に合わせて設定できる多彩なオートトラック
インクリメント (ファイル更新) 機能

音声の入力レベルを感知して自動で録音を開始する
オートレック機能

設定した条件に合わせて自動で目印がつけられる
オートマーク機能※

マークの場所でファイルを自動分割する
オートディバイド機能※

音声ファイル共有サービス
SoundCloudからSNSへ

パソコンへのファイル転送もワイヤレス

非圧縮のWAVファイルとMP3ファイルを同時に録音で

きる機能です。変換作業を行うことなく、非圧縮音源と

圧縮音源を手に入れることができます。

入力音の状況に合わせて自動でレベルをコントロールし

ます。過大入力を感知すると自動でレベルを下げるピー

クリダクション機能は音楽録音に最適です。リミッター

は、入力レベルは変更せずに過大入力を抑えます。

一眼レフカメラのようなシーンダイヤルによって、シ

チュエーションにあわせて簡単にセッティングを行う

ことが可能になりました。

内蔵マイク+PAコンソール出力、内蔵マイク（オフマイ

ク）+外部コンデンサーマイク（オンマイク）といった

ように、異なるステレオ音源を同時に録音できます。ス

テレオ録音においてもL/R、または1/2の入力レベルを

個別に設定できます。

4つのトラックを個別に録音することが可能なモードで

す。内蔵マイクを使えばマイクを用意することなく多重

録音ができます。録音された音源はミックスダウンが可

能ですので、DR-44WLだけでステレオマスターを制作

することができます。

風によるノイズ（吹かれ）を防止で
きます。

マイクスタンドへの取り付けにお
いても活用できます。

カメラ用の音声レコーダーと
して使う場合に便利です。

LCDはメーターや設定情報などの情報の他、次に必要

な操作がアイコン形式で表示され、画面下4つのファ

ンクションキーを使って選択。メニュー画面を開くこ

となく操作を行うことが可能です。

録音済みのファイルを再生しながら重ね録音ができるオ

ーバーダビング機能を搭載。録音済みのバンド音源にボ

ーカルを重ねた楽曲制作など様々な用途に活用できま

す。オーバーダビング時は新しいファイルが作成され、

元のファイルは残りるので、録り直しも簡単です。

DR-22WL、DR-44WLともにリバーブエフェクトを搭

載、自然な響きを加えることができます。リバーブは再

生音にかけることもできるため、作成した楽曲にリバー

ブをかけてホールの臨場感を表現することもできます。

専用のダイヤルでいつでも素早く入力レベル調節が

可能。片方の手で本体操作を、もう片方の手は録音

レベル調節に専念できるデザインです。

NEUTRIK製XLR/TRSコンボジャックによる2系統の

外部入力端子を装備。+4dBu入力に対応しているた

め、業務用機器との接続も可能です。

また、ファントム電源の供給にも対応するため、コンデ

ンサーマイクも接続可能。XLRコネクターは業務用途で

は必須のロック機構付きです。

オーディオ入力回路のレベル調節にPGA(Programmable

Gain Amplifier )を採用。レベル調節回路を独立させロ

ーノイズのオーディオ入力回路を実現しました。本体マ

イク、外部入力ともにこのローノイズオーディオ入力回

路を経由しています。

指定したレベルまたは経過時間でファイルを自動更新して

録音を継続します。手動でのファイル更新も可能です。

コンサート開始前にセットしておけば、音声感知とと

もに自動的に録音を開始します。

指定したレベルを検出した場合、もしくは手動で、フ

ァイルに目印 (マーク) をつけることができます。

マークがついている場所でファイルを分割する機能で

す。オートマーク機能と併用することで、長時間録音

されたファイルを自動で曲ごとに分割できます。

録音後は、本体に保存されているファイルをスマー

トホンへワイヤレス転送。転送後はアプリから直接

SoundCloudへアップロードすることができます。

スマートホンだけでなく、パソコンへのファイル転送

もワイヤレス。無料の専用転送アプリケーション「DR 

FILE TRANSFER」を用いて、指定したファイルを転送

できます。もちろんWindows、Macそれぞれアプリケー

ションを用意しています。TASCAMホームページよりダ

ウンロードできます。

※MP3ファイルの仕様上、WAV(16bit、44.1k/48k Hz)とMP3の
組み合わせに限られます。24bitおよび96kHzのWAV/BWFファイ
ルに対して使用することはできません。

※パソコンはWi-Fi接続に対応している必要があります。接続中は1対
1の接続となるため、他のWi-Fiネットワークには接続できません。

両機種共通

両機種共通 両機種共通 DR-44WL

DR-44WL

DR-44WL

DR-22WL

DR-22WL

  EASY

  LOUD

  MUSIC

  INSTRUMENT

   INTERVIEW

  MANUAL 

  OVERDUB/AIRDUB

  PLAY FUNCTION

OPTION

USB対応ACアダプター  PS-P515U
[ 税抜 3,000 円 ]
JAN : 4907034118878
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microSD Card

included

microSD Card

included

microSD Card

included

DR-40

DR-40

DR-40

オープンプライス

共通機能

オープンプライス オープンプライス
JAN：4907034119066 JAN：4907034116355 JAN：4907034124527

選んで使えるプロの音質。
+4dBu LINE IN/+48Vファントム対応の
XLR/TRS入力に加え 4トラックモード搭載
A-B/X-Y両方式に対応

音圧125dB SPLの大音量を確実に捉える耐高音圧設計 音楽練習や語学学習に便利なVSA機能

ばらついた音量を均一に揃える
レベルアライン機能

再生中に数秒前に戻って再生を行うジャンプバック再生機能

録音後のファイル整理に活躍するディバイド/デリート機能

再生音質を調整できるイコライザーを搭載

音楽練習、語学学習に便利なループ再生機能

自身の演奏録音に便利なセルフ
タイマーレコーディング機能

シームレスなゲインコントロール

自動的に最適なレベルを設定するピークリダクション機能

・ピークリダクション

・リミッター

・オートレベル

空調機器などの不要な低音をカットする
3段階のローカットフィルター

ねらって録れるプロの音質。
A-B/X-Y両方式に対応、ねらった録音を実現する
高音質単一指向性ステレオコンデンサーマイク

かんたん操作でプロの音質。
臨場感溢れる高音質、高解像度録音を実現する
無指向性ステレオコンデンサーマイク

DR-05 VERSION2 アップグレードについて

外部コンデンサーマイクを使いたい高度な

欲求にも応えるファントム電源対応のロッ

ク付XLR/TRSインプットを本体底面に装

備。+4dBuレベルのライン入力も可能で、こ

だわりのマイクを使用した録音から、業務用途

のバックアップ録音まで幅広く対応します。

通常の2トラックステレオ録音に加え4トラッ

クモードを搭載しており、録音時のバックアッ

プ用として低いレベルの録音が同時に行えるデ

ュアルレコーディング、非破壊オーバーダビン

グ、内蔵マイクと外部入力の同時録音など様々

な活用が可能です。

ステレオ録音におけるマイキングにはA-B方

式やX-Y方式があります。プロフェッショナ

ルエンジニアは録音したい音源や求めるサウ

ンドにあわせて最適な方式を選択して録音を

行います。

DR-07MKIIは可動型の単一指向性マイクを

搭載し、A-B方式およびX-Y方式の録音に対

応。高度なマイキングにより、広がりのある

ステレオ録音や、左右のマイクの位相差を抑

えた中抜けしにくい録音が可能で、プロフェ

ッショナルクオリティの録音を実現します。

DR-05に搭載された無指向性ステレオコンデ

ンサーマイクは、前方の狙った音だけでなく周

囲の音を全方位的に収音します。例えばライブ

会場では、メインの演奏だけでなく周囲のオー

ディエンスの興奮も余すところなく録音できるため臨場感

溢れる録音が可能です。特に最前列やスピーカーの近くな

ど音響特性が安定しない場所での録音に最適です。録音フ

ォーマットはCDクオリティを大きく超える24bit/96kHz

の高解像度録音に対応しています。

VERSION2では上位機種DR-07MKIIと同等のオーバーダ

ビング機能、リバーブエフェクト、オートレックやオート

マーク機能を搭載。またデジタル一眼レフカメラ、ビデオ

カメラ撮影時の音声録音向けの機能としてオートトーンが

追加されました。

現在VERSION2以前のDR-05をお使いいただいているお客様も、ホームページよりVERSION2ファームウェアをダウンロ
ードしていただくことで、無償でVERSION2にアップグレードしていただくことが可能です。

●電源：単三形電池3本（アルカリ乾電池またはニ
ッケル水素電池）、USBバスパワーから供給、ACアダ
プター（PS-P515U、別売）●消費電力：2.5W（
最大時）●70（幅）×155（高さ）×35（奥行
き）mm（マイク閉状態）mm、90（幅）×155
（高さ）×35（奥行き）mm（マイク開状態）●質
量：213g（電池を含まず）

大音量でも安心の耐高音圧設計を実現。講演会、アコースティッ
クライブなどの小音量音源からロックバンドの大音量まで安心し
て録音することができます。

再生速度を変更しても音程が変化しない、VSA(Variable Speed 
Audition)機能を搭載。楽曲アレンジや練習に、また、英会話を録
音してのスピードダウン、会議の早回し再生など様々な場面で活
用できます。

楽曲のスケッチ録音や動画用のアナウンス録音時など、自身の演奏
やナレーションなどを自分で録音する際に、カメラのセルフタイマ
ーと同様、5秒もしくは10秒後に録音を開始することができます。

従来機種では3段階のゲイン切替がありましたが、切替無しで同じ
幅の入力をコントロールできるようになりました。切替が必要ない
のでスピーディーかつ簡単でありながら、従来機種と同等の調整幅
を持ったレベル設定が可能です。

ピークリダクション機能は、ピークに達する音量が入力された際に
自動的にレベルを下げて録音を続けます。 大きめに設定しピークリ
ダクションを使用すれば自動的に音源にあわせたレベルに設定され
るため、誰でもかんたんに最適なレベル設定の録音が可能です。 全
部で3種類の入力レベル調節機能を搭載しています。

レベルオーバーを検出時、自動的に入力レベ
ルを下げて録音を続けます。適切なレベル設
定とダイナミックレンジの広い録音が求めら
れる音楽録音に最適です。

過大入力を歪まないように抑えます。

入力音量にあわせて入力レベルを自動的に上下さ
せます。マイクからの距離や声の大きさなどで音
量差が生じてしまう会議録音などに最適です。

※ ピークリダクション機能を使って録音したオーディオ波形
※ 再生中にクイックメニュー
　から設定できます。

※ VSA機能は44.1kHz/48kHz で記録されたファイルの
　 再生時のみ可能

●電源：単三形電池2本（アルカリ乾電池また
はニッケル水素電池）、USBバスパワーから供
給、ACアダプター（PS-P515U、別売）●消費
電力：1.7W（最大時）●68（幅）×158（高
さ）×26（奥行き）mm（マイク閉状態） 、 9 0 （
幅）×158（高さ）×26（奥行き）mm（マイク開
状態）●質量：127g（電池を含まず）

●電源：単三形電池2本（アルカリ乾電池またはニッケル水素電
池）、USBバスパワーから供給、ACアダプター（PS-P515U、
別売）●消費電力：1.7W（最大時）●61（幅）×141（高
さ）×26（奥行き）mm ●質量：116g（電池を含まず）

DR-05 VERSION2

DR-05 VERSION2

DR-07MKⅡ

DR-07MKⅡ

かんたんに高音質録音 充実の再生機能

100%
標準

音程を変えずに
スピード可変

50%
スロー

150%
速聴き

■ 24bit / 96kHz対応
■ PCM WAV/BWF
■ MP3
■ 4ch
■ 単一指向性マイク
■ ファントム電源

■ 24bit / 96kHz対応
■ PCM WAV/BWF
■ MP3
■ 2ch
■ 単一指向性マイク

■ 24bit / 96kHz対応
■ PCM WAV/BWF
■ MP3
■ 2ch
■ 無指向性マイク

■ M-Sデコード
■ オーバーダビング
■ リバーブエフェクト
■ 単三形電池3本駆動
■ ACアダプター駆動
■ USB2.0

■ オーバーダビング
■ リバーブエフェクト
■ 単三形電池2本駆動
■ ACアダプター駆動
■ USB2.0

■ オーバーダビング
■ リバーブエフェクト
■ オートトーン
■ 単三形電池2本駆動
■ ACアダプター駆動
■ USB2.0

24bit / 96kHz対応  リニアPCM/ICレコーダー

HIGH MIDDLE LOW

HIGH LOWMIDDLE

ゲイン切り替えモデル（弊社従来機種）

ゲインの切り替えが必要

ゲインの切り替えが不要

録音レベル小 大

DR-40/DR-07MKII/DR-05

+48V
PHANTOM

+48V
PHANTOM

REVERB
EFFECT

REVERB
EFFECT

VSA VSA

kHz
96

24
bit

+4dB
LINE INPUT

kHz
96

24
bit

+48V
PHANTOM

REVERB
EFFECT

VSA

kHz
96

24
bit

LINEAR	PCM/IC	RECORDER

オーディオ銘機賞
2012受賞
ジャンル別

 オーディオ銘機賞
録音機部門

PO
RT

AB
LE

  R
EC

O
RD

ER
LI
N
EA
R	
	P
CM
		/
		I
C	
	R
EC
O
RD
ER

10



共通オプション

ACアダプター
PS-P515U

[ 税抜 3,000円 ]
JAN : 4907034118878

バッテリーパック
BP-6AA

単三乾電池6本収納
アタッチメントで
本体に固定

[ 税抜 5,000円 ]
JAN : 4907034118915

ウィンドスクリーン
WS-11

DR-07MKII/DR-40では、
A-B/X-Yの両方式に対応。

オープンプライス
JAN : 4907034120222

※本体は付属しません。

DR-40 専用オプション

フットスイッチ
RC-3F

 
[ 税抜 6,000円 ]
JAN : 4907034115884

ワイヤードリモコン
RC-10

 
[ 税抜 5,000円 ]
JAN : 4907034119813

裏側に
クリップ
　付き

※

※

メイン録音

バックアップ録音

低いレベルの同時録音
－6dB～－12dBの間で設定可能

外部マイク/ライン

内蔵マイク

インプット

録音済み音源

オーバーダビング音源

ミキサー

+4dBu
ラインレベル

XLR/TRS

共通機能共通機能

BGM用の音声ファイル
( PCから取り込んだWAVファイル)

重ねたい音源
（ナレーション）

新しい音声ファイル
( BGM +ナレーション )

＋

リハーサルスタジオ音源
(カラオケ）

重ねたい音源
（ボーカル）

＋

新しい音声ファイル
(カラオケ+ボーカル）

※元のファイルは残ります。

※

※

重ね録音を可能とするオーバーダビング機能

録音済みのファイルを再生しながら重ね録音ができるオーバーダビング機能を搭

載。 オーバーダビングすると新しいファイルが作成され、元のファイルはそのまま

残りますので、録り直しも簡単です。

録音時にリバーブをかけることが可能で、自然な響きを

加えることができます。 リバーブは再生音にかけること

もできるため、作成した楽曲にリバーブをかけてホール

の臨場感を表現することもできます。

ボーカルや楽器演奏をきれいに響かせるリバーブエフェクト搭載

自動で録音や停止を行うモードと、録音を続けながらマークを付けるモードを、目的に

合わせて選択可能です。動作する基準レベルも設定可能です（-48/-24/-12/-6dB）。

録音中に基準レベルを5秒以上にわたって下回ると録音待機状態になります。 その後入

力音が基準レベルを上回ると新しいファイルに録音を再開します。 講演会の休憩時間な

ど、不要な部分の録音をしないようにすることができます。

録音中に基準レベルを5秒以上にわたって下回った後、入力音が基準レベルを上回ると

マークを付けます。 ライブレコーディングなどで、録音後に曲の位置を探したいときに

便利です。 マークはBWF対応ソフトウェアで活用可能です。

音声の入力レベルを感知して自動で録音を開始するオートレック

RECモード

MARKモード

オーバーダビング機能の活用例 (バンド練習 )

オーバーダビング機能の活用例 (ナレーション録音 )

外部マイク/外部再生機器の接続を可能にする

+4dBuラインレベル/+48Vファントム対応XLR/TRSインプット

XLR/TRSステレオインプットを搭載しているため、本体内蔵マイクだけでなく外

部コンデンサーマイクやPAコンソールのライン出力を接続することが可能です。

コネクター部には信頼性の高いNEUTRIK社製ロック付XLR/TRSコネクターを

採用。ファントム電源の供給にも対応しているため、エレクトレット型だけでなく

一般のコンデンサーマイクも使用可能です。

M-Sステレオマイクの使用を可能にするM-Sデコード機能を内蔵

A-B/X-Y方式の他、全指向性と双指向性マイクの組み合わせによるステレオ録音方式、

M-S録音用のマイクを接続することができるM-Sデコード機能を搭載しています。

別売オプション フットスイッチ RC-3F、

ワイヤードリモコン RC-10の接続が可能

REMOTE端子を装備しているので、本体から離れた場所での録音操作が可能です。

本体乾電池のみで20時間以上の長時間駆動

本体には単三乾電池3本を内蔵し EVOLTAアルカリ乾電池使用、16ビット

/44.1kHz、内蔵マイク録音(2CH録音)時で20時間以上の長時間駆動を実現。 オ

プションのバッテリーパックBP-6AAを使用すれば、 更なる長時間録音を実現で

きるほか、 AC電源が確保できるシチュエーションではACアダプター PS-P515U

を使うことも可能です。

※ 画面は、DR-07MKIIのものです。

独特の機能

できる限り高いレベルで録音レベルを設定することが高音質録音において重要です

が、録音レベルが高すぎても歪んでしまいます。この不安を解決できるのがデュア

ルレコーディング機能で、設定した録音レベルに対して低いレベルの録音を同時に

行うことが可能です。高い録音レベルを設定しながらも、歪みに対して、低いレベ

ルによるバックアップ録音ができます。

レベルは、－6dB～－12dBの間で設定可能で、内蔵マイクだけでなく外部入力に

対しても使うことができます。

デュアルレコーディング、 非破壊オーバーダビングなど、様々な活用が可能な4トラックモード
通常のステレオトラックの他、もうひとつのステレオトラック録音が可能となっており、3つの動作モードから選択して使うことができます。

内蔵マイクと外部入力を別々のステレオファイルとして同時に録音できるモードで

す。内蔵マイクではライブ会場全体の録音をしながら、XLRにはPAコンソールから

のライン録音を行うといった用途に活用できます。

内蔵マイクと外部入力の設置場所の違いから生じる時間差も調整できるようディレ

イを搭載しています。

一般的なマルチトラックレコーダーと同様に音を重ねることができるモードです。

録音対象は内蔵マイクだけでなく外部入力も使用できますので、内蔵マイクで録音

したバンドのリハーサル音源にハンドマイクでボーカルを重ねるといった使い方が

可能です。

デュアルレコーディング

4CHレコーディング

非破壊オーバーダビング
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microSD Card

included

マイク部パーツ

カメラモジュールモジュールケース

シャフト

シャーシ

ケース

マイクホルダー

高性能マイクユニット

マイクリング
マイクプレート

マイクシート

DR-V1HD
24bit/96kHz対応 リニアPCM/HD ビデオレコーダー

感動できるムービーは、高音質
ストレスフリーの高音質動画撮影を実現する
リニアPCM/HDビデオレコーダー

JAN：4907034115785

オープンプライス

DR-V1HDは、高音質リニアPCMレコーダーにHDカメ

ラを搭載し、臨場感溢れる動画撮影を可能にするリニア

PCM/HDビデオレコーダーです。

最大の特長は、カメラとステレオマイクが一体となって

180度回転するvari-angle機構。 撮影時にカメラとマイ

クを回転させることが可能なので、ステージ撮影だけで

なく自分撮りにも活用できます。

マイク部は高音質の単一指向性ステレオコンデンサーマ

イクを搭載。マイクだけでなく、オーディオ回路もリニ

アPCM録音専用機同等の回路を搭載しました。

補助機能も充実しています。例えば、動画の音程を変

えずに再生速度を変えることができるVSA(Variable 

Speed Audition)機能を搭載しています。

DR-V1HDは、ストレスフリーの高音質動画撮影を実現

します。

マイクとカメラが自分側から背面側まで180度回転す

るvari-angle機構を搭載。画面を見るためにマイクやカ

メラの方向が犠牲になることがありません。被写体の撮

影だけでなく自分撮りにも活用することができます。マ

イクの位置に合わせて左右のマイク音声を任意で入れ替

えて録音できるL/Rスワップ機能も装備しています。

専用ズームレバーで使い

やすい 4倍デジタルズーム

AD/DA を担うオーディオ

コーデックには名高いシー

ラス・ロジック社製オーデ

ィオコーデックを採用しま

した。オーディオ性能は、

録音専用機と同等のハイス

ペック。S/N比は90dB以

上、歪率は0.02%以下を実

現しています。

録音専用機と同等の単一

指向性マイクユニットを

搭載。狙った音を確実に

捉えることが可能です。

ローカットフィルターの設定周波数は、40/80/120Hz

の3つから選択することができます。ハードロック音源

には40Hz、アコースティックライブでは120Hzなど

音楽性にあわせた設定が可能です。

マイク回転機構を搭載しながらも、マイ

ク周辺の構造は高音質化を追求。特殊形

状のマイクアームによりマイク周囲の環

境を最適化。電子的なノイズを遮断する

機構も搭載し臨場感溢れる音を実現しま

した。

無段階の調節が可能なロー

タリーインプットボリュー

ムを採用。一般的なビデオ

カメラなどに搭載される段

階の少ないレベル調節機能

では不可能な、対象音源に

あわせた最適な録音レベル

の設定を可能にしました。

eneloop（別売）使用時

は、SDモードで最大5.5 

時 間 の 長 時 間 撮 影 が 可

能。HDモードでは 4.5時

間撮影可能です。

手に入りやすいmicroSD/microSDHCカードに記録

します。2GBのmicroSDカードが付属しています。

カメラとマイクが180°回転。
自分撮りもらくらく ！

専用ズーム
レバー

単三形電池で
5時間以上撮影

録音専用機クラスの高いスペックを誇る
オーディオ回路

録音専用機クラスの高いスペックを誇る
オーディオ回路

低域ノイズをカットするローカットフィルター

マイク回転機構と音質を
両立させたマイク部オーディオ回路

最適なレベル調節が可能な
無段階ロータリーインプットボリューム

microSD/
microSDHC
カードへ録画・録音

カメラとマイクが180°回転

●電源：単三形電池3本（アルカリ
乾電池またはニッケル水素電池）、AC
アダプター（TASCAM PS-P520別
売）●消費電力：0.9W（最大時）●70
（幅）×131（高さ）×28（奥行き）
mm ●質量：157g（電池を含まず）

※ 動作時間については次ペー
ジをご覧ください。

※付属の電池は、動作確認用です。

■ 24bit/96kHz対応
■ 動画：MOV
■ 画素数：
 SD :  640 x 480 / 30 fps
 HD : 1280 x 720 / 30 fps
■ 音声：WAV
■ 静止画：JPEG
■ 単一指向性マイク
■ 単三形電池3本駆動
■ ACアダプター駆動
■ USB2.0

PRONEWS AWARD2012
シルバー賞受賞
オーディオ部門

高音質へのこだわり。

大画面2.4インチTFTカラー液晶

ムービー / オーディオ / フォト　3 モード切替

1280x720ピクセルHDムービー

24bit/96kHz による リニアPCM 高音質録音

VSA

kHz
96

24
bit
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100%
標準

音程を変えずにスピード可変

50%
スロー

150%
速聴き

PRE REC OFF

PRE REC ON

通常録音

プリレック ON2秒前     1秒前

● RECスタート● RECスタート

動作モード表示
記録ファイル形式／サンプリング周波数表示
画像フォーマット表示
デジタルズーム倍率表示
ホワイトバランスの状態表示
電源供給の状態表示
レベルメーター／ピーク表示
レコーダーの動作状態表示
オートレック機能の設定状態表示
プリレック機能の設定状態表示
ピーク値のデシベル（dB）表示
ローカットフィルター機能の設定状態表示
セルフタイマー機能の設定状態表示
レベルコントロール機能の設定状態表示
経過時間表示
記録（録画／録音）残時間表示
F1ボタンの機能表示
ファイル名表示
F2ボタンの機能表示
F3/HOMEボタンの機能表示20
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ヘッドホンアンプは15mW+15mWの出力を確保して

います。本体のスピーカーでのチェックも可能ですが、

イヤホン、ヘッドホンを接続すれば大きな音で細部の確

認をすることが可能です。

大音量でも安心の耐高音圧設計を実現。講演会、アコー

スティックライブなどの小音量音源からロックバンドの

大音量音源まで安心して録音する事ができます。

入力音量にあわせて入力レベルを自動的

に上下させます。マイクからの距離や声

の大きさなどで音量差が生じてしまう会

議録音などに最適です。

過大入力を歪まないように抑えます。

音量の上下が好ましくない音楽の撮影、

録音に適しています。

モニターしやすい
15mW+15mW ヘッドホンアンプ搭載

音圧120dB SPLの大音量を確実に捉える
耐高音圧設計

自動的に最適なレベルを設定する機能
オートレベルコントロール／リミッター

かんたん高音質録音

オートレベル
コントロール

リミッター

電池持続時間（連続使用時）
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持続時間
 動作モード フォーマット アルカリ乾電池   ニッケル水素電池 備考
   （EVOLTA）使用時 （eneloop）使用時
 

動画モード

 48kHz、24ビット、画像サイズ：HD-720pで録画 約3.5時間　 約4.5時間　 内蔵ステレオマイク、ヘッドホン使用時
  44.1kHz、16ビット、画像サイズ：SD-VGAで録画 約4.5時間　 約5.5時間　 内蔵ステレオマイク、ヘッドホン使用時
  48kHz、24ビット、画像サイズ：HD-720pで再生 約4.5時間　 約5時間　 ヘッドホン使用時
  44.1kHz、16ビット、画像サイズ：SD-VGAで再生 約5.5時間　 約6時間　 ヘッドホン使用時
 

音声モード

 96kHz、24ビットで録音 *  約5時間　 約5.5時間　 内蔵ステレオマイク、ヘッドホン使用時
  44.1kHz、16ビットで録音 * 約6時間　 約6.5時間　 内蔵ステレオマイク、ヘッドホン使用時
  96kHz、24ビットで再生 *  約6時間　 約5時間　 ヘッドホン使用時
  44.1kHz、16ビットで再生 * 約6.5時間　 約6時間　 ヘッドホン使用時
＊ 録音時：JEITA録音時、再生時：JEITA音楽再生時

音程を変えずに動画や音声の再生速度を変更できるVSA

(Variable Speed 

Audition)機能を

搭載。楽曲アレン

ジや練習に活用で

きます。

ファイル内の任意の区間を繰り返し再生（ IN-OUT ル

ープ再生）することができます。

楽曲中で指定し

たセクションの

繰り返し再生な

ど、様々な場面

で活躍します。

プリレック機能をONにして録画/録音待機状態にしてお

くと、約2秒間分の映像と音を常にバッファリング（一時

保存）しています。 録画/録音をスタートした時には、こ

の2秒分の音を含めて保存できるので、僅かにRECORD● 

ボタンを押すのが遅れても、撮り逃すことがありません。

録音モード時、録音待機中に

静止画を撮影し、ファイルに

紐付けることが可能です。

ファイル整理に役立ちます。

撮影シーンに応じたホワイト

バランスを選択できます。

撮影済みの動画の音声を、再度録音して差し替えることが可能です。

◆ 音声録音時、2GBを超えるファイルの自動ファイル更新
◆ F1キーでの手動ファイル更新
◆ 任意の位置でファイルを分割するデバイド機能
◆ プラグインパワーが必要なマイクにも対応
◆ 誤操作を防止するHOLDスイッチ
◆ オートパワーオフ機能
◆ 外部マイク/ライン入力
◆ ヘッドホン/ライン出力
◆ モニター用モノラルスピーカー搭載
◆ USB2.0高速ファイル転送
◆ 耐久性のある金属製三脚取り付け用穴を装備
◆ HIGH/MID/LOW3段階のマイクゲイン調節

バックライトの明るさをHI / LOW / OFFの3段階から選択可能。ライブ
会場での撮影時においても、演出の障害になりません。

1つのファイルを繰り返して再生、もしくはフォルダ内

のファイルを繰り返して再生することができます。

プレイリストに登録したファイルのみを再生できます。

フォルダ再生では、フォルダ内のファイルのみ再生でき

ます。

● 3 段階の早送り/ 巻きもどしスピード可変

● CUE/REW のスピードを10 段階に調節可能

● 最大10 秒間隔の静止画スライドショー

音楽練習に便利なVSA機能 録り逃がしを防止するプリレック機能

サムネイルとして静止画を
撮影して登録可能

シーンに合わせて選べる
ホワイトバランス 5種類
＋ AUTO

撮影後の動画の音声を差し替えるアフターレック機能

バックライトの照度を調節できる
ディスプレーディマー機能

自分録りに便利なセルフタイマー機能(2、10秒)

入力レベルに合わせて自動で録音を開始する
オートレック機能

モノラル音声による撮影も可能

レベル設定と監視に役立つ
左右独立オーディオレベルメーター

ファイル名のつけ方を
日付かユーザーワードから設定可能

バックライト消灯までの時間を調節可能

ループ再生機能

リピート再生

プレイリスト機能／フォルダ再生機能

プレイオプション

※ VSA機能は44.1kHz/48kHzで記録された動画/音声
 ファイルの再生時のみ使用可能

初期値
撮影シーンに応じて
自動的に調節

白熱電球の灯りで撮影

蛍光灯の灯りで撮影

ステージなどで撮影

晴天の屋外で撮影

曇天の屋外で撮影

充実の再生機能

その他の機能

使用時のストレスを軽減する数多くの補助機能
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SD Card

included

GB-10
ギター&ベーストレーナー/レコーダー

●電源：単三形電池2本、USBバスパワー、ACアダプター（PS-
P515U、PS-P520、別売）●消費電力：0.4W（MP3再生
時）●外形寸法：158（幅）×30（高さ）×70（奥行）mm ●質
量：160g（電池を含まず）

オープンプライス
JAN：4907034115792

練習を手軽に、
そして高度にする再生機能の数々

練習のセッティングをかんたんに。
豊富なギターアクセサリー

セクション練習を手軽にするマルチループ機能

ギター/ベース用マルチエフェクト搭載

VSA機能で高速フレーズも音程そのままに
スピードダウン

キーコントロール機能で任意のキーに変更して演奏

マルチループ機能を使えば１曲で最大
５カ所のループポイントを設定できま
す。Aメロループ→演奏ができたらBメ
ロループといった練習がワンボタンで
手軽に可能になりました。

マルチエフェクターを搭載しており、本
体のみでゴキゲンなギターサウンドを奏
でることができます。アンプシミュレ
ーターモードで歪み系のサウンドメイ
クも可能、エフェクトパッチのセーブ
にも対応。

進 化 し た V S A ( V a r i a b l e S p e e d 
Audition)機能により、アナログでは不
可能だった音程を維持したままのスピー
ドダウンが可能。耳コピのフレーズ聞き
取りも容易になります。

ダウンチューニングの楽曲練習は面倒なものです。こういった準
備を簡略化するキーコントロールももちろん装備。#/b 6半音の範
囲でキーコントロールできます。

■ PCM WAV
■ MP3
■ ステレオ録音
■ 再生スピード可変
■ オーバーダビング
■ ループ再生
■ マルチエフェクト
■ チューナー
■ メトロノーム
■ 単三形電池2本駆動
■ USB2.0

専用フットスイッチ RC-3F
[ 税抜 6,000 円 ]
JAN : 4907034115884

OPTION

ギターアクセサリーが詰まった究極の練習ツール

GB-10はTASCAMがこれまで培ってきたレコーダーや

トレーナーの技術を余すことなく投入し、使い勝手とユ

ーザーインターフェースを重視した新しい コンセプトの

トレーナー/レコーダーです。ギターやベースとつない

でヘッドホンでモニターしながらの練習はもちろん、内

蔵エフェクトを使えば臨場感あふれるサウンドで演奏を

楽しむことができます。

練習したい曲のファイルをパソコンからコピーして、再

生しながら一緒に演奏することが可能。トレーニング

のための機能として、キーを変えずにファイルの再生

スピードを自由に可変できる VSA（Variable Speed 

Audition）機能を装備。スピードを半分（0.5倍）にす

れば速いフレーズの耳コピーも容易に行えます。通常の

スピード（1.0倍）より速く再生してアップテンポな曲

の練習に活用することもできます。加えて、接続したギ

ターやベースの演奏を録音することが可能。何度も自身

の演奏を聴き返して繰り返し 練習することがテクニック

上達への近道です。

ファイルを再生しながら演奏をミックスして録音するオ

ーバーダビング機能を装備。お気に入りの曲に合わせて

ギターやベースの演奏を録音するだけでなく、その場で

思いついたアイデアを手軽に録音してデモ制作にも活用

できます。オプションのフットスイッチRC-3Fを併用 

すれば、録音や再生、フラッシュバックなど様々な機能

をハンズフリーでコントロール可能となり、さらに効果

的なトレーニングや録音を実現できます。

EITAさん

TOMO-ZOさん

GB-10インタビュー

http://eita-web.com/

http://gacharicspin.com/

Review

USB対応ACアダプター  PS-P515U
[ 税抜 3,000 円 ]
JAN : 4907034118878

TEAC： 主にどのような使い方をされていますか？

TOMO-ZO：練習がメインで使っているんですが、すごい便

利だなと感じたのが曲の速さを変える機能（ VSA

機能）で、ゆっくりから練習を始めて、より正確に

弾けるように練習しています。　　　　　　　　

新曲でものすごい速弾きの曲がちょうどあって、ホ

ントどうしようかと思ってたんですけど、ゆっくり

から練習したおかげでレコーディングまでに満足

できるレベルまで演奏できるようになりました！

TEAC： ループ機能は使っていますか？

TOMO-ZO：使ってます！ソロを作る時によく使っていて、

ソロをループしながらギターを重ねて考えてます。

TEAC： 録音はどうでしょうか？

TOMO-ZO：録音できることってやっぱりいいな～と思い

ました。上達する近道ってやっぱり自分の演奏を

聴くことだと思うんですけど、GB-10 だと簡単

に録音できてすぐに聞けるのでいいな～と思って

います。

TEAC： ではゆっくりから練習して、ソロを作って、録音

して、というような流れで使っているんですね。

TOMO-ZO：そうですね。あ、あと、曲を作る時にも使って

います。パッと思いついた時にすぐに録音できる

ので、いろいろ録音して溜めています。あと、自

宅の外でも結構使ってますよ！ツアー先にも持っ

ていっていつでもどこでも使ってます。

TEAC： エフェクターはどうでしたか？

TOMO-ZO：便利ですね～。これまでは家で練習するときギ

ターは生音で、イヤホンを片耳で聞きながらみた

いな感じだったんですけど、GB-10 だと楽器と曲

の音を同時に聞けるし、ギターの音はエフェクター

で好きな音にできるし、なんか、すごい練習する

のが楽しくて！　テンションあがっちゃって練習

時間がのびるんです（笑）。楽しくなるから効率も

いいし、すぐにやめたくなる練習の時間も自然と

多くなるし（苦笑）。言うことないです！

TEAC： ありがとうございます。では最後に、どのような

方にお勧めできますか？

TOMO-ZO：私すごい機械音痴なんですけど、使い方もわか

りやすくてすぐに覚えました。なので、初心者は絶

対おススメだし、女の子も使えると思うし。ツアー

に回ってるバンドマンや作曲をしている人にもい

いと思うし、なんかホント、音楽やってる人なら誰

にでもおススメできるかなーって思います！

私が GB-10 をよく使うのは、イベントやライブの本番前に

楽屋でギターを弾きたい時です。電池駆動で軽く、ギターケー

スのポケットにもすっぽりと収まるところが持ち運びにとて

も便利なのでいつも持っていきます。アンプ無しでもギター

エフェクトも使えるので、これ一つで OK ですしね♪

もちろん、自宅でのギター練習でも大活躍です。ピッチを

変えずに再生速度を落とせる機能は、速いフレーズをゆっ

くり弾いて確認するのに役立ちますし、再生速度を変えず

にキーを変える機能は、ノーマルチューニングのギターし

か手元に無い場合でも半音下げの曲が練習出来たりかなり

使えると思います。

またオーバーダブの機能は自分がどのくらい弾けているのか

を客観的に聞いて確認するために大変役立ちます。ただ弾く

だけより、自分の演奏を録音して聞いてみたり、メトロノー

ムに合わせたりしたほうが絶対にギターの上達は早いと思い

ます。人よりも上手くなりたいギタリストにはピッタリの

ツールだと思いますよ★

また最近は、楽器店などでのイベントで GB-10 でバック

ミュージックを流してそれに合わせてギターを弾く、とい

うような使いかたもしています。イベントの会場によって

は大型のギターアンプが用意できない場合もあるのですが、

GB-10 のギターインプットに差せばそれだけでミキサーと

しての役割も果たせてラインで音を出せるので、重宝して

います。

mp3 プレイヤーなどで、再生までのレスポンスが遅かった

りでイライラする場合があるのですが、GB-10 はサクサク

再生出来るので快適ですよ♪

Gacharic Spin

GUITAR	&	BASS	TRAINER/RECORDER GUITAR
DIRECT

BASS
DIRECT

GUITAR
EFFECT

CLICK

BASS
EFFECT

VSA
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CD-GT2 / CD-BT2 / CD-VT2の相違点

  CD-GT2 CD-BT2 CD-VT2
■ エフェクト ギター/ボーカル用 ベース用 ボーカル用
■ キャンセル機能 ギターキャンセル 低域のカット/ブースト/エンハンス ボーカルキャンセル
■ チューナー ギター用/クロマチック ベース用/クロマチック クロマチック
■ 入力 ギター/マイク ベース マイク x 2

CD-GT2

CD-BT2

CD-VT2

ポータブルCD ギタートレーナー

ポータブルCD ベーストレーナー

ポータブルCD ミュージック&ボイストレーナー

曲中ループや速度可変、チューナー、メトロノームを搭載   
つなぐだけですぐに練習できる CDギタートレーナー

ベース用にファインチューンした 
ＣＤ ベーストレーナー

管楽器、ボーカル、電子ドラムにも使える 
ＣＤトレーナー

●電源：単三形電池4本（アルカリ乾電池またはニッケル水素電池）、ACアダプター（PS-
P520、別売）●消費電力：2.5W（ACアダプター使用時）●外形寸法：194（幅）×39（高
さ）×138（奥行き）mm●質量：550g（電池を含まず）

オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

JAN：4907034112579

JAN：4907034112586

JAN：4907034112593

CDの音程を変えずにテンポを変えることができるVSA（Variable Speed 

Audition）機能やギターキャンセル機能など、ギター練習に便利な機能を搭載した

CDギタートレーナー。ギターを接続するだけで、お気に入りのCDとすぐセッション

することができます。また、ギターマルチエフェクトやギターチューナーも内蔵して

いますので、外部にエフェクターなどを接続する必要もありません。VSA機能を使

えば、難しいフレーズをゆっくり再生させることができ、憧れのギタリストの早弾き

フレーズのコピーも思いのまま。その他、キーコントロール機能やギターキャンセル

機能、メトロノームなどギター練習に便利な機能を満載しています。 

専用AC アダプター PS-P520
[ 税抜 3,000 円 ]
JAN : 4907034112340

OPTION

＊（1）特殊なデジタル処理を行うため、設定値を大きくすると震えたような音になります。
＊（2）ギターキャンセル機能はギター音を完全にキャンセルできるわけではありません。効果は

曲によって変ります。

◆ 音程を変えずにテンポを変えるVSA(Variable Speed Audition)機能により、速くて

聞き取り難いフレーズのコピーも楽々。＊(1)

◆ 曲のキー（音程）を自由に変えられるキーコントロール機能により、自分好みのキー

で練習可能。半音下げチューニングの曲もチューニングを変えずに練習できます。

◆ 曲中のギターの音をキャンセルできるギターキャンセル機能。＊(2)

◆ マルチエフェクター内蔵。外部にエフェクターをつながなくてもギターを直接接続し

て練習できます。

◆ ループ再生機能により練習したいフレーズを繰り返し再生して集中練習が可能です。

◆ 専用キーによる分かりやすい操作性

◆ フットスイッチによるコントロールも可能（エフェクトの切換など）

■ 再生スピード可変
■ ループ再生
■ マルチエフェクト
■ チューナー

■ メトロノーム
■ 単三形電池4本駆動
■ ACアダプター駆動

PORTABLE	CD	TRAINER

CHROMATIC	TUNER
TC-1S
ソーラーリチャージャブルチューナー

電池交換不要
暗所でも動作する太陽光充電チューナー

TC-1Sは、太陽光による充電を可能とした電池交換不要の楽器用クロマチックチュ

ーナーです。従来クロマチックチューナーは乾電池、AC電源等による駆動が一般的

でしたが、これを覆す新しいスタイルの楽器用チューナーです。室内光でも充電が

可能なほか、本体に装備しているUSB端子からも充電することができるため、夜間

に充電しておくことも可能です。

チューナー表示方法はバーモード（BAR MODE）表示の他、人気の高いストロボア

ニメーション表示（ANIMATIONMODE）が可能。本体にはカラビナが付属してお

り、楽器ケースなどに取り付けておくことで、楽器を持ち運ぶ際に充電できます。

また、標準付属のシリコンラバーケースに6色のカラーバリエーションを用意。

お好みのカラーを選ぶことができます。

●電源：充電式マンガンリチウム電池
●外形寸法：96（幅）×40（高さ）×18（奥行き）mm
●質量：51g（ケース、カラビナを含まず）

JAN： ブラック： 4907034115938
 ホワイト： 4907034118250
 ブルー： 4907034118281
 グリーン： 4907034118298
 オレンジ： 4907034118267
 ピンク： 4907034118274

オープンプライス

太陽光による充電が可能な内蔵充電池駆動

楽器ケースに取り付けが可能なカラビナを装備

シリコンラバーケースに6色のカラーバリエーション 

GUITAR
DIRECT

BASS
DIRECT

CLICK

CLICK

CLICK

GUITAR
EFFECT

BASS
EFFECT

REVERB
EFFECT

VSA

VSA

VSA
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DA-3000
ステレオマスターレコーダー/ADDAコンバーター

●電源：AC100V、50/60Hz ●消費電力：24W ●外形寸法：483(幅)×45(高さ)×305(奥行き)mm ●質量：4.2kg

オープンプライス
JAN：4907034121847

ハイサンプリング録音に対応したマスターレコーダーとDAコンバーターが融合。
レコーディングエンジニア必携の業務用マスターレコーダー/ADDAコンバーター。

マスター音源を高品質で残したいニーズと、どのスタジ

オでも高音質でモニタリングしたいニーズの双方を1台

で実現することができる、レコーディングエンジニア必

携の業務用レコーディングデバイスです。DAW制作環

境に導入することで、日々のモニタリング環境が安定、

改善できるだけでなく、ハイサンプリングによる高解像

度でのマスター音源保存が可能になります。 

ビジュアルグランプリ 2014 受賞
DAC / DDC（5万円以上10万円未満）部門

オーディオ銘機賞 2014 受賞
録音機部門

最大でPCM 192kHz、DSD 5.6MHzの
ハイサンプリングステレオ録音に対応

様々な環境に対応する豊富な入出力端子

複数台の同期録音に対応、PCM/DSDハイサンプリ
ングマルチトラック録音・再生が可能

操作性を高めたユーザーインターフェース

PCM/DSD録音が可能な高機能マスターレコーダー

オーディオインターフェースやマイクプリアンプ等、様々な

スタジオ機器との接続に対応する豊富な入出力端子を装備。

一般的なアナログ/デジタル入力端子に加えて、DSDデジタ

ル接続に対応するBNC SDIF-3入出力も装備しています。

DAWでマルチトラック録音しミキシングされた楽曲の

保存用マスターとするに相応しい、PCM/DSDハイサ

ンプリングステレオ録音に対応。ADを経由したアナロ

グ入力音声の録音はもちろん、デジタル入力経由での

PCM192kHz/DSD5.6MHz録音も可能です。

録音メディアには入手性の高いSDHCカードまたは接点不

良の少ないCFカードが使用できます。※PCM/DSD相互

変換機能(D/Dコンバート)はありません。

デジタル入出力を相互に接続することで、複数台の同期走

行が可能になります。同期録音されたファイルはサンプル

単位で同期し、同期再生時もサンプル単位で同期して再生

されます。ジャズ、クラシック等のステレオDSD録音だ

けでなく、構成のシンプルなバンド録音であればDSDマ

ルチトラック録音が可能です。

持ち運び可能な
高品位DAコンバーター

マスタリング用ADコンバーター

ハイサンプリングPCM/DSD録音による
マスターファイルの同時録音

アプリケーション

持ち運ぶことで外部スタジオでも安

定したモニタリング環境を構築する

ことが可能です。スタジオのDAW

システムにはAES/EBUを介して接

続し、高精度クロックジェネレータ

ーがある場合も接続が可能です。自

宅用のオーディオインターフェース

へデジタル接続することで、同じ水

準でのモニタリングが可能となり、

作業効率が向上します。

マスタリング時に使用したアナログ機器の後に接続する高

品位ADコンバーターとしても活躍します。ノイズの少な

いフルバランスサーキットと高品位AD回路が、アナログ

EQやコンプレッサーで整えられた音を劣化させることな

くデジタル変換します。また、2台使用することで、AD側、DA

側で統一された音質でのマスタリング作業が可能です。

DAWシステムではソフトウェア上でのPCMマスターフ

ァイル録音(16bit/44.1kHz)を行うと同時に、アナログ

接続された『DA-3000』でのハイサンプリングPCM/

DSD録音を行うことが出来ます。2種類のデジタルマス

ターを録音しておくことで、将来的な録音後のニーズに対

応出来ます。さらに、『DA-3000』を2台使用すること

で、モニタリング/PCM録音用とDSD録音用として使い

分けることも出来ます。

● 左右チャンネルの干渉を排除するデュアルモノーラル

● 低ノイズを実現するフルバランスサーキットと
　 高品位ADコンバーター

● 高音質を支える電源部と高精度TCXO

● 試聴評価を経て慎重に選定された高品位パーツの数々

● モニタリングに不要なノイズを排除するファンレス設計

高品位オーディオ回路を搭載したADDAコンバーター

単純なマスターレコーダーにとどまらず、AD/DAコン
バーターとしても活用できる高品位なオーディオ回路を
搭載。出力側オーディオ回路はデュアルモノーラル構成
とし、高音質出力を実現。精度1ppmを誇るTCXO(温度
補償型水晶発振器)を搭載し、クロックジェネレーター単
体機に迫る高精度クロックを基準にデジタルオーディオ
処理を行っています。

シンプルかつ高音質なレコーダー・ADDAコンバーターを

追求し、操作子は必要最低限に抑えロングメーターとディ

スプレーにスペースを割いたパネルデザインとなっていま

す。128x64ドットの有機ELディスプレーでは必要な情

報を素早く確認でき、24ドットのLEDレベルメーターに

より常時レベルを監視することが可能です。

  CFカード
（TASCAM製品での動作確認済み）

OPTION

● CF-1HSR(1GB) オープンプライス
　 JAN : 4907034120192
● CF-4HSR(4GB) オープンプライス
　 JAN : 4907034120185

購入時期による品質変
化を排除、業務用途で
の信頼性を提供します。
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PCがなくても安心してハイレゾ録音が可能。
どこに行くにも欠かせない大切な機材になりそうです。

株式会社ミキサーズラボ
 三浦瑞生さん
 小坂康太郎さん
 加藤拓也さん

CRESCENTE STUDIO　エンジニア
 菊地健太郎さん

作曲家/音楽プロデューサー/ベーシスト
 立川智也さん

パーカッション奏者
 クリストファー・ハーディさん

dream window inc.
レコーディングエンジニア 深田晃さん

DA-3000インタビュー

DA-3000インタビュー

DA-3000インタビュー

Review

Review

Review

TEAC： まずは三浦さんから『DA-3000』のファーストイ
ンプレッションをお聞かせ下さい。

三浦 ( 以下、敬称略 )：普段ミキシング
を す る 際、 私 は Prism Sound 
ADA-8XR と い う AD-DA コ
ンバーターを使ってサウンドを
一 度 外 に 出 力 し、 そ れ を 再 び
ProTools のオーディオトラック
に戻すことが多いのですが、『DA-
3000』の音も聴き比べられるよ
うにしてみました。まず、音の感想を率直に言わせ
てもらうと、すごく自然だなと思いましたね。マス
ターフェーダーの後の音を聴いたときの印象に物凄
く近い。DSD によるフォーマットの違いというの
もあるんでしょうけれど、やはり WAV で録ってい
ると、どうしてもデジタルのカクカクした感じとい
うのが耳についてしまうんですよね。それが、『DA-
3000』の DSD 5.6MHz のハイサンプリングステレ
オ録音だと、特に声や生楽器の滑らかさというのが
ナチュラルに再現できているなと思いました。レン
ジもとても広く感じましたね。更に、上下にレンジ
が伸びているだけでなく、中域がしっかりあるんで
す。そのため、ボーカルが一歩前に出るような感覚
があり、結構いいな、と思いました。

TEAC： まず『DA-3000』はどのようにお使い頂いていま
すか ?

菊 地 ( 以 下、 敬 称 略 )： マ ス タ ー レ コ ー ダ ー と し て、
DSD5.6MHz で使用しています。以前から DSD 対
応のレコーダーを 2.8M/5.6MHz 両方のサンプリン
グレートで使用していたのですが、2.8MHz で録音
したものはマスタリングスタジオへ持って行ったとき
に、環境の変化による音の違いを顕著に感じていまし
た。ただ、『DA-3000』ではそういった違いはそれほ
ど感じませんでした。音はフラットな印象ですね。

立川 ( 以下、敬称略 )：僕は Universal 
Audio Apollo から『DA-3000』
にデジタルで接続して、マスター
レコーダーとして使っています。
これまでは DAW 上でバウンス
すると音が変わってしまってい
たのですが、『DA-3000』に録
音したものは本当にモニターの
ままの音が聴こえるな、という印
象でしたね。あと、ワードクロッ
クのマスターを『DA-3000』にしたら、位相がす
ごく良くなったと感じました。普段の作業環境には
もうアナログミキサーもないので、シンプルに PC
とインターフェースから『DA-3000』に録音して、

『DA-3000』はたった 1U という大きさであるのにマスター
レコーダーとしての機能・性能を備えています。様々な録音
で使用させていただきましたが、特に A/D コンバーターは秀
逸だと感じています。

これなら数台連結してマルチチャンネルのハイレゾ録音も可
能になります。また、コンバーターとしての使用も安心して
行えます。この大きさにこの性能を持ち込めた技術力は素晴
らしいと思います。私のようなプロの録音現場ではコンパク
トフラッシュや SD カードを用いることがあまりありません
ので、正直なところ使用感はどうなのか多少心配もありまし
た。しかし実際使用してみると PC などとのデータのやりと
りもカードリーダーを介して簡単に出来ますし、簡単な編集
だと『DA-3000』内ですましてしまうことが可能なのでと
ても使いやすいということに気づきました。

TEAC： 小坂さんはいかがでしたか ?

小坂 ( 以下、敬称略 )：私は『DA-3000』
をミックスのマスターレコーダー
として使わせてもらったのと、ピ
アノの 2 チャンネルの録音でも使
用しました。マスターレコーダー
として使ったときは、ProTools
の 中 に PCM の ま ま 録 る の と、

『DA-3000』で DSD で録るとい
う２つのパターンで試してみたのですが、ぱっと聞
き比べた瞬間、DSD の方が聴感上大きく聞こえる気
がしました。もちろんメーターの振りは同じだった
んですけど、情報量の違いがそうさせているのかなっ
て思いました。音色については変にクセがついたり
色付けされたりしないまま、レンジ感がぐっと広が
るので、そのクオリティの高さに驚きました。特に
アコースティック楽器を録ったときにそれを感じま
したね。以前からタスカムさんの製品は使わせても
らっていたのですが、クセのないナチュラルなサウ
ンドというのは変わらず信頼できるなと思いました。

TEAC： レコーダーを作るにあたって、原音忠実は、我々が
もっともこだわっている部分でもあります。マスタ
リングエンジニアとして、加藤さんの感想はどうで
したか ?

マスタリングスタジオにも『DA-3000』があれば
そのまま同じ音で進められますし、それが一番いい
ですよね。

菊地： 『DA-3000』を持ち込んだとしても 1U でコンパク
トですし。小さい荷物で済む、というのは大きいです。

立川： そうですね。あとはやっぱり、音が良いです。値段
の先入観なしに聴いてみて、後から値段を聞いてびっ
くりしました。

クリス ( 以下、敬称略 )：私は 2、3 週間
ほど前に、ライブレコーディン
グに使ってみました。マイクプ
リアンプは『UH-7000』を使っ
たので、全部タスカムで揃いまし
た。すごく小さな音しか出ない楽
器をステレオワンポイントで録
音したのですが、ダイナミックレ
ンジがとても広い。キレイで、す
ごく良かったなと思います。家で
作業する場合はデモ程度の録音をしています。『DA-
3000』は『UH-7000』とコンビにして簡単に持ち
出せますし、そのまま菊地さんに渡せます ( 笑 )。

菊地： なんでもします ( 笑 )。

TEAC： 普段のレコーディングでもレゾリューションを高く、
ということは意識されますか ?

菊地： 例えば PCM の 96kHz と 48kHz の差がどこにある
のかというと、容量が大きくなる割に感動は少ないか
な、と思います。それだったらもう、DSD で録音し
た方が圧倒的に良い。だから、この価格で DSD のマ
スターが作れるというのは、すごく有り難いです。あ
とは、もう少し普及してくれて「マスター音源、DSD
で良いですか ?」と言っても、嫌がられることが少な

加藤 ( 以下、敬称略 )：私は DSD がオーサリングできる
DAW と『DA-3000』 で、DSD フ ァ イ ル を 同 時
に再生させて聴き比べてみまし
た。DAW の方はシャープな印象
があったのですが、『DA-3000』
はすごくアナログな音というか。
やはりナチュラルな印象を受けま
した。DA コンバーターという意
味では、PCM ファイルで聴き比
べても派手な色づけがされた感じ
がしないというのは好印象ですね。マスタリングで
使う場合、「最終段階の音を録る」となった時に、こ
ちらの意図しないものに変わってしまうと困るんで
すね ( 笑 )。まあ、それを見越して作るというのも１
つの方法かもしれないですけど、そういう手間をか
けずにコントロールできるのは嬉しいですね。 また、
ファイナルミックスを『DA-3000』で録って、そ
のファイルを『DA-3000』で再生しマスタリング
をするという風にすれば、PC ベースの DAW より
もファイナルミックスの音をより良く再現できるの
ではないでしょうか。

くなるといいですね ( 笑 )。アナログ卓のアウトをその
まま聴いている状態にすごく近くなるので、その後の
作業も余計なことを考えなくて済むというか。

TEAC： 『DA-3000』は、AD/DA コンバーターとしても
お使い頂けます。ここで、同じファイルを DAW と

『DA-3000』本体からそれぞれ再生し、簡単に聴き
比べをしてご感想を頂きたいと思います。

立川： 『DA-3000』は、録音時の状態にすごく近いですね。

菊地： そうですね、スッキリした音です。インプットモニ
ターを聴きながらミックスして、マスタリングスタ
ジオにも同じように『DA-3000』があればそのま
ま作業できる。変なクセもないし、使いやすいと思
います。

立川： あとは楽器の定位に若干差があるのかな、と。『DA-
3000』の方が、楽器の音が団子にならずに広がって
いると思います。

菊地： そうですね、音の分離は『DA-3000』の方が良い
と思います。

TEAC： 操作性に関してはいかがでしたか ?

クリス： 僕、実はこれマニュアル見ていないんですよ。

菊地： 僕も全然見てないです。

クリス：でも、パパっとすぐ簡単に出来たんですよね。おそ
らくスタジオの人たちは要求のレベルも高いと思う
のですが、僕みたいなミュージシャンでもすごく使
いやすい。一般の人にも使えて、この値段でこのク
オリティというのは嬉しいですね。

立川： 確かに、よく「高価な機材じゃなければ良い音じゃ
ない」と言う人もいますが、そういう人にこそ是非
使って聴いて欲しいですね。

SDIF-3 などの出力端子も出ていますから DSD データを外
部のコンバーターに出力することも可能です。これは様々な
使い方を可能にします。

『DA-3000』はオーディオのプロフェッショナルが 1 台手
に入れると、DAW 出力を録音するマスターレコーダーとし
て、ピアノ・ソロのような 2ch ダイレクトミックスをハイレ
ゾで録音するレコーダーとして、また、コンバーターとして
等々日常で手放せなくなる機器であると思います。 

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

詳細はWEBへ

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

詳細はWEBへ

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

詳細はWEBへ

左上より(敬称略)
アシスタントエンジニア井澤さん
クリスさん
立川さん
菊地さん
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UH-7000
HDIA回路搭載マイクプリアンプ/USBオーディオインターフェース

●電源：AC100V、50/60Hz
●消費電力：15W
●外形寸法：214(幅)×81.2(高さ)×233(奥行き)mm
●質量：2.2kg

●エンジニア：深田 晃氏  dream window inc.
●使用機材：  [ Microphone ] DPA-4006A 
   [ HA ] Millennia HV-3D ※音質比較用
   [ Recorder ] TASCAM DA-3000 他
●演奏：  [ pf ] 五味田　恵理子（ごみた　えりこ)さん
   [ Guitar ] 志野　文音（しの　あやね）さん

●TASCAM Professional Software: 
　SONAR X3
●Avid: Pro Tools 11
●Steinberg: Cubase
●Ableton: Live 9

オープンプライス
JAN：4907034122462

高いオーディオパフォーマンスを誇るHDIAマイクプリアンプ搭載。
マイクプリ/ADDAとしても活用できる24bit /192kHz USBオーディオインターフェース。

● 対応OS：Windows XP(32ビット SP3以上、64ビット SP2
以上)、Windows 7(32ビット SP1以上、64ビット SP1以上)、
Windows 8.0(32ビット、64ビット)、Windows 8.1(32ビット、
64ビット)、Mac OS X Snow Leopard(10.6.8)、OS X Lion
(10.7)、OS X Mountain Lion(10.8)、OS X Mavericks(10.9)
※最新の対応OS状況は、TASCAMのウェブサイト（http://
tascam.jp/）をご確認ください。

低ノイズ、高音質を徹底的に追求したプロフェッショナ

ルグレードのマイクプリアンプ/オーディオインターフェ

ースです。DAW制作環境において4IN/4OUTのインタ

ーフェースとして使用できるのはもちろんのこと、単体

マイクプリアンプ/ADDAコンバーターとしても活用する

ことができます。低ノイズ、高音質のハードウェアを目

指し、新規設計のHDIAマイクプリアンプを搭載。EIN-

128dBu、S/N比117dB、歪率0.0009%以下など、

ハイレベルなオーディオパフォーマンスを実現しました。

細かなニュアンスを確実に捉える
HDIAマイクプリアンプ

低ノイズの録音環境を実現する
ハイスペック入力オーディオ回路

動作モード切替によりスタンドアロンのマイクプリ
アンプ用途、オーディオインターフェース用途に対応

高精度クロックTCXOを搭載し、
安定したデジタル信号制御を実現

ADDAとしても優れたパフォーマンス、
スタジオ機器との接続に適した入出力端子群

適切な録音レベル調節を可能にする
大径インプットボリュームと20ドットLEDメーター

パワードスピーカーを直接接続し
音量調整ができるリンクライン機能

主要DAWでの動作検証済み

 EIN(入力換算雑音) = −128dBu

 S/N比 = 117dB

 THD(全高調波歪率) = 0.0009%以下

 周波数特性 = 20Hz～80kHz

徹底的な低ノイズ、ハイスペックを追求したHDIA(High 

Definition Instrumentation Architecture)マイクプリ

アンプを搭載。比較試聴を繰り返しパーツを選定、数値上

でのハイパフォーマンスと、実際の音質におけるハイパフ

ォーマンスを両立しました。HDIAマイクプリアンプで採

用されているインスツルメンテーションアンプ方式は、部

品点数が多くなるため一般的な音響機器ではあまり採用さ

れません。業務用音響機器のほか計測器など微細な信号を

扱う回路において採用される回路であり、演奏者の細かな

表現を逃さず捉えます。

アナログオーディオ入力回路全般において低ノイズ、高音

質を追求しました。エントリーモデルとは一線を画すハイ

パフォーマンスオーディオ入力回路で、ノイズ特性の向上

に有効なフィルムコンデンサーや薄膜金属皮膜抵抗などの

パーツを試聴評価の末、採用しています。

デジタル信号のクオリティを左右するクロックジェネレ

ーターには、一般的な機器に採用されるXOよりも高い精

度を誇るTCXO(温度補償型水晶発振器)を搭載。TCXOで

は、水晶振動子の持つ温度特性と正反対の特性を持つ回路

（温度補償回路）を内蔵することで、広い温度範囲に渡り

良好な温度特性を得られるため、安定したクロックを供給

することができます。XOでは精度+/-100ppm(48kHz

の場合4.8Hz)程度であるのに対し、TCXOでは精度

+/-1ppm(48kHzの場合0.048Hz)を実現しています。

USB接続を行わずに本体を起動するとスタンドアロンモ

ードとなります。スタンドアロンのマイクプリアンプとし

て、またUSBオーディオインターフェースとして活用す

ることができます。DA-3000などのマスターレコーダー

用マイクプリアンプとしても最適です。

ヘッドホンボリュームつまみに

よってライン出力の音量を可変

できるリンクライン機能を装

備。ミキサーなどの音量調整機

器なしに直接パワードスピーカ

ーを接続し、モニター音量を調

整することができます。

ADコンバーターには、BurrBrown PCM4220を採用。

このADコンバーターはプロフェッショナルオーディオ用

に開発されたハイパフォーマンスチップで、単体でのダ

イナミックレンジは123dB(-60dB input, A-weighted)

を誇ります。PCM4220でデジタル化されたオーディオ

信号は、USB経由でPCに送られるか、XLR AES/EBUデ

ジタル出力端子より外部へ出力されます。DAコンバータ

ーについても好評を得ている　BurrBrown PCM1795

によるアナログ変換が行われています。デジタル入出力

は、IEC60958-4(AES/EBU)

またはIEC60958-3(S/PDIF)

フォーマットでの伝送に対応し

ています。

フロントパネルの面積の多くを割いたアルミ製大径イン

プットボリュームを装備。円形の操作子では小径になる

ほど調整が困難になりますが、UH-7000の大径ノブは

非常に微細な調整にも対応します。独立した20ドット

LEDレベルメーターも備え、

大径ノブとメーターにより適

切な録音レベル調整を実現し

ます。

音楽制作においてシェアの高い主要DAWでの動作検証を

実施しており、以下のソフトウェアにおいて正常動作を確

認しています。様々な環境において安心して導入していた

だく事ができます。

数値上のスペックと、実際に耳に届く音は必ずしも一

致しないことは周知の事実です。UH-7000では数値

上のハイスペックを実現した上で、音楽録音に相応し

い音質を追求し、録音実験を繰り返し実施していま

す。ここでご紹介しているものは、その一例です。

試聴評価や録音実験を経て
チューニングされた音質

※マイクプリアンプ用途で使用する場合、アナログ出力からはAD/
DAを経由した音が出力されます。

DSP
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スピーカーヘッドフォン

PC

オーディオ
インターフェース

通常のモニター経路

マイク

A/D
アナログ
↓

デジタル
変換

D/A
デジタル
↓

アナログ
変換

レイテンシーの発生

A/D変換、PC内部
処理、D/A変換で時
間的な遅れが生じる

スピーカーヘッドフォン

PC

オーディオ
インターフェース

ダイレクトモニターによるモニター経路

マイク

D/A
デジタル
↓

アナログ
変換

ダイレクトモニター
回路により遅れのない
モニタリング

PCからの音とダイ
レクトモニター音の
バランスを調節可能

A/D
アナログ
↓

デジタル
変換

16イン 8 アウト2 イン 2 アウト 4 イン 4 アウト

US-2x2  US-4x4  US-16x08

Ultra-HDDA回路搭載マイクプリアンプ/USBオーディオインターフェース

※画像はUS-2x2

インスピレーションを刺激する音と、フレーズを妨げない使いやすさ。
複雑な機能を排し、Ultra-HDDAマイクプリアンプを搭載。iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース。

Ultra-HDDA	MIC	PREAMP	/	USB2.0	AUDIO		INTERFACE

US-4x4

*US-16x08 のみ

kHz
96

24
bit

for Windows
for Mac OSX
for iOS

オーディオインターフェースラインナップに、誰でも使い

こなせる高音質をコンセプトにしたUS-2x2（ツーバイツ

ー）、US-4x4（フォーバイフォー）、US-16x08（シ

ックスティーンバイエイト）が新たに登場しました。

US-2x2/US-4x4では音楽制作、特に初心者にターゲッ

トを絞り、接続すれば高音質で録音できる「使いやすさ」

「理解しやすさ」に重点をおいています。

目をひく先鋭的なデザインは、著名な音楽制作機器を数多

く手がけたドイツ人デザイナーによるもの。

わずかに傾斜したアングルドデザインが、ストレスフリー

のデスクトップレコーディングを提供します。

 将来的な拡張性も備え、最初のオーディオイ

ンターフェースとして最適なUS-2x2。

 4基のマイクプリアンプでマルチマイクレコ

ーディングにも対応するUS-4x4。

 8基のマイクプリアンプによりドラムレコーディ

ングやバンドレコーディングを可能にしたUS-16x08。

音楽性や将来的な制作スタイルに合わせて、最適な1台を

お選びください。

ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、
高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ

理解しやすいシンプルな構成と
新開発USBドライバー

デスクトップでの優れた操作性を提供する
アングルドデザイン

創造力を刺激する先鋭的なデザインと
実用的な設計の共存

業務用レコーダーでも採用されているマイクプリアンプで

す。コンデンサーマイクからダイナミックマイクまで幅広

く対応し、高度な知識がなくとも高音質レコーディングを

楽しむことができます。もちろん、キーボードなどライン

出力機器の直接入力にも活用することができます。

著名なシンセサイザーから録音機器まで、数多くの音楽

制作機器の設計を手掛けたドイツdesignbox社、アクセ

ル・ハートマン氏による筐体デザインを採用しています。

ミュージシャンのデスクトップに相応しい、個性溢れるデ

ザインが創造力を刺激します。

パソコンを活用したレコーディングにおいて問題と

なるのは、信号の遅れであるレイテンシー、そして

ドライバーソフトウェアの設定です。低レイテンシ

ーかつ、インストール作業がスムーズに行えるドラ

イバーを実現しました。また、内部構造を極力シン

プルにしたことで、音響機器に不慣れな場合でも安

心してお使いいただくことができます。

わずかに角度をつけたアングルドデザインはストレ

スのない操作感を提供します。

パソコンへ伝送する前の信号を分岐するダイレクトモニター

方式を採用することにより、全く遅れの無い信号でストレス

なく演奏することが可能です。

録音フォーマットは24bit/96kHzの

ハイレゾ録音まで対応。

もちろん、16bit/44.1kHzの録音におい

てもUltra-HDDAマイクプリアンプにより

高音質での録音が可能です。

パソコンとの接続はほとんどのパソコンで対応している

USB2.0を採用。24bit/96kHzフォーマットで録音した

場合でもUSB2.0の帯域を使いきることはありません。ま

た、USB3.0ポートに接続してお使いいただくことも可能

です。

■ 最大24bit/96kHzフォーマットのハイレゾ録音に対応

■ ゼロレイテンシー、遅れのないダイレクトモニタリング機能

designbox：著名なシンセサイザー、エフェクトペダル、アンプシミュ
レーターなど音楽制作機器のデザインを多く手がけるドイツのデザインカ
ンパニー。1995年にAxel Hartmann氏とStephan Leitl氏により設立。

US-2x2

US-4x4

US-16x08

US-2x2

US-4x4

US-16x08

US-2x2

US-4x4

US-16x08

■ 余裕の帯域幅、USB2.0によるパソコンとの接続

US-16x08はアナログ・デバイセズ社製16/32 
ビットBlackfin® 組み込みプロセッサを搭載し製
品のデジタル信号処理と制御を行っています。
このBlackfin® プロセッサを搭載することにより
製品の高性能化・省電力化を実現しています。
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ウクレレプレイヤー IWAOさん

レコーディングエンジニア 小崎 弘輝さん

ファーストインプレッション

サウンド

UH-7000インタビュー

UH-7000インタビュー

Review

Review

まず電源が別になっていて、これだけで安心感があるね。ト
ランスは大事。バスパワーとか電源アダプターとか色々ある
けど、それでちゃんとした録り音になるのかって不安に思う
事もあって。世代的なものかな。「アンプ系はでかくて重くな
いと！」っていうのがあって、そういう部分ではアナログ心
をくすぐってくれる製品だね。筐体もしっかりして重さもあっ
てかっこいいよね。

音色はどっしりした、かっちりした、タイトな締まった音。オー
ディオインターフェースは高いものも安いものも色々使って

『UH-7000』を箱から取り出してまず感じたことですが、非
常に作りがしっかりしています。

スタジオの外での録音にも安心して使えそうです。

まずはアコギと女性ボーカルのレコーディングで使用してみ
ましたが、非常にソリッドで、そしてナチュラルな音質だと
いうのが最初の印象です。S/N 比も良くゲインも十分に稼げ
るので、アコギのアルペジオも安心して収録できました。　
ボーカル用途では、女性ボーカル、もしくは倍音成分の多い
男性ボーカリストに適していると感じました。無理な色付け
は何もせず、高域から中域、低域までバランスのいいサウン
ドです。特に中域の密度が高く、また、耳につかない高域の
自然な伸びが好印象でした。得意としているポップス系、最
近の音楽に適した機材だと感じました。

続いてドラム収録の際に、スネアドラムの表と裏に使用して
みました。 マイクはどちらも SHURE SM57 を使用したの
ですが、アタックの抜けが非常に良く、スナッピーも耳障り
にならずしっかりと細かい演奏表現を捉えてくれました。解
像度が高いので、オーバーヘッドに使用してもいいかもしれ
ません。

メーターがついている点も、マイクプリ用途での視認性向上
に貢献しています。

きたけど、完全に高価格帯の音。すごく高級感があるね、かっ
ちりタイトな感じで。生音がしっかり太く録れて、どんなも
のにも合うと思う。ベースなんかも輪郭がはっきり録れると
思う。輪郭がはっきりするから後の処理もしやすいね。あと
はプレイバックで使ってもタイト。リスニングで心地よく聞
くというよりは、向き合って聞く音だね。

すでにインターフェースを持っている人はマイクプリ、僕ら
の業界では HA って言うけど、HA 的に使うのも面白いよね。
僕の場合はモニターも DYNAUDIO だからタイトな音が好き
なのかな ( 笑 )

今はいろんなインターフェースがあって、値段は安く、軽く、
小さいものが多いけど、UH-7000 はずっしりとして安心感
もあるし、持ってる喜びがあるね（笑）

総合的には、音の太さを強調する様なキャラクターではない
のですが、実際に鳴っている音をそのまま再現するという意
味では、非常にレベルが高くマイクプリアンプとしても活用
することができるクオリティです。

【プロフィール】

2006 年 5 月　Columbia College Chicago 卒業。

現在はつばさスタジオにてディレクター兼レコーディングエ
ンジニアとして活動中。

One Night Only や DEPAPEPE、川嶋あい、高尾彩佳など
のポップスを中心に、ひろみつや AUN J クラシックオーケ
ストラなど幅広いジャンルでエンジニアを務めている。

ライブレコーディングも得意としており、清水翔太、スキマ
スイッチ、HY、miwa、JuJu、May J、Aqua Timez、平
原綾香、植村花菜、夏川りみ、川嶋あいなどの収録を担当した。

その他には香港大学講堂 Japanese Pop Culture Lecture 
での PA や、キッコーマン株式会社　上海万博出展ブース　
料亭「紫」の音響設計を行うなど、多方面にその才能を発揮
している。

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
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Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
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PCがなくても安心してハイレゾ録音が可能。
どこに行くにも欠かせない大切な機材になりそうです。

dream window inc.
レコーディングエンジニア 深田晃さん

UH-7000インタビュー
Review

『UH-7000』は開発中の音質評価用素材の録音の時に初めて
使用しました。

小型のわりには調整つまみが大きく、視認性がすごく良いと
いう印象がありました。

普通のステレオマイクアンプかと思っていましたが、実機を
見てオーディオインターフェイスにもなるし、スタンドアロー
ンでも使える非常にフレキシブルな使い方が出来るマシンだ
と感じました。

実際様々な DAW でテスト使用してみました。ProTools11 
等何の問題もなく接続できますし、PC 用のコントローラも
分かりやすく使い良いですね。

そして一番重要な音質ですが、透明感がありメリハリがはっ
きりしたとても良い音質を持っています。そしてレンジがと
ても広く色付けがないという印象を持ちました。これならピ
アノやアコースティクギター、Vocal などのアコースティク

楽器の録音には最適ですね。

今、仕事としては PCM192/24 とか DSD5.6 とかのハイ
レゾで録音することが多いのですが、『UH-7000』と DA-
3000 を持っていけば PC がなくても安心してハイレゾ録音
が可能です。

DAW を使用するとしても『UH-7000』があればマイクア
ンプとオーディオインターフェイスを別々に持っていく必要
がなくやはりコンパクトにシステムを組むことができます。

どこに行くにも欠かせない大切な機材になりそうです。

CRESCENTE STUDIO　エンジニア
 菊地健太郎さん

作曲家/音楽プロデューサー/ベーシスト
 立川智也さん

パーカッション奏者
 クリストファー・ハーディさん

UH-7000インタビュー
Review TEAC： 『UH-7000』はどのような印象をお持ちでしょうか。

立川： 僕が使ったのは、Mac のシーケンスに立ち上げて。
ベースを突っ込んで、ヘッドホンでモニターってい
う。ベースの音はすごく良かったです。

TEAC： DSP ミキサーはいかがでしたか ?

クリス： これはいい。すっごく分かりやすかった。
 これ、MIXER PANEL ボタンで消えるのがいい！
 そして、押すとまた出てくるんですよ。

菊地： これ、ちょっと嬉しいですね。

クリス：すごくいいです。

TEAC： 立川さんは、これからどのような使い方を想定され
ていますか ?

立川： これは『DA-3000』とセットで持って行って、人
の家でプリプロやって帰ってきて作業するとか、
フットワークよく出来そうです。そのプリプロテイ
クを、OK テイクとしても使えるほど音がいいと思
います。特にベースって低音が重要なので、音の締
まりが悪いとすごく弾きにくいんですよ。でも、そ
んなこと全然なかったし、1kHz 〜 2kHz あたりが
ギラっとしちゃうと弾きにくくなるんですけどそう
いったこともない。

TEAC： ありがとうございました。では次に、ピアノの音を
録音して聴いていただきたいと思います。

菊地： 個人的にピアノにはこのマイクプリ、と決めてい
たくらい相性が良いプリアンプがあったんですが、
出鼻をくじかれた感じです ( 笑 )。良く言えば素
直、悪く言えば地味とも言えるけど、楽器が変われ
ば印象も変わるので。例えばアコギ録るなら『UH-
7000』がいい、なんていう場面もあるだろうなと。「音
のキャラクター」を語れるレベルにはあるな、と思
います。「こういうキャラクターのヘッドアンプで
す」と語れるレベルの品質。だから、SSL と聴き
比べしたら面白いんじゃないかな。とにかく素直で
す！　クセがないっていうのは間違いない。

TEAC： クリスさんはいかがですか ?

クリス： 今聴いた感じは、なかなかいいですよ。打楽器とか
も試してみたい。

立川： SN もいいよね。

TEAC： S/N 比にはかなりこだわっています。

菊地： ラージモニターで聴いたって、ノイズがこれだけし
かないんですから ( 笑 )。ラージで聴いて、かろう
じて分かる程度。

立川： びっくりした。『DA-3000』のテストよりもびっ
くりした。

TEAC： 驚いて頂けたようで、嬉しい限りです。是非今後も
音楽制作にご活用頂ければと思います。本日はあり
がとうございました。

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
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US-2x2

US-16x08

US-4x4

オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

JAN：4907034124435

US-2x2 リアパネル

US-4x4 リアパネル

US-16x08 リアパネル

JAN：4907034124442

※画像はUS-4x4

JAN：4907034124640

●電源：専用ACアダプター(GPE248-120200-Z)
●消費電力：12W
●外形寸法：445(幅)×59(高さ)×219(奥行き)mm
●質量：2.8kg

●電源：専用ACアダプター(GPE248-120200-Z)　●消費電力：5W　●外形寸法：296(幅)×65(高さ)×160(奥行き)mm　●質量：1.6kg

●電源：パソコンよりUSB経由で供給 ※iOSデバイス使用時は、別売のACアダプター(TASCAM PS-P520)が必要となります。●消費電力：2.5W　●外形寸法：186(幅)×65(高さ)×160(奥行き)mm　●質量：1.1kg

主要DAWとの動作検証済

Windowsに特化した先進的DAW SONAR X3 LE

独特の制作フローに高い評価を得るDAW Live 9 Lite

( SONAR, ProTools, Cubase, 
Live, Studio One, Garage Band)

US-2x2

US-4x4

US-16x08

US-4x4は、4つのコンデンサーマイクが同時に入力でき

るため、アコギやピアノなどのマルチマイクレコーディ

ングに対応します。出力もTRSホンジャックで4系統装

備しているため、ライブパフォーマンスにも活躍。ステ

レオ出力に加え重要なパートをパラレル出力することが

可能です。

加えて、ヘッドホン出力を2系統備えているため、オペレ

ーターと演奏者、別々のヘッドホンでモニターしながら

レコーディングすることができます。

8系統のXLR入力、8系統のTRS入力を装備し、合計

16チャンネルの同時入力が可能。バンドレコーディ

ングを行うことができる余裕の入力チャンネル数で

す。US-16x08を2台用意すれば、XLR 16チャンネル

同時入力に対応するレコーディングシステムとして使う

ことができます。

Apple純正のLightning-USBカメラアダプター（別

売）を使うことで、iPadなどのiOSデバイス用のオー

ディオインターフェースとして使うことができます。

DAW上でギターエフェクトプラグインを活用する場合

には、ギター出力を直接入力することが可能です。

ライン出力とヘッドホン出力

はそれぞれ個別ボリューム

としたことで、最適な音量

で音楽制作をすることができ

ます。

※ギターエフェクトプラグインは
別売です。

*US-2x2は別売ACアダプターPS-P520が必要です。

Windowに特化したDAWがSONARです。Windows8

のタッチパネル操作にも対応しています。LEでは最大

32のオーディオトラックを扱うことができ、ダイレク

トにYouTubeにアップロードできる機能など、SNSと

の連携も図られています。

シェアの高い主要なDAWソ

フトウェアとの動作検証を

実施していますので、バン

ドルされているソフトウェ

ア以外でも安心してお使い

いただけます。

Mac/Windows両対応のDAWとして、独特の楽曲制作フ

ロー、特にライブパフォーマンス用途で高い評価を得てい

るDAWがLiveです。Liteでは最大8のオーディオトラッ

クを扱うことができ、VST/AU形式のプラグインに対応し

ています。

US-2x2

US-4x4

US-16x08

全機種共通 全機種共通

全機種共通

全機種共通

iPadなどのiOSデバイス接続に対応
将来の要求に応える拡張性

DAWソフトウェアバンドル
今日からすぐに音楽制作

マルチマイクレコーディング、ライブパフォーマンス
に対応するUS-4x4

ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応
するアナログ16チャンネル同時入力

ギターの直接入力に対応
市販プラグインエフェクトでのサウンドメイキングも可能

ライン出力とヘッドホン出力の音量を
個別にコントロール可能

専用AC アダプター 
PS-P520
[ 税抜 3,000円 ]
JAN : 4907034112340

iOS デバイス接続用オプション 
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COAXIAL デジタル入出力
OPTICAL デジタル入出力

TRS バランス出力
切替式 LINE 3-4 端子

TRS バランス出力

DAWを足元でコントロール可能な
RC-3F フットスイッチ（別売）が接続可能

PC上で再生される
音声／BGM

USB

インターネット
生放送

PC

MIC IN

マイク

ミックスして
PCへ再入力

PHONES

ヘッドホン
（モニター）

▼ 入力 あるいは ステレオミックスへ インサート可能なエフェクト（ COMPRESSOR, NOISE SUPPRESSOR, DE-ESSER, EXCITER, EQ ）

 ▲     　
センドエフェクト（ REVERB ）

本体に様々なエフェクトを

搭載しています。録音時の

コンプレッサーエフェクト

はもちろんのこと、モニター

音声にリバーブエフェクト

をかけることも可能です。

よりハイレベルな 録音、音声入力をサポートする オンボード エフェクト

※ 44.1/48 kHz のときは、ダイナミクス、センドの各エフェクトを一種類ずつ使用できます。
※ 88.2/96 kHz のときは、ダイナミクス または センドの どちらか一方の、一種類のエフェクトだけが使用可能です。
※ 176.4/192 kHz のときは、内蔵エフェクトは使用できません。

カラフルでみやすい
ミキシングコンソール画面

モード切替により様々な用途で活用できるDSPミキ

サーを搭載。マルチトラックモードは音楽制作に最適

で、録音レベル設定（パソコンへの送りレベル）とモニ

ターレベルを別々に調整することができます。ステレ

オミックスモードはインターネット生放送などに最適

で、パソコンから送られた信号を再度ミックスしてパソ

コンに送ることができます。

用途に合わせた2つのモードを提供するDSPミキサー 
( オンボード デジタル ミキサー )

Multi - track Mode Stereo-mix Mode

US-366

高音質HDDA マイクプリと多くの機能が納得のレコーディングをサポート。
DSP ミキサー搭載 USB2.0 192kHz 対応 オーディオインターフェース。

24bit / 192kHz対応
USB2.0オーディオインターフェース

オープンプライス
JAN：4907034121335

ギター / ファントム電源対応、XLRマイク入力/TRSバランス入力
6 IN / 6 OUT DSPミキサー搭載 オーディオインターフェース

※192kHzでは 4 OUT

XLR 2 IN
デジタル入出力

◆ +48Vファントム電源対応XLRマイク/TRSライン入力

◆ 24bit/192kHz 録音に対応

◆ DSPミキサー（オンボードデジタルミキサー）搭載

◆ DSPエフェクト（オンボードデジタルエフェクト）搭載

◆ 低レイテンシーモニタリング

◆ 最大6入力または6出力を切替可能

 (※192kHzでは4出力)

◆ 同軸/光デジタル入出力端子搭載

 (入力はどちらかを選択)

◆ DAWソフトウェアバンドル

 (SONAR X3 LE/ABLETON Live9 Lite)

US-366は、堅牢なアルミボディに2系統の高音質

HDDAマイクプリアンプ、録音環境に合わせた様々な

活用法を提供するDSPミキサーを搭載したオーディオ

インターフェースです。豊富な入出力端子群が特長で、

既に多くの録音機材をお持ちの方や、ハイレベルな録音

環境を構築したい方に最適です。

LINE 3-4端子が切替式であるため、様々な機器との

接続に対応します。スイッチをINPUTに設定した場合

LINE 3-4端子がRCAアナログアンバランス入力となり、

スイッチをOUTPUTにした場合はRCAアナログアンバラ

ンス出力となります。（スイッチは底面に装備）

試聴評価の末、入念なパーツセレクト

を実施したHDDAマイクプリアンプ

を搭載。音質にこだわった部品によって構成されるディ

スクリート構成の差動マイクアンプ回路です。周波数特

性10Hz～68kHzのワイドレンジを実現しており、表現

力あふれる演奏をクリアなサウンドで増幅しDAWに送

ることができます。

高音質HDDA(High Definition
Discrete Architecture )マイク
プリアンプ 搭載

様々な環境に対応できる
切替式 入力 / 出力端子、最大 6入力 / 最大 6出力に対応

● 電源：パソコンよりUSB経由で供給（5V、最大500mA）● 消費電力：2.5W ● 外形寸法：140（幅）×42（高さ）×140（奥行き）mm ● 質量：500g　
● 対応OS：Windows XP 32ビット SP3以上/64ビット SP2以上、Windows 7 32/64ビット、Windows 8 32/64ビット、Windows 8.1 32/64ビット、Mac OS X 10.6.8～10.8.X
※最新の対応OS状況は、TASCAMのウェブサイト（http://tascam.jp/）をご確認ください。

USB	Audio	Interface	with	DSP	Mixer

OPTION

専用フットスイッチ RC-3F
[ 税抜 6,000 円 ]
JAN : 4907034115884

DAWソフトウェアのハンズフリー
コントロールが可能

★　インターネット放送を行うための『US-366』徹底活用術  ▶▶▶ http://tascam.jp/product/us-366/applications/　★

GUITAR
DIRECT

BASS
DIRECT

KEYBOAD
DIRECT

DSP
MIXER

+48V
PHANTOM

STEREO
MIX

Windowsに特化した先進的DAW SONAR X3 LE 独特の制作フローに高い評価を得るDAW Live 9 Lite

Windowに特化したDAWがSONARです。Windows8

のタッチパネル操作にも対応しています。LEでは最大

32のオーディオトラックを扱うことができ、ダイレク

トにYouTubeにアップロードできる機能など、SNSと

の連携も図られています。

Mac/Windows両対応のDAWとして、独特の楽曲制作フ

ロー、特にライブパフォーマンス用途で高い評価を得てい

るDAWがLiveです。Liteでは最大8のオーディオトラッ

クを扱うことができ、VST/AU形式のプラグインに対応し

ています。

DAWソフトウェアバンドル
今日からすぐに音楽制作

SONAR
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VOCAL	PROCESSOR/MIC	PREAMP

Auto-Tune® and Antares® are registered trademarks of Antares Audio Technologies in the United States.

TA-1VP
ボーカルプロセッサー/マイクプリアンプ

オープンプライス
JAN：4907034118335

Antares Auto-Tune搭載
強力なピッチ補正機能を備えた
ボーカルプロセッサー/ マイクプリアンプ

クロマチック、メジャー12種類、マ
イナー12種類の中から楽曲にあわせ
たスケールを選択し、ピッチ補正適用
SPEEDパラメーターを設定するだけ
で、入力音声のピッチをスケールにあ
わせて修正します。

ソースマイクに著名なマイク14種類
およびマイクタイプ5種類を用意。モ
デリングするマイクは「ハンドヘルド
ダイナミック」や「ラージダイヤフ
ラムコンデンサー」などマイクタイ
プ11種類より選択することができま
す。Antares社のプラグインに搭載さ
れているチューブモデリングも搭載。

ボーカル処理、ボーカル録音時に活躍するエフェクターを網羅。
高品位マイクプリアンプと併せて、ボーカル用チャンネルストリ
ップとしても活用可能です。

歌や演奏を2回重ねて、太く迫力のあるサウンドに仕上げるダブル
トラッキング。これはタイミングやピッチ、音色が微妙に異なる
2つの音を重ねることによる効果を利用したものです。一般的には
それぞれの音をパンポットで左右に振り分けることにより、その
効果を出しています。TA-1VPでは、入力されたそのままの音（
ドライ音）とTA-1VPで処理された音（ウエット音）をミックス
することにより、1回歌うだけでダブルトラッキング効果を得るこ
とができます。レコーディングだけでなく、ライブパフォーマン
スでも絶大な威力を発揮します。

●電源：AC100～240V、50/60Hz(ACアダプターPS-1225L) ●消費電力：4W ●外形寸法：482.6（幅）×45（高さ）×155.3（奥行き）mm ●質量：2.0kg 

TA-1VPは、TASCAMのプロフェッショナル音響機器で培

われた高音質を実現する回路技術と、 Antares 社が誇るピ

ッチ補正ツール Auto-Tune Evo が融合したボーカルプロセ

ッサー/マイクプリアンプです。

レコーディングで広く使用されている Antares 社 Auto-

Tune Evo を搭載し、入力された音声のピッチを補正して出

力することが可能です。また TEC Awards を受賞し高い評

価を得た同社のマイクモデラーを搭載。ダイナミックマイ

クからの入力音をコンデンサーマイクのような音にするこ

とができます。さらに真空管モデリングにより真空管特有

の暖かみを付加することも可能です。

シチュエーション別活用例

ライブ時のボーカルプロセッシング 自宅録音時のボーカル録音 トラックダウン時のアウトボード

ライブ時には Auto-Tune Evoを軽めに設定し、ONにするこ

とで、ボーカルを適正な音程にリアルタイムで補正します。

世界的に定評のあるAntares社のAuto-Tune Evoテク

ノロジーにより、歪みや音質劣化なしで、リアルタイム

にボーカルやソロ楽器のピッチを補正可能です。

高品位マイクプリアンプにより、ハイクオリティなボーカル

トラックの録音が可能です。コンデンサーマイクにも対応、

マイクモデリングを活用すれば様々なサウンドを作ることが

できます。またデジタル出力を利用することにより、デジタ

ルPAシステムやデジタルレコーディングシステムへの導入が

可能です。

トラックダウン時にアウトボードとして使えば、ボーカルト

ラックだけでなくバスドラムやスネア、ベースといったトラ

ックの処理にも活躍します。DAW上のコンプレッサーエフェ

クトなどで満足な結果が得られない場合に有効です。

モニタースピーカーMTR

モニタースピーカー
PAスピーカー PAスピーカー

ミキサー

to PA

RC-30P

客 席

モニタースピーカー インターフェイス PC

Antares社 Auto-Tune Evo
リアルタイムピッチ補正機能搭載

25種類のプリセットスケールを搭載し、
楽曲に最適なピッチ補正が可能

TEC Awardsを受賞したAntares社のMicrophone 
Modelerテクノロジーにより、様々なマイクキャラクタ
ーをモデリングすることが可能

ボーカル処理に必須のハイパスフィルター、コンプレ
ッサー、ゲート、ディエッサー、イコライザーを搭載

ダブルトラッキング機能搭載

コンプレッサー画面

ノイズゲート画面 イコライザー画面

ディエッサー画面

48Vファントム電源に対応しコンデンサーマイクの使用が可

能です。-20dB PAD装備。

TASCAMプロフェッショナルデ

ジタルミキシングコンソールDM-

4800/3200と同等の回路構成を持

つ高品位マイクプリアンプを搭載。

マイクプリアンプ単体としてもハイ

クオリティのサウンドを提供します。

ファントム電源対応XLRマイク入力をフロントパネルに装備

高品位マイクプリアンプ搭載

+48V
PHANTOM

VO
CA

L 
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◆ DR-07MKIIと同等クオリティの 単一指向性ステレ

オコンデンサーマイクを搭載

 広がりのある音が得られるA-B方式

◆ XLR端子をもつ手持ちのマイクで録音できるマイク/ギター入力

◆ ファントム電源の供給が可能で

 本格的なコンデンサーマイクの接続も可能

◆ ヘッドホン、アンプ内蔵スピーカーを接続可能な

 ステレオ・ミニ出力端子

◆ 様々なマイク入力対応 アプリに最適

（ギターエフェクト/レコーディングアプリなど）

 iPhone用ステレオコンデンサーマイク。
ドック接続するだけで高音質リニアPCMレコーダーに！

JAN： iM2-B 4907034119844 (Black)
 iM2-W 4907034120307 (White)

iM2は、iPhoneのドックコネクターに接続して使用できる

ステレオコンデンサーマイクです。ドックコネクターに接

続するだけでステレオ高音質録音を実現します。本体重量

30gと軽量かつポケットにしまえるコンパクトサイズで、

いつでもバッグにしのばせて録りたい時にすぐ高音質録音

をすることができます。

iM2とiPhoneがあれば、ポケットサイズで録りたい時にいつ

でも録れる、新しいハンディレコーダーが誕生します。

iM2はA-B方式のマイクセッティングとなっており、ライブコン
サートの収録や、走行音の録音などの収録において広がりのあ
る音が得られます。また、A-B方式は人間の耳と同じ構造である
ため実際に聞いている音に近い音が収録でき、音楽に限らず部
屋での家族動画撮影時やターゲットを定めない野外録音におい
ても自然な音で録音可能です。

◆ 音圧125dB SPLの大音量を確実に捉える耐高音圧設計

 

◆ 自分撮り、ステージ撮影、インタビューも自由自在

 180度回転 vari-angleマイク機構

 

◆ A/Dコンバーター（旭化成 AK5357）を搭載  

 ステレオ音声を iOSデバイスへデジタル伝送

◆ iOS標準搭載のカメラアプリで高音質動画撮影

◆ 30gの軽量設計、ポケットに入るコンパクトサイズ

◆ iPhone / iPad / iPod touchからの電力で駆動する

 ため本体バッテリーが不要

iPhone	/	iPad	/	iPod	touch	対応製品

iM2

iOSデバイス用
ステレオコンデンサーマイク

オープンプライス

日本意匠登録 
第1450404号

iM2-BiM2-W

iM2用 ウインドスクリーン
WS-2i [ 税抜 2,500 円 ]
JAN : 4907034120345

OPTION

●電源：iOSデバイスから供給 ●消費電力：90mW ●外形寸
法：iM2-B/iM2-W : 58.6(幅)x 56.8(高さ) x 19.0(奥行き)mm, 
iM2X : 57.0(幅)x 58.6(高さ) x 19.0(奥行き)mm ●質量：30g

※ 文 中 で は i P h o n e ま た は i O S デ バ イ ス と な っ て お り ま す
が、iPad 2、iPad（第3世代）、iPhone 4S 、iPhone 4
、iPod touch(第4世代)の30ピンドックコネクター接続につ
いて動作確認済みです。iPhone 5、iPod touch（第5世代）
、iPad mini、iPod nano（第7世代）については、Apple社純正の
Lightning - 30ピンアダプタを使用して接続した場合の正常動作を
確認済みです。接続する場合はアダプターを別途お買い求めくださ
い。※ iPod touchでの使用時は、iPod touchのイヤホンジャッ
クを使うことができません。※ iM2 での録音時は、電話着信による
録音への影響を避けるため機内モードにしてご使用ください。※本
機にはiPhoneは付属しません。※mini - USB経由で充電される際
は、iOSデバイス用にApple社の純正専用充電器をお使いいただく
とともに、mini - USBケーブルを別途お買い求めください。

mini- USBコネクター経由でiOSデバイスの充電が可能 *

旭化成AK5357

30gの計量設計

録音時に
ウインドノイズを防ぐ

優れた音響特性を誇るアナログ回路を経たステレオ音声は、オ
ーディオ用設計の旭化成 AK5357 A/Dコンバーターでデジ
タル化。AK5357はA/Dコンバーター単体で100dBのS/N
比、ダイナミックレンジを誇る高性能A/Dコンバーターです。
デジタル化された信号は、劣化することなくiOSデバイスへス
テレオ伝送されます。

A-B方式

バンドや電車の通過音などの大音量にも安心な耐高音圧設計を実

現。125dB SPLは、一般的な映画館の最大音量の10倍にあたる

大音量です。

30ピン
ドックコネクター接続

180度回転

A-B方式

iXZ
マイク/ギターインターフェース

オープンプライス
JAN：4907034119820

●電源：単三乾電池2本(マイク入力使用時のみ必要)●消費電力：0.33W（ファントム電流5.0mA
時）●外形寸法：106(幅)x40(高)x45(奥行き)mm●質量：93g

ファントム電源対応

iXZはファントム電源対応のXLR/TS入力搭載iPhone/iPad/iPod touch用マイク/

ギターインターフェースです。iXZをiPhone/iPad/iPod touchのイヤホン/マイク

端子に接続するだけで、どこでも手軽にレコーディングを楽しむことができます。 

本格的なXLR/TS入力を装備しており、高音質でiPhone/iPad/iPod touchに音声

を入力することができます。端子はXLR/TSコンボジャック仕様となっており、

ギターシールドを直接入力できるだけでなく、XLR端子をもつ手持ちのマイクも

接続することができるため、マイクを経由してボーカルやアコースティックギタ

ーの入力も可能です。マイクの入力レベルは本体に搭載したINPUTボリュームで

調節できます。iXZは様々な用途で活用できる、iPhone/iPad/iPod touchで音

楽制作を楽しむユーザーの必携ツールです。

ギターも、マイクも、
どこでも手軽に
レコーディング

※ アプリは付属しておりません。用途にあわせたアプリをApp Storeでお求めください。

入力端子はハイインピーダンス入力に対応しており、ギターを直接入力することができるだけでな
く、XLR/TSコンボジャック仕様となっているためXLR端子をもつマイクを接続しボーカルや楽器を 
iPhone/iPad/iPod touchに入力することが可能です。マイクを接続し、マイク入力に対応したカラオケ
アプリやミキシングアプリを活用すれば、iPhone/iPad/iPod touchの音源を再生しながらボーカル練
習をすることができます。

一般的なダイナミックマイクだけでなく、本格的なレコーディングで多用され
るコンデンサーマイクの接続も可能。アコースティックギターにコンデンサー
マイクを立て、レコーディングアプリを使用すればiPhone/iPad/iPod touch
で本格的なレコーディングが可能。いつでも、どこでも、曲のアイディアを
iPhone/iPad/iPod touchに高音質で残すことができます。

iPhone/iPad/iPod touchからの出力は本体に装備したステレオミニジャック
から出力。イヤホン、ヘッドホンだけでなくアンプ内蔵型パワードスピーカー
の接続が可能です。ボリュームはiPhone/iPad/iPod touch本体のボリューム
で調節できます。

App Storeで販売される様々なマイク入力対応アプリに最適。ギターエフェク
トアプリを起動しギターを接続すればドライブしたギターサウンドを出力する
エフェクターに、レコーディングアプリを活用すればモバイルレコーディング
に、増え続けるアプリと共に可能性は広がります。

App Store より
無料ダウンロード

iOS用リニアPCMレコーダーアプリ　TASCAM PCM Recorder mkⅡ

iOSデバイス上で動作するリニアPCMレコーディングアプリです。iM2/iXZと組み合
わせることで、16bit /44.1kHz のリニアPCM録音を可能にします。

■ WAV形式でのリニアPCMレコーディング
■ 高音質録音をサポートする録音補助機能
■ プログレスバーをタッチしてのロケート機能
■ インタビューなどモノラル音源の録音に便利なモノラル/ステレオ切替
■ iTunesまたはSoundCloudでのファイル共有
 SoundCloud WEBサイト：http://soundcloud.com/
■ iOS6、iOS7に対応
 対応機種：iPhone5、iPhone4S、iPod touch 5th generation、
 iPad mini、iPad 4th generation、iPad 3rd generation、iPad2
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電源供給が可能なUSBコネクターを装備。市販のUSB接続
タイプのグースネックライトユニットなどを装着することに
より、移動可能なライトユニットとしても使用が可能です。

入力電源の電圧を表示できるディスプレイを装備。電源電圧が安定しない環境においても状態を
モニタリングできるため、安心して音響機器を使用することが可能です。

暗所で手元を照らす引き出し式のライトユニットを装備。照
度は2段階に調整可能で、演出の妨げにならない適切な明る
さで同じラックに設置された機器の操作部を照らし出します。

シリーズ共通の特長

機種ごとの特長

設備音響に最適化されたAV-P2800の機能

■ 2段階の輝度切替可能なLEDライトユニット
   ( AV-P250LU、AV-P250LUV )

■ 7セグ 3桁の入力電圧表示
   ( AV-P250LUV、AV-P2800 )

■ フロントに2個、リアに1個のUSB電源端子
   ( AV-P250LU、AV-P250LUV )

■ 3つのグループに対し順番で電源を投入するシーケンス動作機能
   ( AV-P250S、AV-P2800 )

POWER	DISTRIBUTOR

AV- P Series

パワーディストリビューター/
コンディショナー

クリーンな電源で音響機器を高音質化
日本国内専用パワーディストリビューター/コンディショナー

AV-Pシリーズは、2種類のノイズフィルターによってクリーンな電源を供給するこ

とで、音響機器の高音質化を図ることが可能なパワーディストリビューター/コン

ディショナーラインナップです。TEACブランド時代より長く展開してきたAV-P

シリーズを、現代の需要に合わせてリファインしました。高音質化を図る機能だけ

でなく、これまでのご要望などをもとに使いやすさや安心感を得られる仕様を新た

に装備しています。 

1台でも多くの機器へ電源供給を求める声にお応えする最大1490W、13口(AV-

P25R MKIII/AV-P2800では15口)の電源コンセントを備えたモデルから、電源の

不安定な環境でも安心して使用できる電圧表示ディスプレイ、暗所使用で便利な輝

度調整付のLEDライトユニットおよびUSB電源の機器に電源を供給できるUSBコ

ネクターを備えた音楽制作現場に最適なモデル（AV-P250LUV）、さらには最大10

台のデイジーチェーン接続、外部制御、非常放送対応も可能な設備音響向けモデル

（AV-P2800）に至るまで、用途や環境に合わせて最適な機種が選択できるようそ

れぞれに異なる機能を搭載した6製品をラインナップしています。

◆  電源部にサージノイズフィルター、ラインノイズフィルターを内蔵し、

　 外部ノイズをカットしたクリーンな電源を供給

◆ セッティングしやすい 290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル

◆ フロントパネルに3口のUNSWITCHED(非連動)コンセント

◆ リアパネルにSWITCHED（連動）コンセント

◆  復帰スイッチ付 15Aのサーキットブレーカー

◆  スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ

◆ ノイズ低減のための電源極性チェッカー搭載

◆ 3P電源コード（2P変換コネクター付属）

◆ 1Uラックマウントサイズ

特に電源投入順に配慮が必要なパワーアンプなどが接続さ
れる環境で便利な機能です。3段階のシーケンスとなってい
るため、3つのグループを自動で順番に電源投入することが
できます。

電源極性チェッカーガード付電源スイッチサーキットブレーカー

※USBライトは付属しておりません。

◆  外部制御端子による外部からのコントロールが可能

◆ 最大10台までのデイジーチェーン接続が可能

◆ 非常放送信号を受信時に電源を遮断する非常放送対応

※製品の仕様に関する詳細は、TASCAMのウェブサイト（http://tascam.jp/）をご確認ください。

AV-P25R MKⅢ
[ 税抜 16,000円 ] 
JAN：4907034121199

●電源：AC100V、50-60Hz ●最大定格電力（電流）：1490W（14.9A）●消費電力：0.4W（待機
時0.1W）●外形寸法：482.6（幅）×45（高さ）×300.5（奥行き）mm ●質量：3.4kg 

AV-P250
[ 税抜 18,000円 ]
JAN：4907034121151

●電源：AC100V、50-60Hz ●最大定格電力（電流）：1490W（14.9A）●消費電力：0.4W（待機
時0.1W）●外形寸法：482.6（幅）×45（高さ）×294（奥行き）mm ●質量：3.5kg

AV-P250S
[ 税抜 42,000円 ]
JAN：4907034121168

●電源：AC100V、50-60Hz●最大定格電力（電流）：1490W（14.9A）●消費電力：3.8W（待機
時0.2W）●外形寸法：482.6（幅）×45（高さ）×294（奥行き）mm ●質量：3.8kg

AV-P250LU
[ 税抜 35,000円 ]
JAN：4907034121175

●電源：AC100V、50-60Hz  ●最大定格電力（電流）：1460W（14.6A）●消費電力：15.9W（
待機時0.1W） ●外形寸法：482.6（幅）×45（高さ）×294（奥行き）mm ●質量：3.9kg

AV-P250LUV
[ 税抜 47,000円 ]  
JAN：4907034121182

●電源：AC100V、50-60Hz ●最大定格電力（電流）：1460W（14.6A）●消費電力：16.2W（待機
時0.1W）●外形寸法：482.6（幅）×45（高さ）×294（奥行き）mm ●質量：4.0kg

●電源：AC100V、50-60Hz ●最大定格電力（電流）：1490W（14.9A）●消費電力：4.3W（待機
時0.2W）●外形寸法：482.6（幅）×45（高さ）×301.5（奥行き）mm　●質量：3.9kg

AV-P2800
[ 税抜 53,000円 ] 
JAN：4907034121144
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SONAR X3シリーズ
DAW ソフトウェア

オープンプライス

 通常版JANコード アカデミック版JANコード
Producer 4907034123186 4907034123193
Studio 4907034123261 4907034123278
Essential 4907034123322 4907034123339

『SONAR X3 Producer』は、多岐に渡る秀逸な

機能を持った先進的なDAWです。バンドルされた

Melodyne Essentialはピッチ編集を含むボーカル編集

を可能にし、Addictive Drums2によって本物さなが

らのドラムサウンドを得ることができます。高精度を追

求したQuadCurveEQ ZOOMとアナライザー機能、加

えてスタジオコンソールのようなチャンネルストリップ

を持つProChannelエフェクトによって高度なサウンド

メイキングが可能になります。さらに、ビンテージアナ

ログサウンドを再現する ProChannelテープエミュレー

ターとコンソールエミュレーターも用意されています。

他にも多くのプラグインがバンドルされ、プロフェッシ

ョナル・スタジオ・クオリティの音楽制作環境を誰でも

得ることができるDAWです。

最新のソフト音源やエフェクトだけでなく、その他のク

リエイティブなツールも音楽制作をサポートします。評

価の高いユーザーインターフェースにより、シームレス

なワークフローを実現。レコーディングから編集作業、

ミキシング作業へとスムーズなワークフローを提供しま

す。様々な最新技術も積極的に採用しており、トラック

数無制限、マルチタッチ対応、VST3、Gobblerクラウ

ドセーブなどの機能が用意されています。また、搭載さ

れた64ビットダブルプレシジョンオーディオエンジン

は欠点のない音源の制作を可能とし、完成した音源をダ

イレクトにYouTubeやSoundCloudにアップロードす

る機能も備えています。

『SONAR X3 Producer』を筆頭に、機能やバンドル

されるプラグインを限定した下位バージョンもラインナ

ップ。マスタリングやサラウンドに対応した『SONAR 

X3 Studio』、エントリー向けである『SONAR X3 

Essential』と3つのバージョンを揃えています。

『SONAR X3 Producer』のみ搭載されている機能

です。『SONAR X3 Studio』および『SONAR X3 

Essential』には搭載されていません。

『SONAR X3 Producer』 および 『SONAR X3 

Studio』に搭載されている機能です。『SONAR X3 

Essential』には搭載されていません。

すべてのグレードに搭載されている機能です。

音楽制作フローで必要とされるすべての機能を網羅

より使いやすいユーザーインターフェースへ

2001年の登場以来、WindowsネイティブのDAWソフト

として着実に進化を重ねてきたSONAR。内部64ビット

倍精度浮動小数点処理の圧倒的な高音質は、数あるDAW

ソフトの中でも最高水準のクオリティを誇ります。また、

トラック／バスは制限なく使用でき、サラウンド編集機

能、充実のMIDIシーケンス機能を搭載。加えて非破壊オ

ーディオ・クォンタイズ、自由度の高いボーカル編集も実

現するなど、一連の音楽制作フローで必要とされるすべて

の機能を網羅しています。これに加え最新のSONAR X3

では、新プラグイン・フォーマットVST3のサポート、最

新OS Windows 8のマルチタッチ操作にも対応。そして

常に先進のテクノロジーを備えながら、高度な実用性およ

び汎用性を維持してきたのもSONARならではの魅力。ち

ょっとしたアイデアを具現化するための曲づくりから、

スタジオ品質を求められるミキシングやマスタリングま

で、SONAR X3は、さまざまなシチュエーションにおい

て最高のパフォーマンスを発揮します。

進化したSONAR X3では、さらに使いやすさを高めるべ

くユーザーインターフェースを強化。視認性を高めるト

ラックごとのカラー設定をサポートし、作業効率アップ

に貢献します。好評のチャンネルストリップProChannel

に搭載されているQuadCurve EQの拡大表示する機能を

新搭載。EQモジュール部にあるボタンをクリックする

と、EQカーブおよび各種パラメーターの大型画面がポ

ップアップ。グラフィカルで使いやすく、操作後の格納

もワン・クリック。直感的かつスムーズなパラメーター

設定をかなえます。

※QuadCurve EQ ZoomはProducerのみとなります。

What's  New !!

Windowsに特化した先進のDAWが、
ユーザーフィードバックにより改善
された新機能と多くのプラグインを
備えバージョンアップ。
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クラウドサービスなどWebとの連携を強化

癖になるドラムサウンド

リアルなローズサウンド

ギタリストの代わりを務めるプラグイン

優れたボーカル編集を可能にする
Addictive Drum2 Melodyne Essential

Lounge Lizard Session

BiFilter2

ProChanneに新たに追加された
Tape Emulator ModuleとConsole Emulator

Strum Acoustic Session

Nomad Factory Studio Mixing Suite
ビンテージサウンドを再現する

フレーズ合成をスピーディーに行えるコンピング機能を強化

SONAR X3は、完成した作品をSOUND CLOUDで公開

するためのアップローダーに加え、新たにYouTubeアッ

プローダーを搭載。音声／映像作品をローカルディスク

に保存する感覚で、直接YouTubeへアップロードするこ

とが可能です。さらに、SONAR X3はクラウドサービス

Gobblerとの連携が図られ、クラウドへの自動バックアッ

プや、プロジェクト・ファイルの共有などさまざまなシチ

ュエーションで活躍します。作品づくりから完成した作品

の公開まで、音楽制作フローがよりスムーズに、よりフレ

キシブルになることは間違いありません。

『SONAR X3』のユーザーはGobblerのクラウドスペー

スに5GBまでプロジェクトを保存することができます。

この容量は、無料で使用することが可能です。

コントロールバーの中にYouTubeへのアップロード機能

を一体化。別のプログラムを起動することなくYouTube

に完成した音源のアップロードを行うことができます。

facebookやtwitterなど様々なSNSメディアと連携がで

きる制作音源向けのクラウドサービスであるSoundCloud

への直接アップロードが可能です。

XLN Audio Addictive Drums 2は、新しく追加された

音源とより強化されたエディット機能でドラムトラック

制作をより充実したものにします。音源を簡単に選択、

ドラムキットを自由に構築し、幅広いサウンドメイクを

可能にします。また、プロドラマーが演奏した即戦力と

なるリズムパターンを収録しています。

AAS Lounge Lizard Sessionは、フィジカル・モデリン

グならではの表現力豊かなサウンドが特長のバーチャル・

エレクトリック・ピアノ。ローズ系の音色が3種類、ウー

リッツァー系の音色が1種類、計4種類のモデリング・エン

ジンを搭載し、トレモロやフェイザー、ビブラートなど、

エレピ・サウンドに欠かせないエフェクトも充実。シンプ

ルで使いやすいユーザーインターフェースも魅力です。

Tone2 BiFilter2は、47種類もの異なるタイプのアルゴリ

ズムを搭載した強力なフィルター・プラグイン。8種類の

ディストーションや、FM/AM/ウェーブ・シェイパー、ビ

ット・クラッシャーといったエフェクティブなアルゴリズ

ムも多数搭載し、あらゆるサウンド・メイクを実現。即戦

力となるプリセットも100種類収録しています。

Tape Emulator Moduleは、ア

ナログ・テープ・レコーダーを忠

実にモデリングしたProChannel

用モジュール。アナログ・テープ

ならではのサチュレーションや質

感、周波数特性を見事に再現して

います。テープ・スピードやノイ

ズ・レベルといったパラメーター

も細かく設定することが可能。こ

れを通すだけで、温かみのあるサ

ウンドを得ることができます。

AAS Strum Acoustic Sessionは、本物のギターをかき鳴

らしているかのような、リアルな"ストラム"サウンドが再現

できるバーチャル・アコースティック・ギター。物理モデリ

ング・エンジンを搭載し、ナイロン・ギターとスティール・

ギターのプリセットを計12種類収録。インテリジェントな

コード認識機能によって、普通にキーボードを弾くだけで、

リアルなギター・サウンドを得ることができます。

『SONAR X3 Producer』と『SONAR X3 Studio』に

は、ボーカルピッチ編集ツールとして著名なMelodyneの下

位バージョンEssentialがバンドルされています。ボーカル

の音ごとの緻密なピッチ編集を可能にするだけでなく、タイ

ムストレッチを含むタイミング編集や、MIDIデータへの変

換機能を備えています。 

加えて、ARA(Audio Random Access)テクノロジーを採

用したことで、Melodyneを『SONAR X3』の機能の一部

として使うことができ、クリップをクリックするだけで編集

作業に取り掛かることができます。MIDIへの変換も、MIDI

トラックに置くだけで変換することが可能です。

Nomad Factory Studio Mixing Bundleは、ダイナミク

ス／EQをはじめ、コーラス、フランジャー、オーバードライ

ブなど、スタジオ必携のエフェクトを19種類収録したプラグ

イン・バンドル。往年の真空管アウトボードなどのハードウ

ェアをベースに開発され、温かみのある音楽的なサウンドが

特長。ヴィンテージ・スタイルの使いやすいユーザーインタ

ーフェースと、CPU負荷が低い点もポイントです。 また、ス

タジオ定番アウトボードのアンビエンス・サウンドも再現で

きる高品位なリバーブ・プラグイン Blue Verbも含まれてい

ます。14個のノブで、アンビエンスのキャラクターや量、デ

ィケイ、ステレオ感といったパラメーターを調整し、素早い

音作りが可能。+/-15dBの2バンドEQも装備し、CPU負荷

の量も2種類の中から選択することができます。

SONAR X3は、コンピング機能の強化により、これまで

以上に本格的かつフレキシブルなフレーズ合成を実現しま

す。操作はいたってシンプルで、テイク・レーンを表示し

て、録音した複数のテイクの中からベストの部分のみをマ

ウスで選択するだけ。選択したクリップをソフトウェアが

自動的に繋ぎあわせて1つのトラックとして表示。複雑な

操作は一切必要なく、細部までこだわり抜いたフレーズ合

成が実現します。

What's  New !! あらゆる作品づくりに対応するべく、プラグインのラインナップを強化
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大音量のクラッシックギターアンプの快感

感覚的な即興演奏を実現するマトリックスビュー

バンドサウンドを実現するDAW

ギターアンプを鳴らすことなくギターアンプなら

ではのサウンドを得られるアンプモデリングテク

ノロジー、Overloud TH2 がバンドルされていま

す。(Producerとそれ以外のバージョンでは内容が異な

ります）10種類を超えるアンプから好みのサウンドを

選ぶことができます。実際のアンプメーカーが認めたク

ラッシックアンプのモデリングも含んでいます。まるで

大音量でギターアンプを鳴らしたかのような快感を得る

ことができるでしょう。

マトリックスビューは、MIDIやオーディオをセルと呼ば

れるエリアに配置し読み込み、重ねたり繋いだりすること

で即興演奏を可能にする操作画面です。配置した素材はプ

ロジェクトと同期して再生され、オーディオトラックとし

て録音することが可能です。 

多くのDAWは空のスタジオのようなもので編集機能や

ツールを備えていてもメンバーを揃えなければ音楽を作

ることができません。一方でSONAR X3には多くのソ

フト音源がバンドルされ、時間を選ばずいつでもバンド

サウンドを作り出すことができます。最上位バージョン

のX3 Producerでは、23種類もの音源がバンドルされ

ています。

百科事典のような豊富なサウンドライブラリーを持つ

D-Pro、RaptureやZ3TA+。これらが持つ千を超える

サウンドライブラリは、簡単に検索することが可能で

す。Producer以外のバージョンにもバンドルされる

Session Drummer 3は、繊細なドラムサウンドとリズ

ムパターンが用意されています。

Mic your cabinets for
the ultimate tone

Dimension Pro 
(Producer exclusive)

Classic amps from 
names you trust

Rapture
(Producer exclusive)

TH2 Producer includes 
stompboxes and rack FX

Z3TA+ Classic 
(Producer & Studio only)

レコーディング エディット

グレードを超えた無制限の機能

SONAR X3の根幹を成す高音質演算と録音

ストレスフリーの作業を実現する
スマートツールとスマートグリッド

打ち込み作業を効率化する新しい
ピアノロールビューとループコンストラクションビュー

素早くビートを構築できるステップシーケンサーと
オーディオをMIDIのように扱えるオーディオスナップ機能

先進的なVST3テクノロジー

その他の特長的な機能

Producerだけでなく、トラック数やエフェクトなどは

どのグレードでも無制限に作成することができます。ま

た、64bit演算やVST3対応なども同様にすべてのグレー

ドで使用することが可能です。

様々な機能を搭載しながら、SONAR X3を支えているの

は高音質を実現する演算にあります。64bitダブルプレシ

ジョンエンジン -倍精度浮動小数点処理- による演算、低遅

延モニタリングを活用した192kHz録音、サンプルレベル

でのプラグイン遅延補正などを活用することで、ハイレベ

ルかつ高音質のミキシングを可能にしています。

『SONAR X3』に搭載されたスマートツールは、キーボ

ードによるツールの切替なしにその時必要なツールに自動

的に切り替わる機能です。カーソルを置いた場所をもと

に、その時必要とされるであろうツールが使えるようにな

ります。また、スマートグリッド機能も同様に、その時必

要なスナップ設定を導き出し、自動的に設定を行います。

MIDIの打ち込みに置いて重要なピアノロールビューも強

化され、素早く簡単に打ち込みを行うことができるよう

になりました。また、個々のループにおいてピッチ、パ

ン、ボリュームなどを調整することが可能です。

ステップシーケンサー機能は、任意のタイミングのボタ

ンをON/OFFするだけでビートを構築できる機能です。

対象のサウンドごとにレーンが分かれており、それぞれ

で調整を行うことができます。オーディオスナップ機能

は、オーディオトラックをMIDIトラックのように扱える

機能です。たとえばドラムのオーディオクリップからグ

ルーヴを検出し、ベースのクリップにそれを反映させる

といった使い方ができます。

『SONAR X3』は全てのグレードでVST3に対応してお

り、これまでのプラグインと比較して優れた操作性や低負

荷、GUIによるワークフローを提供します。もしVST3に

対応したVST2エフェクトをお持ちの場合は、特に設定を

変えることなくVST3での使用が可能です。

ストレスフリーを実現する検索可能なブラウザ機能

ループやワンショットなどの音源素材、エフェクトやソフ

トシンセを体系的に表示し、簡単に検索できるブラウザを

装備しています。すべての素材はドラッグ&ドロップで簡

単に楽曲に組み込むことができます。

● 先進的なVST3テクノロジーに対応

● トラックフォルダ機能

● トラックテンプレート機能

● コンフィデンスレコーディング機能

● エフェクトに対応したインプットモニター機能

● 万能なメトロノーム

● 直感的なキーボードショートカット

● 素早くアクセスできるソフトシンセラック

● 自動プラグイン遅延補正機能

● 低レイテンシーオーディオエンジン

● Windows 7またはWindows 8に対応

● ASIO/WDMに対応

パフォーマンス

Main Features
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マスタリングミキシング

プロフェッショナルスタジオクオリティのサウンド
を実現する ProChannel

ProChannelは、スタジオの大型コンソールのようにイコラ

イザー、コンプレッサー、チューブサチュレーターなどを集

めたチャンネルストリップです。さらに、新しいテープエミ

ュレーターとコンソールエミュレーターが追加され、ビンテ

ージサウンドを簡単に再現できるようになりました。

音を目で見ることができるイコライザー

アグレッシブなサウンドメイキングを実現
Boutique Suite

マスタリングエフェクトとIRリバーブをバンドルした
Engineering Suite

LP-64 Multiband Compressor

LP-64 EQ

Boost11

Pro Mixing Console FX Chains

Automation Lanes

ACT 64bit/384kHz対応

Custom track colors

その他のミキシング機能も充実

ミキシングに必要不可欠なエフェクトをバンドルした
Essential Suite & Classic Creative Suite

搭載されたQuadCurve EQ Zoomにはアナライザーが内

蔵されており、耳で聞いた音にあわせたイコライジングを

するだけでなく、目でスペクトラムを見ながらイコライジ

ングを行うことが可能です。

アグレッシブなサウンドメイキングを実現するプラグイン

エフェクトをバンドルしています。

※StudioとEssentialでは、TH2 SONARのみバンドル。

マスタリングにおいて活用できるリニアフェイズプラグイ

ンLP-64やマキシマイザーBoost11をバンドル。IRリバ

ーブであるPerfect Space Convolution Reverbも含ま

れています。※ Essentialは、Boost11のみバンドル。

ACT機能は、外部コント

ローラーの設定を素早く行

うことができる専用の機能

です。ミキシング画面のフ

ェーダーやパン、コントロ

ール可能なエフェクトパラ

メーターなどを簡単にアサ

インし、外部コントロール

できるようにします。

緻密で高精細なサウンド

を実現する64bitダブル

プレシジョンミキシング

エンジンにより高音質を

実現。384kHzのサンプ

ルレートにも対応した先

進のDAWです。

LP-64 Multibandは、マスタリングにおいて威力を発揮

するマルチバンドコンプレッサーです。位相ズレを抑える

ことができるリニアフェイズテクノロジーにより、完成さ

れたステレオ素材のインパクトを損なうことなく、帯域ご

との調整を行うことができます。

LP-64 EQは、マスタリングにおいて威力を発揮するリニ

アフェイズイコライザーです。緻密に音が詰め込まれたマ

スター音源へのイコライジングにおいて、一般的なイコラ

イザーを用いた場合は位相の乱れが大きく発生する場合が

ありますが、LP-64 EQではこれを抑えたイコライジング

が可能です。

Boost11は、簡単な操作で音圧をアップすることができ

るマキシマイザーです。

27種類にも及ぶ強力なスタジオグレードのエフェクトを

バンドルしており、追加エフェクトを用意せずともすぐに

プロフェッショナルクオリティのミキシングを行うことが

できます。ミキシングで必要とされる基本的な種類のエフ

ェクトを揃えており、すべてのグレードにバンドルされて

います。

※サラウンドプラグインはEssentialにはバンドルされて

いません。

デジタルレコーディングによるサウンドの中で優れた存在

感を演出できるアナログサウンドを再現するテープエミュ

レーターとコンソールエミュレーターを搭載。双方を組み

合わせることでデジタル化される前のアナログサウンドを

再現することができます。

『SONAR X3 Producer』に搭載されたコンソールエミ

ュレーターは、著名な3種類のスタジオ用コンソールをエ

ミュレーションしています。S/N/Aの3つのタイプから選

ぶことができ、それぞれモデルとしたコンソールのニュア

ンスを持つアナログライクな音を再現しています。

バンドルされたOverloud社のBREVERBはSONAR 

BREVERBとしてバンドルされており、ProChannelモジ

ュールの一部として使うことができます。4つのパターン

のアルゴリズムを搭載しており、デジタルリバーブらしい

クリアな音場を再現することができます。

アナログサウンドを再現する
テープエミュレーター と コンソールエミュレーター

著名な3種類の
アナログコンソールを再現

先進的なデジタルリバーブ
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MICROPHONE
ライブパフォーマンス、ステージ用マイクロホン

TOURING	GEAR	シリーズ
beyerdynamic Touring Gearシリーズは、ライブパフォーマンス、ステージ上での使用に最適化されたマイクシリーズです。激しいパフォーマンスや運搬に耐える優れた強度と、

ライブにおいて求められるクリアなサウンドを生み出すことをコンセプトに設計されています。周波数特性はそれぞれのジャンルに最適化され、全てのマイクにおいてトレブルレ

ゾネーターと呼ばれる高域補正が行われているため、誰でも手軽にオーディエンスを納得させるクリアなサウンドを得ることができます。

INSTRUMENTS

DRUMS

バスドラム専用 バスドラム専用タム、スネア用 タム、スネア用 タム、スネア用

1937 年に世界初のダイナミック型ヘッドホンを発売したドイツの老舗メーカー。 
ベイヤーダイナミック社のヘッドホンやマイクロホンは、数多くのミュージシャンにも愛用されています。

Imported by

Made in Germany

オープンプライス
JAN： 4907034119622

水 平 首 振 り 機 構 付 き グ ー ス

ネック採用。タムやスネアの

輪郭をクリアに捉えるために、

専用にチューニングされた周

波数特性を持つクリップオン

式のコンデンサー型マイク。

TG D58c
オープンプライス 発売予定
JAN： 4907034121205

音作りの方向性にあわせて周

波数特性を変えられる切替ス

イッチを搭載したバスドラム

専用ダイナミック型マイク。

TG D70d
オープンプライス
JAN： 4907034119639       

一般的な単一指向性よりも遥

か に 狭 い 範 囲 を 狙 え る ハ イ

パーカーディオイドの指向特

性を持つため、他の楽器のかぶ

りを抑えた分離の良い収音が

可能なバスドラム専用ダイナ

ミック型マイク。

TG D50d
オープンプライス
JAN： 4907034119608

演奏を妨げない位置にスピー

ディーにマイクを向けること

ができる72mm ロング・グース

ネックを採用し、自由なマイキ

ングが可能なタム／スネア用

のダイナミック型マイク。

TG D52d
オープンプライス
JAN： 4907034119615

72mmのロング・グースネック

採用。TG D52dよりもワイド

な特性を持つタム、スネア用ク

リップオン式コンデンサー型

マイク。

TG D57c

楽器全般

オープンプライス
JAN： 4907034119660

オープンプライス
JAN： 4907034119646

楽器全般アコーディオン用管楽器用 管楽器用 弦楽器用

オープンプライス
JAN： 4907034120796

管楽器に配慮した専用ク

リップマウント採用。

高出力プリアンプ搭載

で、微細なニュアンスも

収音可能。ハイレベルの

演奏者に最適です。

ホーン部分に取り付けて

も十分に長い72mm ロ

ング・グースネックで最

適なマイキングが可能

な、 管 楽 器 用 の ダ イ ナ

ミック型マイク。

着脱が容易な専用設計の

マイククランプを採用。

110mm のエクストラ・

ロング・グースネックが

特長のアコーディオン、

バンドネオン用のコンデ

ンサー型マイク。

近接効果が薄く、マイキ

ングの場所に左右されず

にナチュラルなサウンド

を収音可能なバイオリン

など弦楽器向けの無指向

性マイク。

カーボン補強により軽量

ボディと優れた強度を実

現。ハイハットなどの金

物はもちろん、パーカッ

ションや管・弦楽器、コー

ラスまで幅広く使えるコ

ンデンサー型マイク。

フィードバック音の減衰

性にも優れ、ギターアン

プへのマイキングに最適

なフラット形状。スネア

ドラムや弦楽器などにも

使える万能タイプのダイ

ナミック型マイク。

TG I57c XLR
オープンプライス
JAN： 4907034120772       

オープンプライス
JAN： 4907034120789

TG I56c XLR
オープンプライス
JAN： 4907034119653

TG I52d TG I53cTG I55c XLR TG I50d
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VOCALS / HEADSETS

HEADPHONE

オープンプライスオープンプライス オープンプライス
JAN： 4907034118861

ビジュアルグランプリ2013
銅賞受賞

オーバーヘッド型ヘッドホン
（3万円以上5万円未満）部門

JAN： DT 250/80 : 4907034108923
JAN： DT 250/250 : 4907034109593

JAN： 4907034110018

テスラテクノロジーを採用した、
密閉型プロフェッショナルモニター用ヘッドホン。

オールラウンド・プロフェッショナル
モニターヘッドホン

ミュージシャンに最適な
モニターヘッドホン

DT 1350

レコーディングスタジオでのモニタリングをはじめとするプロフェッ

ショナルユースに最適な密閉型ヘッドホンです。コンパクトなドライ

バーで10,000ガウス（1テスラ）を超える磁束密度を生み出すテスラ

テクノロジーを採用。従来の高磁束密度型マグネットによるヘッドホン

では成し得なかった高いドライブ能力が、大音量においても低歪み、高

解像度かつ音の分離に優れたバランスの良いサウンドを実現しました。

最大129dB SPLを誇る高能率。また高い遮音特性を実現するイヤー

カップも特長で、ミュージシャンやエンジニアに確実なモニタリング環

境を提供します。分割可動構造のヘッドバンドは演奏中のモニタリング

でも落ちにくく、長時間のモニタリングでも快適です。また、イヤーカッ

プは90度回転することができ、DJやボーカルレコーディングにおける

片耳モニターも可能です。

DT 250

オープンプライス
JAN： 4907034119493

コンデンサーマイクの繊細な

サウンドをステージで実現。

高い技術力によって作られた、

コンデンサー型ボーカルマイ

クのフラッグシップモデル。

TG V96c

オープンプライス
JAN： 4907034119424
          (TG V50d ：スイッチなし)
JAN： 4907034119431 
          (TG V50d s：スイッチ付き)

明瞭なボーカルサウンドを実

現する専用チューニングを施

し た ボ ー カ ル 専 用 の ダ イ ナ

ミック型マイク。

TG V50d 

オープンプライス
JAN： 4907034119448

ス テ ー ジ で の ボ ー カ ル パ

フォーマンスに最適な周波数

特性を持ち、至近距離のオン

マ イ ク 使 用 に お い て そ の パ

フォーマンスを発揮するコン

デンサー型マイク。

TG V56c

オープンプライス
JAN： 4907034120918 
          (TG H54c XLR BK：ブラック)
JAN： 4907034121090
          (TG H54c XLR TA：タン)

ボーカル兼用のキーボーディ

ストやドラマー必携。ライブ

に最適な、コンデンサー型ヘッ

ドセット・マイク。

TG H54c XLR

オープンプライス
JAN： 4907034119455
          (TG V70d： スイッチなし)
JAN： 4907034119462
          (TG V70d s：スイッチ付き)

パワフルな低域までサポート

しつつ、ボーカル域をしっかり

収音。大音量ステージでも明瞭

なボーカルを届ける、本格派

ロックボーカル用マイク。

TG V70d

オープンプライス
JAN： 4907034120932
          (TG H74c XLR BK：ブラック)
JAN： 4907034121113 
          (TG H74c XLR TA：タン)

最大耐入力144dB SPL の高

耐圧設計。大音量にも余裕の単

一指向性コンデンサー型マイク。

大音量のステージに最適。

TG H74c XLR

オープンプライス
JAN： 4907034 119479

低域の回り込みを抑えた、ハウ

リングを起こしにくい設計。

大音量ステージのロックボー

カルに最も適した、ダイナミッ

ク型マイクの高級モデル。

TG V71d

オープンプライス
JAN： 4907034119400

エ ン ト リ ー モ デ ル な が ら

beyerdynamic のノウハウを

随所に投入したダイナミック

型マイク。クセのない使いやす

いワイドな周波数特性を実現。

TG V30d s

オープンプライス
JAN： 4907034119486

リボン独特の柔らかいサウンド

をライブステージでも可能にす

る職人の高い技術力によって作

られた、リボン型ボーカルマイ

クのハイエンドモデル。

TG V90r

オープンプライス
JAN： 4907034119417

ボ ー カ ル に 最 適 な ス ー パ ー

カーディオイドの指向特性を

持ち、周囲の不要な雑音を排

除。狙った音を確実に収音する

Touring Gear シリーズの入門

用ダイナミック型マイク。

TG V35d s

DT 770 M

密閉型ヘッドホン

高磁束密度型マグネットを採用し、軽量で遮音性

の高い高音質密閉型ヘッドホン。コンパクトなサ

イズで、放送局やスタジオ、フィールドでの収録な

どオールラウンドに対応します。サウンドエンジ

ニアにとってはリファレンスヘッドホンといって

も過言ではなく、極め細やかな音の表情とダイナ

ミクスを余すことなくモニタリングすることが可

能です。インピーダンスは80Ωと250Ωの2種

類をラインナップ。お使いの機器に合わせて選択

可能です。

DT 250/80（インピーダンス80Ω仕様）

DT 250/250（インピーダンス250Ω仕様）

長いコードと手元のボリュームコントロールで、

ドラマーをはじめとした演奏者のモニタリングに

最適なヘッドホン。

遮音性能は35dB、音圧レベルは105dBと高くラ

イブPAやスタジオレコーディングでのモニタリン

グでも明瞭なサウンドを届けます。装着感に優れ

たソフトスキン、しっかりと耳をホールドするカッ

プ部と、6.5N（ニュートン）のしっかりとした

側圧は激しいプレイ中でもずれにくく、演奏に集

中させてくれます。プレイヤーが求めるサウンド、

フィット感、使い勝手のよさが魅力のヘッドホン

です。

密 閉
ヘッドバンド

調整

※Made	in	China※Made	in	China

※製品の仕様に関する詳細は、TASCAMのウェブサイト（http://tascam.jp/）をご確認ください。
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PRINTED IN JAPAN 1410 sup 5・D7136

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障などの原因となることがあります。

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は
■タスカムカスタマーサポート

このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。

タスカム製品取扱店

携帯電話・PHSからは、

受付時間 10:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

http://tascam.jp/

こちらのQRコードからタスカムのウェブサイトにアクセスいただけます。

タスカムウェブサイト▶

042-356-91370120-152-854

■ Copyright © 2011 TEAC Corporation All Rights Reserved.本書の一部または全部を著作権法の定める範
囲を超え、無断で複写、転載することを禁じます。■ このカタログについてのお問合せは、タスカム製品取扱店に
ご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は
■タスカムカスタマーサポート

携帯電話・PHSからは、

受付時間 10:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47   http://tascam.jp/

042-356-91370120-152-854

■ Copyright © 2011 TEAC Corporation All Rights Reserved.本書の一部または全部を著作権法の定める範
囲を超え、無断で複写、転載することを禁じます。■ このカタログについてのお問合せは、タスカム製品取扱店に
ご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。
■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 ■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。 ■当社は、この製品の補修用性能部
品を製造打ち切り後８年保有しております。 ■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。 ■TASCAM、タスカム、 PORTASTUDIO、 POCKETSTUDIO、 iXZ および HDDAは、
ティアック株式会社の登録商標です。 ■SDロゴ、microSDロゴ、SDHCロゴ、 microSDHCロゴ、 SDXCロゴ および microSDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。 ■HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia 
Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI ライセンシングの商標または登録商標です。 ■Cirrus LogicはCirrus Logic, Inc.の商標です。 ■BlackfinとBlackfinロゴは、アナログ・デバイセズの登録商標で
す。■Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, および Windows 8.1 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。 ■ 
App Storeは Apple Inc.のサービスマークです。 ■ Wi-Fi および Wi-Fi CERTIFIEDロゴは Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。 ■ Apple、 Macintosh、 MacOS、 iTunes、 iPad、 iPod、iPod nano、 iPod 
touch  および Lightning  は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 ■「Made for iPod」 、「Made for iPhone」および「Made for iPad」とは、それぞれ、iPod、iPhone または iPad 専用に接続す
るよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負
いません。本アクセサリを iPod、 iPhone または iPad と使用する場合、無線通信の性能に影響する場合があります。 ■IOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づ
き使用されています。 ■YouTube と Google Play は、Google Inc.の商標または登録商標です。 ■Auto-TuneおよびAntaresは、 Antares Audio Technologies社の商標です。 ■MIDIは、社団法人音楽電子事業協会
（ AMEI ）の登録商標です。 ■SONARは、Cakewalk, Inc.の商標です。 ■Avid は、アメリカ合衆国あるいはその他の国における Avid Technology,Inc. やその子会社の登録商標または商標です。 ■Cubase および 
VSTは Steinberg Media Technologies GmbH の登録商標です。 ■Ableton は、Ableton AG.の商標です。 ■ASIOは、Steinberg Media Technologies GmbH の商標およびソフトウェアです。 ■beyerdynamicは、
beyerdynamic GmbH & Co. KGのドイツ、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ■FacebookはFacebook,Inc.の登録商標です。 ■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標ま
たは登録商標です。 ■ティアック株式会社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。 

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 ■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。 ■当社は、この製品の補修用性能部品
を製造打ち切り後８年保有しております。 ■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。 ■TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。 ■PORTASTUDIO と 
POCKETSTUDIO は､ティアック株式会社の商標です｡ ■SDHCロゴ と MicroSDHCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。 ■EVOLTAは、パナソニック株式会社の登録商標です。 ■Blackfin (R)は、アナログ・デバイセズ
社の登録商標です。■ Apple、 Macintosh、 Mac OS、 MacOSX および iTunes は、 Apple Inc. の商標です。 ■ Microsoft , Windows は、 米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標です。■YouTubeは、Google inc.の登録商標です。 ■Auto-TuneおよびAntaresは、 Antares Audio Technologies社の商標です。 ■MIDIは、社団法人音楽電子事業協会（ AMEI ）の登録商標です。 ■
Cubase および VSTは、Steinberg Media Technologies GmbH の登録商標です。■ASIOはSteinberg Media Technologies GmbH の商標です。 ■iXZは、ティアック株式会社の商標または登録商標です。 ■ 
iPad , iPod および iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。■beyerdynamicは、beyerdynamic GmbH Co. KGのドイツ、米国およびその他の国における登録商標または、商標で
す。 ■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 ■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。 ■製品の色は、撮影や印刷の関係で実
際の色と異なって見えることがあります。 ■TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。 ■PORTASTUDIO と POCKETSTUDIO は､ティアック株式会社の商標です｡ ■beyerdynamicは
beyerdynamic GmbH Co. KGのドイツ、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  ■Cubase および VST は Steinberg Media Technologies GmbH の登録商標です。ASIOはSteinberg Media 
Technologies GmbH の商標です。■SDHCロゴとMicroSDHCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。 ■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。
■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際
の色と異なって見えることがあります。■TASCAMはティアック株式会社の登録商標です。■Microsoft, Windows, Windows 2000 Professional, Windows XP, および Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。■Macintosh、Mac OSおよびiMacは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ■SDロゴは商標です。■SDHCロゴ
は商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

■TASCAM  および タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。 ■Windows, Windows XP, Windows Vista, および Windows 7 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商
標または商標です。 ■Macintosh および Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ■SDロゴ 、 SDHCロゴ、 microSDロゴ、  および microSDHCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。 

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 ■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。 ■製品の色は、撮影や印刷の関係で実
際の色と異なって見えることがあります。 ■TASCAM  および タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。 ■Windows, Windows XP, Windows Vista, および Windows 7 は、米国 Microsoft Corporation 
の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。 ■Macintosh および Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ■SDロゴ 、 SDHCロゴ、 microSDロゴ、  および 
microSDHCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。 ■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47   

■Copyright © 2014 TEAC Corporation All Rights Reserved.本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を
超え、無断で複写、転載することを禁じます。■このカタログについてのお問合せは、タスカム製品取扱店にご相談くだ
さい。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

このカタログの記載内容は2014年10月現在のものです。

http://tascam.jp/
タスカムウェブサイト▶

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は
■タスカム カスタマーサポート

0570-000-809 PHS・IP電話 からは
042-356-9137

受付時間10:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

TASCAM の Facebookページを開設しました。『いいね！』 をお願いします。▶https://www.facebook.com/teacprofessional/

◎第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。
■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■当社は、この製品の補修用性
能部品を製造打ち切り後８年保有しております。■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■このカタログをご覧いただいた時期によっては、このカタログに掲載されている
製品が生産完了になっている場合があります。■あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。録音される前に著作物毎の条件を充分にご確認の上、本
装置を適正にご使用くださいますようお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為については一切の責任を負担致しません。■TASCAMおよびタスカムはティアック株式会社の登録商標です。■
CompactFlash（コンパクトフラッシュ）は、米国およびその他の国におけるサンディスク社の商標または登録商標です。■”DSD”は登録商標です。■Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7および Windows 8 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。■Apple、 Macintosh、 Mac  OS、 iPad、 iPod および iPod touch 
は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■「Made for iPod」 、「Made for iPhone」および「Made for iPad」とは、それぞれ、iPod、iPhone または iPad 専用に接続するよう設計さ
れ、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
本アクセサリを iPod、 iPhone または iPad と使用する場合、無線通信の性能に影響する場合があります。■IOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づ
き使用されています。■Dolby および ドルビーはドルビーラボラトリーズの登録商標です。■HDMIは、HDMI Licensing,LLCの米国および／またはその他の国における商標または登録商標です。■EVOLTA
は、パナソニック株式会社の登録商標です。■eneloopは、登録商標です。■Auto-TuneおよびAntaresは、 Antares Audio Technologies社の商標です。 ■MIDIは、社団法人音楽電子事業協会（ 
AMEI ）の登録商標です。■Cubase は Steinberg Media Technologies GmbH の登録商標です。■ASIO は Steinberg Media Technologies GmbH の商標です。■The Bluetooth® word 
mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TEAC CORPORATION is under license.■© 2012 CSR plc and its 
group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.■
beyerdynamicは、beyerdynamic GmbH ＆ Co. KGのドイツ、米国およびその他の国における登録商標または商標です。■QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。■Facebookは
Facebook,Inc.の登録商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。




