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Windowsで音楽するなら！

 アーティストレビュー

 満載！

ソロミュージシャン
かをる★さん

クラブDJ/アイドル
ぜらさん

「 昔MiNiSTUDIOがあったら
          良かった！   これは革命！」

MiNiSTUDIO  
PERSONAL US-32

US-2x2-SC

SONAR シリーズ
DAW ソフトウェア

強化されたProChannelや
Addictive Drums 2 Producer 
Bundleを含む様々なプラグインを

バンドルした最上位グレード。

マスタリングやサラウンドに対応した
スタンダードグレード。

必要なプラグインや機能を厳選した
エントリーグレード。

これからDAW音楽制作を始めるユーザー
に最適なスターターグレード。

「 DJ mix 制作に。  オーディオインターフェースは初めて。
            でも簡単ですねー！」                   
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インターネット生放送向け家庭用放送機器 

リニアPCMレコーダー

マスタークロックジェネレーター

パワーディストリビューター / コンディショナー 

ステレオマスターレコーダー / ADDAコンバーター

USB オーディオ / MIDI インターフェース

マイク / ギター インターフェース  

2ウェイ パワード スタジオ モニター スピーカー

マルチトラックレコーダー

トレーナー

マイクロホン / レコーディングアクセサリー

ボーカルプロセッサー / マイクプリアンプ

音楽制作ソフトウェア / プラグイン

ドイツ beyerdynamic社製 ヘッドホン

「 ハードウェアって、慣れてくると
     体の一部になってくるんです。」

「 昔MiNiSTUDIOがあったら
      良かった！ これは革命！」

「 ライブもセッションもできる
    ポータブル環境の構築 」

「  何よりモニターがいいと曲作りが楽しいです(笑)  」

「  ライブやリハーサルでも
　　　　　　安心して使えました。」

 「 低域がしっかりあって、　　　
　　   温かい音で録れます 」

 「 オーディオインター
      フェースは初めて。
         でも簡単ですねー！」

【特別座談会】ミキサーズラボのエンジニア3名が語る 
  DA-3000のサウンドとDSDの可能性について

シンガーソングライター　
森 広隆さん

ソロミュージシャン
かをる★さん

キーボーディスト
石黒 彰さん

ねじ式さん

トランペット奏者
村田 千紘さん

DJ/アイドル  ぜらさん

筋肉少女帯
ベース　内田 雄一郎さん

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

DR-05（12ページ）

US-32（6ページ）

iXR（ 29ページ ）

VL-S5 ( 31ページ ）

TASCAM TRACKPACK 2x2
（ 23ページ ）

DP-24SD ( 36ページ )

DA-3000（15ページ ）

インタビューピックアップ
 (ページ順のご紹介)

「 ニューアルバムは
    US-2x2で録音した音を
    そのまま使ってます！」

ベーシスト  村田 隆行さん

US-2x2, VL-S3BT
（24ページ ）

US-2x2-SC
（22ページ ）

「 WAV/MP3の同時録音ができる !
これは斬新！」

サウンドエンジニア　
三好 祐貴さん

DR-44WL（7ページ ）

About TASCAM

創設から現在に至るまで

マルチトラックレコーダーの始まり

TASCAMにおけるマルチトラックレコーダーの歴史を正しく理解して頂くためには、1974年以前の

TEACブランド製品までさかのぼる必要があります。その歴史はTEAC A3340に始まります。

TEAC A3340は4チャンネルレコーダーとして開発されました。しかしながら、ミュージシャン達は

その価格と4チャンネル録音できる機能に魅了されました。このことはTEACにとって幸運でした。なぜ

ならば4チャンネルは一般オーディオではポピュラーなフォーマットにはならなかったからです。TEAC

のエンジニアとセールスは、A3340の持つマルチトラックとしての大きな可能性に着目、そしてSimul-

sync機能を搭載したA3340Sを開発しました。この技術は、録音ヘッドが再生ヘッドの役目を果たすこ

とにより、録音ヘッドと再生ヘッドのギャップにより生ずる音の時間差を無くすものです。

TEAC A3340Sは元来プロフェッショナルユースを意図して開発された製品ではなかったのですが、

その多機能性により巨大な成功を獲得しました。手頃な価格のマルチトラックの可能性を確かなものと

したのと同時に、このモデルがTASCAMのマルチトラックビジネスの基礎を作りました。

1979年には、MTR=TASCAMという印象を決定づける革新的な製品が発売されました。TEAC 144 

Portastudioという製品で、レコーダーとミキサーが一体となり、かつ入手性の良いカセットテープに

マルチトラック録音ができる、ミュージシャンにとっては夢を具現化したような製品でした。

その後もPORTASTUDIOシリーズは進化を続け、現在のDIGITAL PORTASTUDIOシリーズに繋が

っています。メディアの変遷とともにその形は変わりましたが、ミュージシャンの音楽制作環境をより

よくしたいというコンセプトは、現在も変わらず継承されています。

是非TASCAMの音楽制作機器を使って、夢のような環境による音楽制作をお楽しみください。

オーディオインターフェースの性能比較と録音スタイル

(ラプチャー・プロ)

(ゼイタ・ツー)

TASCAM（タスカム）はティアック株式会社が販売している  

レコーディング機器に使用されているブランド名です。

TASCAMの始まりは60年前のティアック株式会社の創設と重なります。1953年、ティアックの創始

者である谷兄弟が、最初のティアック製品であるオープンリール・レコーダーを開発しました。その後

順調にティアックは成長を続けましたが、1960年代後半に、ティアックの技術をミュージシャン・録

音スタジオ用機材に応用することを目的として TASC（TEAC Audio System Corp.）という開発グ

ループが設立されました。 

1971年にはアメリカでTASC製品のマーケティング・販売を目的として TASCAM

（ TASC America Corp. ）が設立されました。TASCAMの創設期であった70年代前半は、音楽シー

ンも非常に活発でした。ミュージシャンは、レコード会社へ売り込むための手軽に使える録音機材を熱

望していました。 

しかしながら、多くのミュージシャンにとってレコーディングスタジオの使用や、高価なレコーデ

ィング機材の購入は高嶺の花でした。このミュージシャンの欲求を何とか解決しようということか

ら、TASCAMは"プロ機器同様、品質や信頼性に妥協をすることなく、多くの人に使用してもらえる録

音機器を提供する"という方針を確立しました。 

初期のTASCAMによるマルチトラックレコーダーは、TEACのブランドネームで販売されまし

た。1974年、TASCAMは TEAC Corp of Americaの急激な販売増にともない TEAC Corp of 

Americaと合併、これに伴いTASCAMはティアックによる ミュージシャン・スタジオ用製品のブラン

ドネームとして使用されることになり、現在に至っています。
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MiNiSTUDIO PERSONAL US-32 MiNiSTUDIO CREATOR US-42

MODEL MiNiSTUDIO PERSONAL    US-32 MiNiSTUDIO CREATOR    US-42

最適な用途 インターネット生放送、インターネット通話 インターネット生放送、インターネット通話、音楽 / 動画制作

PON 機能 ● ●

リバーブ ● ●

ボイスエフェクト ● ●

ループバック ●　（常時 ON） ●（モード切替で ON/OFF）

携帯プレーヤー入力 (AUX 入力 ) ● ●

内蔵マイク ● ー

マイク入力数 (XLR/TRS 端子 ) 1 2

ギター直接入力 ー ●

マイクプリアンプ 高音質マイクプリアンプ HDDA マイクプリアンプ

マイク入力数 ( ミニジャック・ヘッドセットマイク） 1 1

ヘッドホン出力端子数 2 2

外部スピーカー出力（ライン出力） ー ●

モード切替 ー ●

電源（パソコン接続時） USB バスパワー USB バスパワー

電源（iOS デバイス接続時） USB 電源アダプター（電圧 5V、電流 700mA 以上供給可能なもの）、外付けバッテリーパック（電圧 5V、電流 700mA 以上供給可能なもの）、TASCAM BP-6AA

消費電力 1W 1.5W

本体サイズ  （幅）x （高さ）x （奥行き） mm 150 x 40 x 130 mm 200 x 40 x 130 mm

質量 382g 500g

高音質マイクも内蔵。
インターネット生放送に絞ったシンプルなエントリーモデル。

モード切り替えで
生放送にも、制作用途にも対応。
マイク2本の同時使用が可能なハイグレードモデル。

家庭用放送機器（ AUDIO  INTERFACE  for  Personal  Broadcasting ）

オープンプライス オープンプライス

★ 音声演出で盛り上げよう！ ★ 配信を、作曲を、もっと楽しくする!!

★ BGMで盛り上げよう！

★ 音声もBGMも高音質に！

ノイズの少ない高品位オーディオ回路

BGMに最適なループバック機能とAUX入力端子

雑談枠の生主にオススメ!  ポン出し機能

トークとボーカルに使える ボイスエフェクト

MiNiSTUDIOは便利な機能が盛り沢山

制作用途にも使える

内蔵マイクでグループトーク！

使いやすい専用ソフトウェア！

https://teachme.jp/r/roomGqf4n9mo

TASCAM  MiNiSTUDIOシリーズは、業務用放送機器を手掛けるTASCAMとニコニコ生放送を運営する株式会社ドワン

ゴのコラボレーションで誕生した、インターネット生放送用の、誰でもかんたんに使えるオーディオインターフェースです。

TASCAMのWEBサイトでは、超簡単スタートアップガイドを掲載しております。

箱を開けるとこをから始まる準備編やソフトのインストール編、実際の使用に

沿った操作編など動画も含めたわかりやすいガイドですので、是非ご覧ください。

本体に3つのPONキーを搭載。PONキーを押すと、アサインされている効果音などの音声フ
ァイルを再生することができます。効果音はWAV/MP3形式のファイルならアサインが可能
で、パソコンの専用ソフトウェア上にドラッグアンドドロップしてお好みの音声ファイルをPON
キーにアサインできます。

ループバック機能でコンピュータの出力音をBGMとして配信できます。
BGMはパソコンにインストールされている音楽再生ソフトウェア(iTunesやWindows 
Media Player)から再生可能。また、ステレオミニジャックのAUX入力端子装備でiPod等の
携帯音楽プレーヤーを接続してBGM再生に使うことが出来ます。 シンセサイザー等のステレ
オ楽器も変換ケーブル(別売り)を用いてAUX入力端子に接続できます。

全方向の音が収音できる無指向性マイクを搭載しているのでマイクを購入しなくても、
今すぐインターネット配信をはじめることができます。

専用ソフトウェアから好みの音質に変更することができます。

ソフトウェアや本体のファームウェアにアップデートがある場合、自動的にファイルをダウン
ロードし、アップデート作業が開始されます。

アップデートなどの最新情報の他、製品の
使い方に関するヒントなど、より楽しくお使
いいただくための情報が表示されます。

インターネット配信に最適。ループバック機能がONにな
り、MIC1/MIC2の入力が自動的にモノラル設定になります。 

設定されているプリセットを選ぶだけ
で音質を変化させることができます。 

DAWソフトウェアを用いての音楽制作や動画制作を行うの
に最適。 ループバック機能がOFFになり、MIC1/MIC2の入
力がそれぞれ独立してパソコンに送られます。

イコライザーやコンプレッサーなどの
エフェクターが細かく設定できるほか、
信号経路の設定も行うことができます。

業務用音響機器を展開するTASCAMこだわりの音声回路を搭載。
高音質でクリアな音声を視聴者に届けることが可能になります！

5種類のボイスエフェクトを内臓。EFFECTキーをONにするだけでマイクの音声に変化を加
えることが出来ます。

あらゆる配信にオススメ！！MiNiSTUDIOをつかってインターネット配 信に挑戦しよう！

USB接続端子電源スイッチ モバイルバッテリー入力

ストラップ穴

放送音量
メーター

内蔵マイク
（全方位）

ボイスエフェクトキーPONキーヘッドホンボリューム

ON AIR
キー

リバーブ調節
ボリューム

マイク入力

マイク切り替え
スイッチ /
マイクボリューム

タブレット等の
オーディオ入力

ヘッドホン出力
ステレオ標準ジャック

ヘッドセットマイク入力
ヘッドセット等出力

REAR

TOP 

FRONT

REAR

TOP 

FRONT

放送音量
メーター

リバーブ調節
ボリューム

スピーカー出力 モバイルバッテリー入力

マイク /
楽器入力２

マイク /
楽器入力１

ON AIR
キー

ボイスエフェクトキーPONキースピーカー
ボリューム

ヘッドホン
ボリューム

タブレット等の
オーディオ入力

CREATOR
BROADCAST
切り替えスイッチ

USB接続端子電源スイッチ

ヘッドホン出力
ステレオ標準ジャック

ストラップ穴 ヘッドセットマイク入力
ヘッドセット等出力

マイク切り替え
スイッチ /
マイクボリューム

マイク切り替え
スイッチ /
マイクボリューム

USB接続端子電源スイッチ モバイルバッテリー入力

ストラップ穴

放送音量
メーター

内蔵マイク
（全方位）

ボイスエフェクトキーPONキーヘッドホンボリューム

ON AIR
キー

リバーブ調節
ボリューム

マイク入力

マイク切り替え
スイッチ /
マイクボリューム

タブレット等の
オーディオ入力

ヘッドホン出力
ステレオ標準ジャック

ヘッドセットマイク入力
ヘッドセット等出力

REAR

TOP 

FRONT

REAR

TOP 

FRONT

放送音量
メーター

リバーブ調節
ボリューム

スピーカー出力 モバイルバッテリー入力

マイク /
楽器入力２

マイク /
楽器入力１

ON AIR
キー

ボイスエフェクトキーPONキースピーカー
ボリューム

ヘッドホン
ボリューム

タブレット等の
オーディオ入力

CREATOR
BROADCAST
切り替えスイッチ

USB接続端子電源スイッチ

ヘッドホン出力
ステレオ標準ジャック

ストラップ穴 ヘッドセットマイク入力
ヘッドセット等出力

マイク切り替え
スイッチ /
マイクボリューム

マイク切り替え
スイッチ /
マイクボリューム

※iOSデバイスとの接続時は、PONキーが使用できません。

※インフォメーションウインドウ機能をお使いいただくために
は、パソコンがインターネットに接続されている必要があります。

ピンポン

ブー

MiNiSTUDIO Settings Panel SoftwareUS-32 / US-42

使い方ガイド
ご購入後のセットアップをわかりやすく解説！

パソコンでもスマホでも閲覧できます！

MiNiSTUDIO PERSONAL    US-32 MiNiSTUDIO CREATOR    US-42

高音質録音で差をつけよう！

MiNiSTUDIO CREATOR US-42 独自の機能

MiNiSTUDIO PERSONAL US-32 独自の機能

MiNiSTUDIO Settings Panel Software の特長

US-42

US-32

■ モード切り替えスイッチで内部の信号経路切り替え

■ トーク番組にあわせて設定済の イコライザー と コンプレッサー

■ つまみひとつで“ 響き”のかかり具合を調整できる リバーブエフェクト

■ BGMの音量をトークにあわせて自動的に下げる ダッキング機能

■ 操作は「 EASY 」タブと「 EXPERT 」タブから

■ インフォメーションウインドウ機能

■ 自動アップデート機能

BROADCASTモード

▼ EASY

CREATORモード

▼ EXPERT

動画も
見られます

※型番表示がないものは共通仕様です。共 通
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サウンドエンジニア　三好 祐貴さん

DR-44WL インタビュー

「 もしWi-Fi機能がなくても、
    十分使えるハンディレコーダー 」

+4dBuのラインレベルが直接入力できる、
これはすごく便利。

特に中低域。
キックやベースが自然な音で録音できる。

WAV / MP3の同時録音ができる、
これは斬新！

TEAC：	 まず最初に、DR-44WLはどのような場面でお使い
いただいているのでしょうか？

三好さん（以下敬称略）：	 主にライブ中に会場の音を DR-
44WLで録音して、後で自分のミックスを確認す
る用途で使っています。後で家に帰ってから聞いて
います。もちろん、出演者に渡すための音源のバッ
クアップという目的もあります。

TEAC：	 基本的には出演者さんに渡す音源ではなく自分用、
ということですね。

三好	：	 そうですね。ちなみに出演者用はライン（PAコン
ソール出力）を TASCAM	CD-RW900MK2で直
接録音したものを渡しています。箱（ライブハウス）
のサイズやギターアンプの音量によってはギターア
ンプのフェーダーを上げられないこともあり、マイ
クだけの方が良いこともありますね。ライン出力だ
とギターアンプが小さいという。そういう場合はこ
ういったハンディレコーダーの方が実際のライブに
近い音で聞けますね。

TEAC：	 内蔵マイクとライン出力のバックアップ、というこ
とは4トラック使っての録音になるのでしょうか。

三好：	 そうですね。本体のマイクで会場の音を録音し、コ
ンソールの出力を直接XLR端子に入力して録音す
ることが多いです。DR-44WLは +4dBu で直接入
力できるので、コンソールのマトリクスアウトから
XLR で直接接続しています。これはものすごく便
利です。

TEAC：	 直接接続できることが便利、ということでしょう
か？

三好：	 +4dBu のラインレベルで直接接続できるレコー
ダーって少ないんですよ。現場でDR-44WLを貸
すこともあるんですが、本体を貸すと「変換ケーブ
ル持ってる？」と聞かれますね、+4dBu で入力で
きると思っていないエンジニアさんが多いので。「そ
のまま+4dBuで入りますよ」と教えると、驚かれ
ます。XLR 接続だと接続も確実だし、ロックもか
かるので安心して使えますね。

TEAC：	 特に便利だなと思った機能はありますか？

三好：	 デュアルフォーマットレコーディング機能、これは
斬新！実は最初、デュアルレコーディング機能を
知らなかったんです。（笑）触っているうちにこの
「 DUAL REC」って何？と思って。「LEVEL」と
「 FORMAT 」が選べるな、、、って。もしかして違う
フォーマットで同時に録れるの？？と思って、試
しに使ってみました。終演後に見たら「WAV と
MP3 が出来てるじゃん！」って。（笑）すごい便利
です。

TEAC：	 ありがとうございます。企画時に、録音後にMP3
変換するのって結構面倒だよね？という話になり、
盛り込んだ機能です。

三好：	 保存用や、収録用のバックアップはやっぱり非圧
縮がいいんですが、ミュージシャンに渡す場合は
MP3で十分なことがほとんどなんですよ。アーティ
ストのマネージャーさんとかに渡すには非圧縮だと
サイズが大きすぎるんですよ。

TEAC：	 MP3でも音質は問題ないでしょうか？

三好：	 確かにWAVとMP3で音は違いますが、ライブ
の確認用なら全く問題ないです。MP3と言っても、
MP3に圧縮されるまでの部分で音は決まってます
からね。

TEAC：	 DR-44WLをまとめて一言お願いします。

三好：	 XLR で +4dBu 入力できて、マイクとライン出力
の4トラック同時に録音できて、場合によっては
WAVとMP3同時に録れる。マイクの音も問題な
し。DR-44WLは他の要素がなくなっても、これだ
けで満足できます。もちろんWi-Fi は画期的で便利
ですが、Wi-Fi がなくても十分使えるレコーダーだ
と思いました。

TEAC：	 本日はどうもありがとうございました。

TEAC：	 本体マイクの音はいかがでしょうか？

三好：	 マイクの音いいですよ。他社のハンディレコーダー
だと、低域がブーミーになりすぎるというか、ボ
ワボワというか。低域の解像度が良くないものが多
かったです。でもDR-44WLは LCFをONにしな
くてもクリアな低音が録れます。あと、高域のレス
ポンスがいいですね。

TEAC：	 開発過程で色々とチューニングしましたので、そう
いった評価を頂けると非常に嬉しいですね。特に低
音に関してはお客様のこだわりも強いので、入念に
チューニングしました。

三好：	 低音はいい感じですよ。特に中低域が自然に録音で
きます。中低域は抜けすぎると不自然なんです。ベー
スの音は300〜 400Hz、キックも同じくらいの
帯域が実は大事。単純に低音だけ出ている機種だと
キックで「ボン！」とは言うけど実がないというか。
このあたりが自然に録れるというのはいいですね。

TEAC：	 どのフォーマットで録音することが多いですか？

三好：	 基本的には24bit/48kHz です。収録が入る場合は、
バックアップとしても使えるように24bit/96kHz
で録音します。96kHz 対応は嬉しいです。

TEAC：	 Wi-Fi リモートはお使いになっていますか？

三好：	 使ってますよ。卓の向こう側に置くこともあるので、
そういう時はアプリから操作しています。これは便
利です。特に良いのが、レベルが確認できることと、
録音レベルを遠隔操作できる点ですね。録音しなが
ら「ちょっとレベルが大きいな」という時に、気兼
ねなく録音レベルを操作できます。メーターの反応
も本体ほどではないですが、特に実用上問題ないレ
ベルです。

【プロフィール】

下北沢GARDENを中心に活躍するPA/SRエンジニア。その安
定したサウンドには定評があり、若手アーティストから国内メジ
ャーアーティスト、海外アーティストの来日公演まで幅広く活躍
している。

取材協力
下北沢GARDEN（運営：株式会社RAWTIC）
http://www.gar-den.in/

下北沢GARDEN様は、間口7.5mのステージ、FOHだけでなく
モニターコンソールを備えた本格的な音響設備を備えたライブハ
ウスです。インタビューに登場したCD-RW900MK2の他、SS-
CDR200、MD-CD1MK2などのTASCAM機器をお使いいただ
いています。

DR-44WL

US-42

下北沢のライブハウスGARDENを中心に活躍され
るPAエンジニア 三好 祐貴さんは、PA業務におい
てDR-44WLをお使いいただいています。使用方法
や、どのような点がPA業務において「使える」点
なのか、インタビューに応えて頂きました。

TEACブランドからもオリジナルポータブルアン
プを発売し、インターネット動画配信を積極的に
活用した活動をされているソロミュージシャン「
かをる★さん」は、ご自身の放送でMiNiSTUDIO
をお使いになっています。放送をする人の視点で
MiNiSTUDIOの魅力について伺いました。

ソロミュージシャン　かをる★さん

US-32/US-42 インタビュー

「 昔MiNiSTUDIOがあったら
 良かった！これは革命！」

TEAC：	いつもありがとうございます。弊社のイベ
ントでは色々とお手伝い頂いていますが、
MiNiSTUDIO はどのタイミングでお知りに
なったんでしょうか？

かをる★さん（以下敬称略）：MiNiSTUDIO のプレスリ
リース直後ですね	。ティアックさんの人から多
摩の本社で体験会をやるって聞いたので、「生
放送してみたいです！」っていう感じで。体験
会で生放送しながらリスナーさんも見ている中
で、「あ〜ここで音変わるんだね〜」みたいな
感じで、放送しながら、使い方覚えました。

TEAC：	MiNiSTUDIO って 2種類あるんですが、どち
らがお好みでしたか？

かをる★：私の使い方だと、やっぱり大きい方
（CREATOR　US-42）がいいです。あ、でも
小さい方（PERSONAL	US-32）ってマイク
がついてるじゃないですか？そのマイクの性能
が思った以上に良くて。

TEAC：	それは嬉しいです！	

かをる★：これって、ゲーム配信とか喋り専用みたいな
設計かと思っていたんです。音楽用に使ったら
ノイズとか気になっちゃうんじゃないかなって。
でも、使ってみたらノイズも全然ないし、感度
がすごい良くて。遠い音じゃなくて、すごく近
い音。近くで聞いているようなアタック感てい
うか。

TEAC：	その時の配信でも使われたんでしょうか？

かをる★：はい！放送していて、ここ（机の遠くの方）
に置いていたんですけど、番組を見ていた人が
遠い感じが全然しないってコメントしてました。

「これ（MiNiSTUDIO）で本当に拾ってるの？」
「マイクの性能がすごいいい！」って。リバーブ
かけた時も綺麗に響くし、このマイクで気にせ
ずに歌えます。私は声と歌だけですけど、ギター
の弾き語りもいけるんじゃないかなって。マイ
ク買わなくて良くなっちゃうんじゃない？って
心配しちゃいますね。（笑）

TEAC：	かをる★さんご自身はCREATORの方が向いて
いる、という理由はどの辺にあるのでしょうか？	

かをる★：マイクをちゃんと繋いで家で歌を録ったりす
るので、やっぱりCREATORかなと。歌ってみ
たを録ろう！とか思うと、音もいいじゃないで
すか、CREATORの方が。あとは、ポン出し。あ、
でもポン出しはどっちにもありますね。（苦笑）

TEAC：	CREATORの方はマイクプリアンプがHDDA
というグレードの高いものになっているからだ
と思います。ポン出しはお気に入りですか？

かをる★：私毎週月曜日に定期でツイキャスをやってるん
ですよ。そこでのプレゼント企画でドラムロール
を再生するんですけど、今まではいちいちパソコ
ンの iTunes とかで再生していて。「カチッ！」っ
てマウスの音聞こえちゃう！みたいな。（笑）

TEAC：	ドラムロールが出る前に「カチッ！」と聞こえ
るわけですね。（笑）

かをる★：結構シュールな感じです。（笑）放送している
時って、カラオケ画面、配信画面、ツイッター、
抽選用のランダムな数を出すアプリ、みたいに、
すごくたくさん画面を出しているんです。そう
なってると、画面の切替がうまくいかないと、
音が絶妙のタイミングで鳴らせないんです。そ
れが、ポン出し機能使うと、最初に仕込んでお
けば、ここ（PONキーを叩きながら）を押すだ
けでできて。ページの数が1枚減るんです。流
し切り（押してそのまま放置）もできるし。

TEAC：	この番組だと何の音をアサインしているんです
か？アサインは簡単でしたか？

かをる★：「ドラムロール」と、「当選です！」みたいな
鐘の音を仕込んでます。アサインは、もう普通
にいつも使っていた音源をソフト（Settings	
Panel）に持ってきて、ポンポン〜と。簡単でした。

TEAC：	他にMiNiSTUDIO で良いところはありましたか？

かをる★：1 回準備しちゃえば、ほとんどパソコンのソ
フト（Settings Panel）はさわらなくていいん
です。例えばリバーブ。ソフトを使ってパソコン
でやると、リアルタイム性に欠けるんです。歌
い終わったら、歌に合わせてリバーブを下げる
とか、ソフトでやると結構難しいんです。マウ
スの音入っちゃうし。（苦笑）「あ！今リバーブ
切ったな！」みたいな音が。（笑）そういうのが、
MiNiSTUDIO 使えばなくなるし、簡単。画面切
り替えたり、リバーブかけたり、マイクの音量変
えたり、そういうのがつまみで感覚的にできるん
で、放送初心者の人にはすごくいいと思いますね。

TEAC：	画面の切替は、本当に大変そうですね。

かをる★：放送中って、色々な事が同時進行するんです
よ。ニコ生だとコメントも読むから、コメント
ビューワー立ち上げて、また1枚増えちゃうし。
コメントを読みながらつまみをいじるのはでき
るけど、コメント読みながら違う画面でエフェ
クトかけるとかは、同時にできないです。

TEAC：	コメントがニコ生の醍醐味ですから、やめられない
ですからね。（苦笑）

かをる★：生放送を始めた頃でも同じことはできたん
ですけど、こんなに直感的にはできなかった
し、もっと勉強しないとできなかったし、昔
は最高にわかりにくいセッティングでやって
て。				そういう意味で、昔を知ってる人にとって、
MiNiSTUDIO は革命だと思います！

TEAC：	番組を観てくれる人は、機材変えると気が付いてく
れるものなんでしょうか？

かをる★：ニコ生は特にご自分でも放送やってる人が多
いので、リアクションも多いですね。コミュニティ
のプロフィールに機材をズラズラズラーって書い
てある人も多いので、他の人の機材を気にしてい
る人はすごい多いと思います。

TEAC：	配信のプラットフォームは使い分けみたいのはあ
りますか？

かをる★：最近はツイキャスが多いんですけど、音質と
か画質は格段にニコ生の方がいいです。私、ツイ
キャスでも高画質配信っていう設定でやってるん
ですけど、それでも全然ニコ生の方がいい。全く
別物。ツイキャスはモノラルになっちゃうし、音
の粒子の細かさとか、全然違う！ニコ生はステレ
オだし、リバーブの感じとか、全然違います。

TEAC：	ということは、歌とか音楽系やるなら、ニコ生がお
勧めですか？

かをる★：ニコ生の方が音は本当にいいです！ツイキャ
スのお客さんで、私がニコ生やってるの知らない
人がニコ生見に来ると、ビックリするんです、み
んな。「音、めっちゃいいね！」みたいな。スマ
ホでやっちゃうと通信環境にも左右されますけど、
パソコンで見る人には、わかると思います。でも
ツイキャスはお手軽なところがそれはそれで良く
て、気軽にツイキャスで配信して、ニコ生で高音
質、高画質番組みたいな感じですね。

TEAC：	これから挑戦したい活動は何かありますか？

かをる★：たくさんありますけど、今は iXZ 使って、
nana で色々なマイクを使ってみるっていうのを
やってます。楽器を使った放送でも演奏は上手だ
けど音はよくない、っていう人も多くて。色々やっ
てみたのを、放送でみんなに紹介できたらいいか
なって思います。あと LINE	LIVE もやろうかな
とは思っていて。でも他の配信でスケジュールが
詰まってて、忙しくて。（苦笑）

TEAC：	nana に関してはTASCAMの方でもいい音で楽し
むセミナーなどをやっているので、一緒にできると
いいですね。今後ともよろしくお願いします。今日
はありがとうございました。

【プロフィール】

今話題のインターネット動画配信サービス、ツイキャスでの活

動を中心に、都内・関西にてライブも積極的に行っているソロ

アーティスト。自宅からインターネットを通して歌を配信する

スタイルは多くの支持を集め、その生放送の様子は現在、ツイ

キャス試聴アプリのサンプル画像にも使われている。

2015年7月27日から1週間、山手線渋谷駅ホームでツイキ

ャスの等身大ポスターに掲載され、話題になった。

また、自身のヘッドフォン好きが高じてドイツの

beyerdynamicとコラボレーションし	 オリジナルヘッドフ

ォンを発売、大きな反響を呼び2015年春のヘッドフォン祭

にて	ヘッドフォン祭アワード・プロデュース企画部門、銀賞

を受賞。2016年にはTEAC株式会社より、かをる★オリジ

ナルのポータブルアンプを発売。

オリジナル曲はハイレゾでも配信しており、e-onkyoのラン

キングで3曲が連続1位を獲得している。

公式ホームページ		http://kaworu-official.com/

内蔵マイクの音が良くて、マイク買わなくて
もいいんじゃない？って心配しちゃいます。

コメント読みながら同時にリバーブ調整
できるのが MiNiSTUDIOのいいところ

MiNiSTUDIO  CREATOR

ニコ生は、音が別物。
音の粒子の細かさとか、全然違う！

US-32

MiNiSTUDIO
PERSONAL
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 Wi-Fi経由、自由な設置。
進化した、タッチレス・レコーディング。

●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-P520E、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-P520E、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

 録音ファイルに　　　　　　　　や
セッティング情報を埋め込む

Wi-Fiルーターを使用して

XRI機能Wi-Fiリモートコントロールが可能に

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

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

『 VIA ROUTER 』モード

『 TO DEVICE 』モード
高性能オーディオコーデック採用で低ノイズを実現

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

どのレコーダーで録音され、どのような録音レベルで、ど
の入力の音が使われたのか、BWFフォーマットの音声フ
ァイルに対してセッティング情報を音声とともに記録す
ることができ「前回のコンサートのセッティング」を容易
に再現することが可能になります。
加えて、Wi-Fi経由で接続されたスマートホンアプリ
TASCAM DR CONTROLからリモートコントロールを
行っている場合は、スマートホンで取得したGPS情報も
埋め込むことが可能です。

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
10倍に相当する大音量に耐える設計で、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です。

スタジオや自宅に設置されたWi-FiルーターにDR-
22WL/DR-44WLとお手持ちのスマートホンやタブレッ
トを接続し、ワイヤレスでリモートコントロールをすること
が可能です。
メールや地図アプリなど、他のアプリやサービスとリモー
トコントロールを同時に使用することができます。

DR-22WL/DR-44WLと1対1で接続できるため、Wi-
Fiルーターのない屋外などでもリモートコントロールが
可能です。

2つの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。※ XRI ： eXtended Recording Information

※画面はDR-44WL
※外部のアクセスポイントの動作状況・接続状況によって音源の転送時
間やリモート動作の安定性が変化します。

※型番表示がないものは共通仕様です。

※型番表示がないものは共通仕様です。

※

 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。

REVERB
EFFECT

kHz
96

24
bit

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 

オープンプライス オープンプライス

microSD Card

included

録音後は                       で
         その場から 　             　　　　　　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

シンプルなインターフェース

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

非破壊オーバーダビング機能
重ね録音を可能に プロフェッショナルの要求に応える

XLR/TRS入力端子

単体MTR同様に

楽曲制作に活用できるMTRモード

様々な用途、環境に対応
豊富な付属アクセサリー

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

4GB	microSDHCカード	(	SDカードアダプター付	)、USB接続ケーブ
ル、専用ACアダプター(GPE053B)、ウィンドスクリーン、マイクスタ
ンドアダプター、シューマウントアダプター、ソフトケース

4GB	microSDHCカード、USB接続ケーブル

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

録音した音源を
他のアプリやクラウドサービスで共有

無償アプリ「 TASCAM DR CONTROL 」による
フルリモートコントロール  ( iOS / Andoroid ) 

ワイヤレス再生 モニタリング機能※

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。

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。

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。

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
サーマイクも接続できます。

OS標準のメールアプリやメモアプリ、Dropboxなどに
音源の共有が可能です。

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。Windows、Macそれぞれアプリケーション
を、TASCAMホームページよりダウンロードできます。

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、再生や入力レベルの調節、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。

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。

※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。

※ 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。

※ 共有可能なアプリは、デバイスのOSやインストールされているアプリ
の種類によって異なります。

※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。

※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 ワイヤレス転送

DR-44WL

DR-44WL

DR-44WL

DR-22WL

DR-22WL

DR-22WL

	 	 EASY

	 	 LOUD

	 	 MUSIC

	 	 INSTRUMENT

	 		 INTERVIEW

	 	 MANUAL	

	 	 OVERDUB/AIRDUB

	 	 PLAY FUNCTION

GPS情報

スマホ経由
クラウドサービス

共 通

共 通

バージョンアップグレードについて

DR-22WL/DR-44WLファームウェア、DR CONTROL （DR-22WL/DR-44WL用リモートコントロールアプリケーション）、 DR FILE TRANSFER （DR-22WL/DR-44WL用パソコン
へのファイル転送アプリケーション）は、 不定期にバージョンアップを行います。バージョンアップ以前の製品をお持ちの場合でも、それぞれTASCAMホームページから無償でダウンロー
ドすることができ、バージョンアップに伴う新機能をご利用いただくことが可能です。 詳細は、TASCAMホームページ、各製品の「アップデートインフォメーション」をご参照ください。

LINEAR PCM RECORDER with Wi-Fi

Version Upgrade

Version Upgrade

Wi-F i 接続が大幅に進化！

Vers ion2.10 で 日本語表示対応！

Version2.0 ファームウェアを無償公開！
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※型番表示がないものは共通仕様です。

※型番表示がないものは共通仕様です。

共 通

共 通

24bit / 96kHz対応  リニアPCMレコーダーLINEAR PCM RECORDER

A-B
A-B X-Y

X-Y

REVERB
EFFECT

VSA

kHz
96

24
bit

REVERB
EFFECT

VSA

kHz
96

24
bit

オープンプライス

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

●日本語メニュー表示/日本語パネル ●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-P520E、別売）●消費電力：1.7W（最大時）
●外形寸法：61（幅）×141（高さ）×26（奥行き）mm●質量：116g（電
池を含まず）

DR-05 VER2-JJ

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

■	 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

オープンプライスオープンプライス

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

■　多様なシチュエーションで快適に高音質ステレオ録音

　　　音楽練習 / コンサート / 野鳥 / 電車の走行音

　　　動画用の音声、など

■　24ビット/96kHzのハイレゾフォーマットに対応

■　マイクユニットは125dB SPLに耐える高耐音圧

　　タイプを採用。一般的な映画館の音量105dB

　　SPLの10倍に相当し、大音量のロックバンド

　　演奏などでも歪まない音で録音できます。

■　日本語メニュー表示に対応

●日本語メニュー表示/日本語パネル ●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-P520E、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）、90（幅）×158（高
さ）×26（奥行き）mm（マイク開状態）●質量：127g（電池を含まず）

DR-07 MKⅡ-JJ

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

■	 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

 かんたん操作で
プロの音質。

 ねらって録れる
プロの音質。

活用例《 バンド練習 》

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。

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)。

※元のファイルは残ります。

活用例《 ナレーション録音 》

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）

※ BGM
(	PC

用の音声ファイル
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 )

※

microSD Card

included

■	 24bit	/	96kHz対応
■	 PCM	WAV/BWF
■	 MP3
■	 4ch
■	 単一指向性マイク
■	 ファントム電源
■	 M-Sデコード
■	 オーバーダビング
■	 リバーブエフェクト

+48V
PHANTOM

REVERB
EFFECT

VSA

kHz
96

24
bit

+4dB
LINE INPUT

 選んで使える
プロの音質。

DR-40 VER2-J
microSD Card

included

microSD Card

included

●日本語メニュー表示 　●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-P520E、別売）●消費電力：2.5W（最大時）●外形寸法：70（
幅）×155（高さ）×35（奥行き）mm（マイク閉状態）、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）

+4dBu LINE IN/+48Vファントム対応の

XLR/TRS入力に加え、4TRモードを搭載

■	 オートトーン
■	 自動ファイル分割
■	 自動ファイル更新
■	 SD/SDHCと128GB
	 までのSDXCカード対応
■	 単三形電池3本駆動
■	 ACアダプター駆動
■	 USB2.0

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インプットを本体に装
備。+4dBuラインレベル入力も可能で、ライ
ブハウスのPA/SRコンソールや外部コンデ
ンサーマイクを接続し、内蔵マイクと合わせ
た4トラック録音を行うことも可能です。

対象にあわせてマイクのセッティングを選べ
るA-B/X-Y両方式に対応した可動式ステ
レオコンデンサーマイクを装備。狙った方向
の音を中心に収音する単一指向性のマイク
ユニットと相まって、ねらった音を臨場感あ
ふれるクリアな音で録音できます。

A-B方式の無指向性ステレオマイクユニッ
トを搭載。全周囲の音を均等に収音できる
無指向性タイプであるため、置き場所や向
きの影響を受けにくく、録音セッティングの
知識がなくとも臨場感あふれる音で録音す
ることができます。

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。
※セルフタイマー録音時は、メーター左上にセルフタイマーマークが表示
されます。

※自動録音機能使用時は、オーバーダビングおよびセルフタイマー
録音はできません。

セルフタイマーレコーディング機能
音楽練習やロックバンドなど 自身の演奏録音に便利な

多様なシチュエーションに対応

旧バージョンをお使いのお客様も無償バージョンアップが可能です！

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。音量
が上下すると聴きにくくなる音楽録音
に最適です。

自動で録音や停止を行います。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。

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。音量が上下しても問
題ない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。

自動的に最適なレベルを設定

ファイルを自動分割
4トラックモード

用途に合わせて設定可能

ピーク検出機能

マーク分割機能

様々な活用が可能な

■ ピーク検出

■ 録音モード

■ マークモード

■ 自動レベル調整

■ リミッター

不要な低音をカット空調機器などの
3段階のローカットフィルター

各製品の旧モデルをご利用の場合も、それぞれ最新ファームウェアにアップデートしていただくことで、日本語表示を含めた
新機能を追加することができます。 詳細は、TASCAMホームページ、各製品の「アップデートインフォメーション」をご参照
ください。 対象の旧モデル：DR-40、DR-40 VERSION2、DR-07MKII、DR-07MKIIJ、DR-05、DR-05 VERSION2

充実の再生機能

再生速度可変(VSA)機能

再生音質を調整できる

音楽練習や語学学習に便利な 0.5～1.5 倍の

再生音質機能

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。

再生時に、低音が足りない、声が聞きとりづらいなど
の場合に、高域、中域、低域から気になる帯域を選ん
でブースト(＋)/カット(ー)することができるため、自分
の好みの音質に調整して聞くことが出来ます。

※  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

100%
標準

音程を変えずに
スピード可変

50%
スロー

150%
速聴き

ボーカルや楽器演奏を
きれいに響かせる

自動で録音を開始する
自動録音機能

リバーブエフェクト搭載

音声の入力レベルを感知

オーバーダビング機能

独特の機能

重ね録音を可能に

録音済みのファイルを再生しながら重ね録音ができます。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、元のファイルは残るので、録り直しも簡単です。

DR-40 VER2-J

DR-05 VER2-JJDR-07 MKⅡ-JJ

ミキサー

+4dBu
ラインレベル

XLR/TRS

自動ファイル更新機能

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。もちろん手動で分割することも
可能です。

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。[5分]の設定にした場合は5分ごとに自動で
ファイル更新(分割)を行いますので、長時間録音において便
利です。WAV/BWFファイルの場合、それぞれのファイルは
波形編集ソフト等で統合した場合も切れ目なく再生すること
が可能です。また、手動でのファイル更新も可能です。

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。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。

XLR/TRSインプット

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

M-Sステレオマイクの使用を可能に
M-Sデコード機能を内蔵

20時間以上の長時間駆動
本体乾電池のみで

外部マイク/ライン

内蔵マイク

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

インプット

録音済み音源

オーバーダビング音源

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。

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。

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

DR-40VER2-J画面 DR-07MKⅡ-JJ/DR-05VER2-JJ画面

※使用例 ※使用例

※使用例
※裏側に
　クリップ付き単三乾電池6本収納				アタッチメントで本体に固定

DR-40 VER2-J 用オプション

 AC アダプター	

	PS-P520E
	オープンプライス

 バッテリーパック	

	BP-6AA
	メーカー希望小売価格
	[	税抜	5,000	円	]

フットスイッチ	

RC-3F
メーカー希望小売価格
[	税抜	6,000	円	]

ワイヤードリモコン	

RC-10
メーカー希望小売価格
[	税抜	5,000	円	]

ウインドスクリーン	

WS-11
オープンプライス

単品オプション

Version Upgrade 日本語表示対応！
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【プロフィール】

1976年3月9日生まれ、鹿児島県出身のシンガーソングライター。
猫とゲームが好き。

2001年10月、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデ
ビュー。シングル『ゼロ地点』、アルバム『並立概念』など6作
品をリリース。以後インディーズへ移行し、2009年にアルバム
『planetblue』を、2013年にはアルバム『いいんです』をリリ
ース。Coa名義にてプロデュース、アレンジ、楽曲提供などでも
活動中。

公式ホームページ　http://morihirotaka.com/index.html

「 ハードウェアって、慣れてくると
     体の一部になってくるんです。」

DR-05は、ちょうど良さ加減が素晴らしいです。

ハードウェアって、曲を作る時には特にいい。

シンガーソングライター　森 広隆さん

DR-05 インタビュー

TEAC：	 最初に、お使いいただいているDR-05にはどのよ
うな印象をお持ちでしょうか。

森さん（以下敬称略）：	 ほんっと使いやすい！説明書を見
なくてもすぐに使えました。あと音いいですね。他
社のひとまわり大きいレコーダーを4〜 5年使っ
てて、それと比べて音がクリアに聞こえます。変な
ところが膨らんでいなくて、フラットで、臨場感の
ある音ですね。どのパートもクリアに自然に聞こえ
て、全体が録れてる、潰れていないという感じです。
どこに置いてもけっこういいバランスで録れますよ。

TEAC：	 DR-05は無指向性というタイプのマイクユニット
を採用しているので、それもあるかもしれません。

森	：	 リハ（リハーサル）が多いですね。リハで便利なの
が、電池の持ち時間が長いこと。以前使っていたモ
デルだと駆動時間が短くて、6時間のリハーサルと
か持たなかったんですよ。

	 電池の持ち時間って結構重要で、前はゲネプロ最初
から録って、じゃあ最後に通しでいきましょう！と
いうタイミングで電池がなくなってて。あれ〜いつ
から止まってたんだろう、、、みたいな。そのタイミ
ングでメンバーに断って中断して、電池交換しな
きゃいけないんです。だから電池が持つっていうの
はほんとありがたいですね。

TEAC：	 他に印象的なことはありますか？

森：	 このシンプルさですね。ハンディレコーダーに求め
ることって、突き詰めれば押して録ることだけじゃ
ないですか。機能がすごいたくさんある訳ではない
んだけど、欲しいものはちゃんとある、というか。
このちょうど良さ加減が素晴らしいです。

TEAC：	 実際どのような感じで曲を作っていくのでしょうか。

森	：	 どんどんこれを使って曲の断片を録りためていくん
ですよ。Aメロ、Bメロとそれぞれ何パターンか
録ってみたりして、後で聞いて、これ採用、これダメ、
みたいな感じで選んで全体を作っていく感じです。

TEAC：	 曲作りの方法、大変参考になります。iPhone のボ
イスメモよりDR-05、という事でしたが、パソコ
ンやスマホが非常に便利な中、こういったハード
ウェアを使う理由はどの辺にあるのでしょうか。

森	：	 ハードウェアって慣れてくると体の一部になってく
るんですよ。ミュージシャンって操作を覚えて自分
のものにする、とか、そういう事が好きなんだと思
います。自分の楽器みたいな感覚まで使い込む感じ
ですね。

TEAC：	 森さんにとっては録音ハードウェアも楽器なんです
ね。

森	：	 もちろんDAWとかのリコール性ってすごく便利だ
と思うし、スタジオのレコーディングもDAWです。
でもひとりで曲を作る時ってやっぱりとにかく集中
したいんです。パソコンとかスマホって、どうし
ても画面を見ないといけないじゃないですか。ハー
ドウェアだとすごく集中できて、それがいいですね。
あと、パソコンとかスマホだと操作の途中で調べも
の始めちゃったり脱線がすごくて（笑）。

TEAC：	 確かにパソコンで制作してるとよくありますね。

森：	 （DR-05で録音した音を再生しながら）あ、聞いて
て思い出したんですけど、前の話に戻っていいです
か？

TEAC：	 どうぞ。（苦笑）

森	：	 曲作りのデモ録音にめっちゃ使ってます。前は曲
作り用には iPhone のボイスメモを使ってたんで
すけど、パスコードいちいち入れるのが面倒だった
り、肝心な時にタッチパネルの反応が悪かったりし
て。そういうのでモタモタしてる間に曲忘れちゃっ
たりして。あと電話かかってきたり（笑）。

TEAC：	 肝心な時にかかってきますよね（笑）。

森	：	 DR-05は電話もできないし、ネットも見られない
し。誰にも邪魔されずに曲が作れるんで、なるべく
これを使った方がいいな、と思ってます。それもひ
とつの機能なのかもしれない（笑）。いつも手の届
くところに置くようにしてます。

森	：	 ハードウェアって、曲を作る時には特にいいんで
しょうね。録音するまでが早いとか、集中できると
か、そういうハードウェア特有のところが、曲のア
イディアを出したりまとめたりする段階では向いて
いるんでしょうね。

TEAC：	 ハードウェアという意味では688をお持ちだった
と思いますが、まだ現役でしょうか？

森	：	 まだ使ってますよ！アルバム「並立概念」でも使っ
ていました。改めて考えるとMTRを買うってすご
いことですよね。あれだけの面積を365日占有し
続ける機械を自宅に置くって、すごい気合のいるこ
とですよね。

写真は森さん所有の 688

DR-05VER2-JJ

精力的な活動をされているシンガーソングライ
ター　森 広隆さんには、DR-05をはじめ複数の
TASCAM製品をお使いいただいています。DR-05
の使用感や使用方法を中心に、音楽制作における録
音ハードウェアの存在について、お話を伺うことが
できました。

TEAC：	 パソコンと違って他に使い道ないですしね（苦笑）。

森	：	 TASCAMさんはハードウェアを製品化してくれる
ので感謝してます。これからも応援してます！

TEAC：	 応援ありがとうございます！今日はありがとうござ
いました。

CG-1000
マスタークロックジェネレーター

CG-1000はレコーディングスタジオ、サウンドエ

ンジニアおよびミュージシャン向けのマスタークロ

ックジェネレーターで、OCXOの採用により高精度

クロックの供給が可能です。

ルビジウムクロックやGPSクロックが供給可能な場

合には、10MHz対応外部入力端子を搭載していま

すので、更なる高精度なシステム構築も可能です。

10MHz対応外部入力端子を装備していますので、ルビジウ
ムクロックやGPSクロックを供給可能な場合には、システム
の更なる高精度化にも対応が可能です。

12系統のワードクロック出力に加え、AES3/AES11、S/
PDIFデジタル出力をそれぞれ２系統装備しており、大規模な
オーディオ同期システムにも対応可能です。12系統のワード
クロック出力のうち2系統は、2xFs, 4xFs, 256xFsの出力も
可能で、ProToolsなどのDAWシステム構築にも対応します。

採用されたAmphenol製 BNCコネクターはナット構造とな
っていますので、引っ張りやねじれなどに対して優れた強度を
誇ります。

※ 工場出荷時の数値です。

高精度OCXO採用。ジッターマネジメント、グリッチレス リロックなど先進機能を搭載
音楽制作用マスタークロックジェネレーター

[ 税抜 150,000円 ] 

●電源：AC100 - 240V, 50/60Hz ●消費電力：10W ●外形寸法：483(幅) x 45(高さ) x 310(奥行き) ●質量：3.1kg

クロックジェネレーターの心臓部となる水晶発振器には、高
精度かつ環境温度に精度が左右されないOCXO(恒温槽付
水晶発振器)を搭載。
TCXO（温度補償型水晶発振器）を上回るクロック周波数
精度±0.01ppm*を誇り、ワード出力の周波数安定度は
±0.005ppm/日以下という高精度な同期システム構築を実
現します。 

MASTER  CLOCK  GENERATOR

AV- P Series

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、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

7製品をラインナップしています。

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

AV-P25R MKⅢ
[ 税抜 16,000円 ] 

AV-P250
[ 税抜 18,000円 ]

AV-P250S
[ 税抜 42,000円 ]

AV-P250LUV
[ 税抜 47,000円 ] 
 

AV-P250LUV
● 電 源 ： A C 1 0 0 V 、 5 0 - 6 0 H z ● 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

AV-P2800

AV-P2803

[ 税抜 53,000円 ] 

[ 税抜 58,000円 ] 
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UNSWITCHED
前面 3P×3口

SWITCHED
背面 2P×12口

SWITCHED
背面 2P×12口

USB
電源

LED
照明

USB
電源

LED
照明

電圧
表示

電圧
表示

外部
制御

シーケンス
動作機能

シーケンス
動作機能

デイジー
チェーン

非常放送
対応

UNSWITCHED
前面 3P×2口

UNSWITCHED
背面 3P×2口

SWITCHED
背面 3P×6口

UNSWITCHED
前面 3P×2口

UNSWITCHED
背面 3P×2口

電圧
表示

外部
制御

シーケンス
動作機能

デイジー
チェーン

非常放送
対応

SWITCHED
背面 3P×10口

SWITCHED
背面 3P×10口

SWITCHED
背面 3P×10口

SWITCHED
背面 3P×10口

SWITCHED
背面 3P×6口

UNSWITCHED
前面 3P×3口

UNSWITCHED
前面 3P×3口

UNSWITCHED
前面 3P×3口

UNSWITCHED
前面 3P×3口

UNSWITCHED
前面 3P×3口

UNSWITCHED
前面 3P×3口

SWITCHED
背面 2P×12口

SWITCHED
背面 2P×12口

USB
電源

LED
照明

USB
電源

LED
照明

電圧
表示

電圧
表示

外部
制御

シーケンス
動作機能

シーケンス
動作機能

デイジー
チェーン

非常放送
対応

UNSWITCHED
前面 3P×2口

UNSWITCHED
背面 3P×2口

SWITCHED
背面 3P×6口

UNSWITCHED
前面 3P×2口

UNSWITCHED
背面 3P×2口

電圧
表示

外部
制御

シーケンス
動作機能

デイジー
チェーン

非常放送
対応

AV-P250LUV

大規模なオーディオ同期システム高精度同期システムの構築が可能
にも対応が可能

インターナルクロックには環境温度に左右されない
高精度OCXOを採用

12系統のワードクロック出力をはじめとする
豊富な出力端子

強度あるナット締付けタイプの 
Amphenol製 BNCコネクター

10MHz対応外部入力端子を搭載し
更なる高精度化に対応
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DA-3000

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

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	2015	受賞
DAC	/	DDC（5万円以上10万円未満）部門

オーディオ銘機賞	2015	受賞
録音機部門

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

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)
● CF-4HSR(4GB) 
    オープンプライス

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。

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

DA-3000 インタビュー

【特別座談会】ミキサーズラボのエンジニア3名が語る DA-3000のサウンドとDSDの可能性について

DA-3000を大々的に展示した2013年のInterBEEにて、旧知の仲であったティアックのスタッフとミキサーズラボ

（MIXER'S LAB）のチーフエンジニア 小坂 康太郎さんが再会したことをきっかけに、発表段階よりご興味を持って

頂いていたDA-3000の導入を進めていただきました。DA-3000の導入後、「DA-3000のサウンドとDSDの可能

性について」と題して、ミキサーズラボ所属のエンジニア3名（三浦 瑞生さん、小坂 康太郎さん、加藤 拓也さん）

にご協力を頂き、DA-3000の音質や使い勝手について直接お伺いする機会を得ました。実際の使用環境に基づいた

「ならでは」のコメントを頂戴しておりますので、座談会の様子をご紹介させて頂きます。

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。

三浦さん ( 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：	小坂さんはいかがでしたか ?

小坂さん ( 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 ?

加藤さん (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。

TEAC：	ありがとうございます。原音忠実というポリシーを音
で感じていただくことができて、大変嬉しく思います。
実際に操作してみて、使い勝手はいかがでしたか？

小坂：	 操作は本当に分かりやすいですね。マニュアル要らず
というか。実際、ほとんどマニュアルは見なかった
んですけど、それでも問題なく使えました。「きっと、
ここのボタンを長押ししたら、こうなるんじゃないか
な」って思ってやってみたことが、ちゃんとそうなっ
たり（笑）。感覚的に操作できるのは嬉しいです。こ
れはタスカムさんの製品全てがそういう印象ですよね。

加藤：	 今回、JIS 規格のワイヤレスキーボードをつなげて
操作してみたんですけど、それがすごく良かったで
すね。カーソルキーを使ってメニューを操作できて、
タイトル入力も簡単にできました。また、再生など
の操作もDAWのようにできてとても快適でした。

TEAC：	そこの部分はこだわりました。Pro	Tools と同じア
サインにしてあるので、感覚的に操作して頂けるの
ではないかと思います。

加藤：	 ジョグダイヤルだけで操作する機器の場合、我々エ
ンジニアのように使い倒す現場だと、経年変化で
効きが悪くなってしまう恐れがあり、操作がモタつ
くのはかなりのストレスになります。過去のタスカ
ムさんの製品のワイヤードリモコンも好きでしたが、
今回キーボードで操作できるようにしてもらえたこ
とは、とても便利です。

TEAC：「DA-3000」はDSDで録れることが大きな特長で
すが、今後DSDの可能性に関してはどのようにお
考えですか？

加藤：	 ミキサーズラボでは音源管理もおこなっているので
すが、過去にアナログレコーディングされたものを
アーカイブしていくときに、あらゆる形のフォーマッ
トに対して汎用性のある「オリジナルの代わりにな
るもの」をDSDで残しておくのはとても有効だと
考えています。実際、マスタリングやリマスタリン
グ作業時に、CDマスターとDSDでアーカイブデー
タを作るという取り組みが様々なスタジオでおこな
われているようですし。そこからPCMや、今後も
出てくるであろう新しいフォーマットに変換するよ
うな流れになっていくのではないでしょうか。もち
ろん、「良い音で録る」とか、「SACD用のマスター
を作る」といった目的もありますが、音源管理の観
点から後世に残すアーカイブ用のフォーマットとし
ての可能性を強く感じています。

TEAC：	弊社でもDSDの可能性には注目しているところで
す。気になるところがあるのですが、DSDだから良
かったのでしょうか？DAそのもののクオリティと
してはいかがでしたか？

小坂：	 DSDが良かったので、まだPCM	DAコンバーター
としては使っていないんです。これから使ってみよ
うと思っています。

三浦：	 ボクもそうなんですよ。これはDSDで使うしかない
でしょと思って（笑）。後で実際に聴き比べてみましょ
う。私はPro	Tools はちょっと色気がないなと思っ
ていて、とにかくPrism	Sound は質感がいいなと
思っています。特にアコース
ティック楽器やボーカルで違い
が出ます。ミックスのときにも
使っていますね。

ミキサーズラボ代表取締役（レコーディングエンジニア）

日本プロ音楽録音賞、優秀賞など受賞歴受賞歴多数

「	LABrecorders	」チーフエンジニア

マスタリングエンジニア

TEAC：	いろいろなDAコンバーターを使ったうえで、今のシ
ステムになったんでしょうか？

三浦：	 そうですね。ボクも、もともとは大きな卓でやってい
ました。でも、やっぱり完全再現という部分でDAW
も使うようになったんです。ただジレンマだったのは、
マスターフェーダーの後の音と録った後の音が違うと
いうこと。「デジタルなのに何でこんなに変わっちゃ
うの？」と思っていました。基本的には原音忠実とい
うものだと思っていましたが、この差はEQやコンプ
で直る次元じゃないんですよね。そういった中でDA
コンバーターをプリズムに換え、プリズムの中でもマ
スターフェーダーの後をデジタルでプリトラックに送
るか、アナログで送るかも試行錯誤して、最終的には
アナログで送る方が音楽的だなと思ったんです。

TEAC：DAして再度ADして録るというスタイルに落ち着い
たんですね。

三浦：	 そうですね。自分の中で許される変化の中に収まって
いるかなと思います。

TEAC：そのシステムにDA-3000を入れて、DSDで録って
みたら良かったということでしょうか。

三浦：	 そうです。SDカードに記録される前の音をインスルー
で聴いてみても、ほとんど変わらなかったです。歌と
かはさっきも言いましたが、前に出る感じで良かった
です。そして、今度は録った後の音も聴いてみたんで
すが、これは少し印象が変わるんですね。許される変
化の中には収まっているんですが、やっぱりメディア
に入るとしょうがないのかなと。

TEAC：	DA-3000を使用された他のエンジニアさんにも聞い
たことがあるのですが、CFと SDでも音が違うとい
う声もあります。	CFの方が良い印象というエンジニ
アさんが多いですね。TASCAMブランドのCFカー
ドも販売していますので、この辺りも今後検証してい
きたいと思っています。今後、「もっとこうして欲しい」
というような要望はありますか？

三浦：	 そうですね、タスカムさんの「フラットな音づくり」
の良さは残しつつも、その基本がしっかりしているが
故の色を付けた音っていうのも聴いてみたいなという
気持ちがあります。これは、マスタリングエンジニア
とはおそらく考え方は違うのでしょうけれども、レ
コーディングエンジニアは、かつてアナログのテープ
レコーダーを各自好みの調整にして、良い意味での音
の変化をイメージして使っていました。私的には、ス
チューダーのハーフインチのテレコと3M社の996
のテープっていう組み合わせが大好きだったんです。
そういうサウンドの「変化」をシミュレートするプリ
セットなんかがあったら、もっと楽しくなるんじゃな
いかなと。もしご興味を持って頂けたら開発に協力し
ますので（笑）、是非ご検討いただけたら嬉しいです。

TEAC：それは面白いご提案ですね！　ベースの部分はきちん
と残しつつ、そうした試みができたらいいなと思いま
す。具体的に部品の選び方とか、回路の作り方とかに
なってくると思いますけど。タスカムのスイッチで「タ
スカムの音」が出ると面白いかもしれません。

	 										本日はどうもありがとうございました。

PCM/DSD録音が可能
高機能マスターレコーダー

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
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MIDI端
子

 90dB 1 1 HDDA 382g 96kHz 24bit バスパワー なし

 100dB 2 2 HDDA 500g 96kHz 24bit バスパワー なし

 117dB 4 4 HDIA 2.2kg 192kHz 24bit セルフパワー なし

    Ultra- 
 104dB 20 20 HDDA 2.7kg 192kHz 24bit セルフパワー あり

    Ultra- 
 100dB 16 8 HDDA 2.8kg 96kHz 24bit セルフパワー あり

    Ultra- 
 101dB 4 4 HDDA 1.6kg 96kHz 24bit セルフパワー あり

    Ultra- 
 101dB 2 2 HDDA 1.1kg 96kHz 24bit セルフパワー あり

    Ultra- 
 101dB 2 2 HDDA 660g 96kHz 24bit バスパワー あり

 ― 1 1 ― 93g アナログ アナログ 電池 なし

 98dB 6 6 HDDA 500g 192kHz 24bit バスパワー なし

MiNiSTUDIO PERSONAL US-32

MiNiSTUDIO CREATOR US-42

US-366

UH-7000

Celesonic US-20x20

US-16x08 

US-4x4

US-2x2

iXR

iXZ

かんたん操作で音声演出を楽しめるインター
ネット配信向け家庭用放送機器。
インターネット配信に絞ったシンプルな
エントリーモデル。

*	ヘッドホン
のみ

4-5ページ

4-5ページ

17ページ

18-19ページ

18-19ページ

20-21ページ

20-21ページ
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*	マイク使用時

かんたん操作で音声演出を楽しめるインター
ネット配信向け家庭用放送機器。
マイク2本の同時使用が可能なハイグレード
モデル。

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。

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。
マイクプリアンプ/ADDAとしても活用できる
USBオーディオインターフェース。

Ultra-HDDAマイクプリアンプを8基搭載、
3モード切換による高い汎用性。
192kHz対応20入力20出力オーディオ/
MIDIインターフェース。

アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンド
レコーディング。iPad接続にも対応したオーデ
ィオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。

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4入力4出力USBオーデ
ィオ/MIDIインターフェース。

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2入力2出力USBオーデ
ィオ/MIDIインターフェース。

持ち運びやすいスタイリッシュボディに収めら
れたクリアなサウンド。	
iOSデバイスに直結できるシンプルなオーディ
オ/MIDIインターフェース。

ギターも、マイクも、どこでも手軽にレコーディ
ング。
ファントム電源対応iPad/iPhone/iPod	touch
用マイク/ギターインターフェース

家庭用放送機器

家庭用放送機器

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

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

USB オーディオ/MIDIインターフェース

USB オーディオ/MIDIインターフェース

USB オーディオ/MIDIインターフェース

USB オーディオ/MIDIインターフェース

オーディオ/MIDI インターフェース　
for iOS/Mac/Windows

iPad/iPhone/iPod touch用
マイク/ギターインターフェース

オーディオインターフェースの性能比較と録音スタイル

ドラム・バンド
	レコーディング

インターネット
生放送に

鞄に入れて
持ち運ぶ時に

自宅で
楽曲制作

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
●Avid: Pro Tools 11
●Steinberg: Cubase
●Ableton: Live 9

オープンプライス

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 SP20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（https://
tascam.jp/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
MIXER

+48V
PHANTOM

+4dB
LINE INPUT

録音スタイル

録音スタイル
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オープンプライス

US-20x20 リアパネル

1台3役、仕事がひろがる万能機。
 Ultra-HDDAマイクプリアンプを8基搭載、3モード切替による高い汎用性。
192kHz動作に対応した USB3.0/2.0 20イン20アウトオーディオ/MIDI インターフェース。

USB AUDIO / MIDI  INTERFACE

● 電源(PC接続時)：専用ACアダプター（GPE248-120200-Z）、DC12V
● 電源(iOSデバイス接続時)：専用ACアダプターより供給(付属、GPE248-120200-Z)
● 消費電力：20W
● 外形寸法(標準)：445(幅) x 59(高さ) x 219(奥行き)mm
● 外形寸法(ラックマウントアダプター装着時)482.6(幅)x44(高さ)x222.4(奥行)mm
● 質量：2.7kg 

US-2x2-SC
US-4x4-SC
US-16x08
US-20x20

US-20x20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。

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。

20イン 20アウトUS-20x20

US-20x20

どのような音源を入力しても
つまみを回すだけで高音質
を入力できる、独自のUltra-
HDDAマイクプリアンプを搭
載しています。

マイクプリモード時、これまでのADコンバーターモード
に加えDAコンバーターモードが切り替え可能に。
※Settings Panel Version 2.1以降対応

専用ソフトウェアSettings Panel Version 2.0から、最新
情報を表示するインフォメーションウインドウと自動アップ
デート機能を追加。ホームページで最新情報をチェックする
わずらわしさから解放され、より音楽制作に集中できる環境
を提供します。

デスクトップでの使用の他、ラックマウントしての使用にも応
えられるよう、ラックマウントアダプターを付属しています。

US-20x20を2台使用し光デジタル接続するこ
とで16XLR入力のレコーディングシステムを構
築することもできます。

■ 8系統の+48V対応XLR/TRS入力と
  2系統の-10/+4dB切替対応TRS入力
■ 外部AD/DAコンバーターとの接続を可能にする
  S/PDIF COAXIAL入出力
■ 外部クロックジェネレーターと接続できる
  WORD入出力

■ 最大24bit/192kHzフォーマットの
  ハイレゾ録音に対応
■ 奏者のモチベーションを高めるモニタリング用
  リバーブエフェクトを装備
■ Windows 10でのUSB3.0接続に対応しています。
 その他の対応OSでは、USB2.0接続となります。
■ USB2.0接続時も、USB3.0と同様の伝送チャンネル
 数、対応フォーマットにてお使いいただけます。

※本機能を使用するためには、使用しているパソコンがインターネット
に接続されている必要があります。

kHz
192

24
bit

for Windows
for Mac OSX
for iOS

GUITAR
DIRECT

DSP
MIXER

+48V
PHANTOM

STEREO
MIX

16イン 8 アウト

オープンプライス

US-16x08 リアパネル

US-16x08 US-20x20

US-20x20画面例

1台でドラムやバンドををマルチ録音。
アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング
iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。

● 電源(PC接続時)：専用ACアダプター（GPE248-120200-Z）、DC12V
● 電源(iOSデバイス接続時)：専用ACアダプターより供給(付属、GPE248-120200-Z)
● 消費電力：12W
● 外形寸法(標準)：445(幅) x 59(高さ) x 219(奥行き)mm
● 外形寸法(ラックマウントアダプター装着時)482.6(幅)x44(高さ)x222.4(奥行)mm
● 質量：2.8kg 

US-2x2-SC
US-4x4-SC
US-16x08
US-20x20

US-2x2-SC
US-4x4-SC
US-16x08
US-20x20

US-16x08

US-16x08

業務用機器のバランス接続だけでなく、キーボードや
アンプシミュレーターなどアンバランス機器の接続に
も対応しています。 

USBを接続せずに起動すると、単体マイクプリア
ンプとして使えるスタンドアロンモードで起動。マ
イクプリアンプを持たないインターフェースやPA/
SRミキサー用マイクプリアンプとして活用するこ
ともできます。US-16x08を2台接続することで
16XLR入力のインターフェースとすることも可能
で、大規模なレコーディングにも対応できます。

その他　共通仕様

■ 8系統の+48V対応XLR入力と
  8系統の -10/+4dB切替対応TRS入力
■ フロントパネルの2系統のTRS入力は
  ライン入力とギターの直接入力に対応
■ リアパネルの6系統のTRS入力は
  -10dB/+4dB入力の切替が可能

■ iPadなどの iOSデバイス接続に対応

■ MIDIキーボード等の接続
 ができるMIDI入出力端子

■ 主要DAWとの動作検証済

■ 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

■ 最大24bit/96kHzフォーマットのハイレゾ録音に対応
■ USB2.0によるパソコンとの接続

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

kHz
96

24
bit

for Windows
for Mac OSX
for iOS

GUITAR
DIRECT

DSP
MIXER

+48V
PHANTOM

STEREO
MIX

DSPミキサーと新開発のUSBドライバー

インフォメーションウインドウと 先進なデザインと

各チャンネルにEQ/COMPを装備

自動アップデート機能 実用的な設計の共存

高音質を提供する
Ultra-HDDAマイクプリアンプ

US-2x2-SC
US-4x4-SC
US-16x08
US-20x20

高品位マイクプリアンプとしても活躍 様々なレコーディングシーンに対応
合計20チャンネル入力/20チャンネル出力

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

低レイテンシー、遅れのない
ダイレクトモニタリング機能

本体を接続せずにインストールできる
ドライバーソフトウェア

4バンド イコライザー と コンプレッサー を
各チャンネルに装備した 本格的なDSPミキサー

■ アナログ/デジタル出力のマイクプリとして
  活用できるマイクプリモード
■ PA/SRやキーボードミキサーとして活用できる
  ミキサーモード
■ DAWでのレコーディングに活用できる
  インターフェースモード

3モード切替による高い汎用性

Version Upgrade Version Upgrade

バージョンアップグレードについて        US-20x20 / US-16x08ファームウェアと専用ソフトウエア Settings Panelは不定期にバージョンアップを行います。　バージョンアップ以前の
製品をお持ちの場合でも、それぞれTASCAMホームページから無償でダウンロードすることができ、バージョンアップに伴う新機能をご利用いただくことが可能です。詳細はTASCAMホームペ
ージ、各製品の「アップデートインフォメーション」をご参照ください。　Settings Panel Version2.0をダウンロードしていただければ、今後のアップデートはすべて自動で行われます。

共  通 ※型番表示がないものは共通仕様です。

スタンドアロンモードで
単体マイクプリアンプに
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スピーカーヘッドホン

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

スピーカーヘッドホン

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

A/D
アナログ
↓

デジタル
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

https://teachme.jp/r/roomP7TA7a8m

TASCAMのWEBサイトでは、超簡単スタートアップガイドを掲載しております。

箱を開けるとこをから始まる準備編やソフトのインストール編、実際の使用に

沿った操作編など動画も含めたわかりやすいガイドですので、是非ご覧ください。

動画も
見られます

2 イン 2 アウト 4 イン 4 アウト

US-2x2-SC     US-4x4-SC

US-2x2-SC US-4x4-SC

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

US-4x4-SC

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

どのような音源を入力してもつまみを回すだけで高
音質入力でき、放送業務で使われる業務用レコーダ
ーにも採用されているマイクプリアンプを搭載。

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。

オーディオインターフェースを様々な用途で使うためには、パソコ
ンおよび本体内部の信号経路を用途に合わせて変更する必要
があります。Settings Panelではモード切替で用途を選ぶだけ
で、最適な信号経路に設定されます。

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。

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。

音楽制作を始めるエントリーユーザーに適した2入力

のスタンダードモデル。

アコースティック楽器のマルチマイクレコーディング

に対応する4入力のステップアップモデル。

US-2x2-SC
US-4x4-SC
US-16x08
US-20x20

US-2x2-SC
US-4x4-SC
US-16x08
US-20x20

インスピレーションを刺激する音、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。

kHz
96

24
bit

for Windows
for Mac OSX
for iOS

GUITAR
DIRECT

+48V
PHANTOM

オープンプライス オープンプライス

US-2x2-SC リアパネル US-4x4-SC リアパネル

※画像はUS-2x2-SC

US-4x4-SC
● 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

US-2x2-SC
● 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-P520E)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

US-4x4-SC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、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系統装着し、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。

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-SCは別売ACアダプターPS-P520Eが必要です。

US-2x2-SC
US-4x4-SC
US-16x08
US-20x20

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

新開発
USBドライバー

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

余裕の帯域幅
USB2.0によるパソコンとの接続

最大24bit/96kHzフォーマットの
ハイレゾ録音に対応

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-SC

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

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

用途に合わせたセッティングが
かんたんにできるモード切替

創造力を刺激する先進なデザインと
実用的な設計の共存

USB AUDIO / MIDI  INTERFACE
Version Upgrade

バージョンアップグレードについて      US-4x4/US-2x2ファームウェアと専用ソフトウエアSettings Panelは不定期にバージョンアップを行います。　バージョンアップ以前の製品
をお持ちの場合でも、それぞれTASCAMホームページから無償でダウンロードすることができ、バージョンアップに伴う新機能をご利用いただくことが可能です。詳細はTASCAMホーム
ページ、各製品の「アップデートインフォメーション」をご参照ください。　Settings Panel Version2.0をダウンロードしていただければ、今後のアップデートはすべて自動で行われます。

共  通 

共  通 

※型番表示がないものは共通仕様です。

※型番表示がないものは共通仕様です。

Windows版のSettings Panel は、多彩な機能を搭載。音楽
制作での活用はもちろんのこと、インターネット配信やインタ
ーネット通話アプリでの活用も。モード切替をするだけで用途
にあわせたセッティングが可能です。カスタムモードも搭載して
いるため、自分の環境に合わせたセッティングを記憶させるこ
とも可能です。

インターネット配信など
音楽制作以外の用途にも Windowsのみ

買ったその日から音楽制作ができるよう、DAWソフトウェア
のライセンスをバンドルしています。

専用ソフトウェアSettings Panel Version 2.0から、最新情報
を表示するインフォメーションウインドウと自動アップデート機
能を追加。ホームページで最新情報をチェックするわずらわしさ
から解放され、より音楽制作に集中できる環境を提供します。

※本機能を使用するためには、使用しているパソコンがインターネットに
接続されている必要があります。

CUSTOM：お使いの環境に合わせた設定を保存できるモード

TALKING：Skype 等のインターネット通話に最適な設定

BROADCAST / KARAOKE：
インターネット配信やインターネットカラオケに最適な設定。パソコンの音声
を再度パソコンに送るループバック機能が有効になります。

DAW：DAW ソフトウェアを使用した音楽制作に最適な設定

インフォメーションウインドウと
自動アップデート機能

※画像はUS-2x2
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US-2x2US-2x2

「 低域がしっかりあって、　　　
　　　　　　温かい音で録れます 」

US-2x2 を活用した
DJ mix 録音

「 オーディオインターフェースは
　　　　　　　持ってた方がいい！」

村田 千紘さん　＜プロフィール＞
トランペット奏者。1986年11月、東京都生まれ。幼少よりピアノを習う。中学より吹奏楽部に所属し、トランペットを始
める。早稲田大学に入学し、同大学の音楽サークルで活動。卒業後、トランペットを牧原正洋に師事し、自身の音楽活動を開
始する。JAZZ理論を土岐英史氏に師事。現在は都内のライブハウスにてトリオ、セッションにて活動中。
公式ホームページ　http://genplanning.co.jp/

トランペット奏者　村田 千紘さん

TASCAM TRACKPACK 2x2 インタビュー

DJ / アイドル　ぜらさん

US-2x2-SC インタビュー

TEAC：	 まず、ニューアルバムのプリプロでお使いになった
と伺ったのですが、いかがでしたでしょうか。

村田さん（以下敬称略）：実はプリプロを始める頃に、イベン
トでイタリアのフィレンツェに行かないといけなく
て。で、ホームセンターで買ったクーラーボックス
に入れたらぴったりだったので、クーラーボックス
に入れてイタリアに持っていきました。

TEAC：	 ということは今回のアルバムの楽曲はイタリアで
作ったということでしょうか？

村田：	 そうなんです。Macの Garage	Band 使ってホテ
ルで思いついたら録音して、という感じで。イタリ
アの空気が乾燥していたのもあって、持って行った
マイクで録ったらすごいいい音で録れたんです。

TEAC：	 ホテルに怒られませんでした？	
村田：	 怒られませんでしたね〜。やっぱり音楽には寛容な

のかなっていうのと、泊まったホテルは私が参加し
たイベントの参加者ばっかりだったので、他の部屋
も同じような感じでしたね〜。「あ、あの人練習し
てる！」みたいな。

TEAC：	 イタリアで録音したらいい音だったというのが非常
に興味深いんですが、マイクはどのマイクで録音さ
れたんでしょうか？

村田：	 これですよ、このついてたマイク。スタンドもつ
いてたので、ホテ
ルのデスクに置け
るじゃないですか。
置いてみたらちょ
うどいい高さで。

TEAC：	 セ ッ ト になって
い る TM-80 で す
ね。	ヘッドホンも
TH-02ですか？

村田：	 そうです〜！ほん
とちょうどいい
セットで。

TEAC：	 本日はよろしくお願いします。まず、DJmix の制
作にUS-4x4 をお使いいただき、ありがとうござ
いました！使ってみていかがでしたか？

ぜらさん (以下敬称略 )：オーディオインターフェースを初め
て使ったのですが、どこに繋ぐのかすぐに分かって
使いやすかったです。簡単ですね ?！

TEAC：	 US-2x2は初心者のユーザーにも簡単に使って頂け
るよう、機能を絞って設計したのでそう言って頂け
るととても嬉しいです。どのような機材に繋いで録
音されたのでしょうか？

ぜら：	 オーディオインターフェースを初めて使ったのです
が、どこに繋ぐのかすぐに分かって使いやすかった
です。簡単ですね ?！

TEAC：	 US-2x2は初心者のユーザーにも簡単に使って頂け
るよう、機能を絞って設計したのでそう言って頂け
るととても嬉しいです。どのような機材に繋いで録
音されたのでしょうか？

ぜら：	 最近はPCDJで活動しているので、今回のmix も、
PCDJ で鳴らした音源を、US-4x4 で別の PCに
送ってライン録りしました。PCスタンドの下に
US-4x4を入れて、その前にコントローラーを置い
て使えたので、コンパクトで良かったです。

TEAC：	 セットになっているTM-80ですね。	ヘッドホンも
TH-02ですか？

村田：	 そうです〜！ほんとちょうどいいセットで。
TEAC：	 それは良かったです。ではイタリアのホテルのデス

クで曲を作って録音していた、ということですね。
村田：	 はい。あ、それと練習にも使いましたよ！Garage	

Band に曲を貼って、それに合わせて吹いて、この
マイク (TM-80) で録ってたんですけど、そうする
とタイミングのずれとかピッチのずれとかよくわか
るんです。ヘッドホンで集中して聞きながら、曲に
入っているサックスにピッチを合わせて吹いて、録
音して、聞くんです。今回のアルバムではテナー（テ
ナーサックス）と一緒の曲もあったので、合わせる
練習をしました。すっごいいい練習になりました
よ！

TEAC：	 以前から Garage	Band とオーディオインター
フェースをお使いだったんでしょうか？

村田：	 Garage	Band はちょっと使ってました。インター
フェースは使ってなくて、パソコンの内蔵マイクで
やってましたね〜。

TEAC：	 US-2x2はすぐに使えましたか？
村田：	 あ、はい、すぐ使えました〜！パソコンにつない

でGarage	Band で入力を選んで、、、っていう感じ
で、説明書もなしで何も考えずに操作してたら音で
るようになりましたね。怪しいとこ全部押したら音
出た！みたいな、、、。機械そんな得意な方じゃない
んですけど、大丈夫でした。

TEAC：	 音はどうでしたか？
村田：	 トランペットってペラペラな音になったり、潰れた

感じの音になることが多いんですよ。でもそういう
のもなくて、細かい音も綺麗に録れました。低域が
しっかりあって、温かい音で録れますね。

村田：	 実はトランペットってスタジオで録ってもペラペラ
な音の時が多いんですよ。それは私だけじゃなく
て、他の人の音もそうなんです。生音と全然違うっ
ていうか。ブラスセクションだったらいいのかもし
れないけど、ソロの時は違うんです。アメリカの音
源とか聞いてるとトランペットソロってほんとあっ
たかい音の音源が多くて、なんで違うんだろう〜っ
てずっと思ってたんです。でも、これで録ったらか
なりイメージに近い音でびっくりしました！マイク
とかインターフェースってやっぱり大事ですね！

ぜら：	 最近はPCDJで活動しているので、今回のmix も、
PCDJ で鳴らした音源を、US-4x4 で別の PCに
送ってライン録りしました。PCスタンドの下に
US-4x4を入れて、その前にコントローラーを置い
て使えたので、コンパクトで良かったです。

TEAC：	 DAWはCubase を今回、導入してくださったとい
うことで！ありがとうございます。	

ぜら：	 はい〜！Macユーザーなので、Cubase で録音し
ました。	DAWを使うのも初めてで、いろいろ調べ
ながらですが、簡単に録音できました！

TEAC：	 US-4x4はいかがでしたか？

ぜら：	 音が良かったです！ノイズが気にならなくなりまし
た。以前はPCのマイク端子に直接繋いで録音して
いたので、US-4x4にしたことで音質はかなり良く
なりました。	US-2x2 は USBバスパワーでも動
くので、コンパクトで便利ですね。角度のついたデ
ザインも、ノブがつまみやすいです。

TEAC：	 音質にはかなりこだわっているので、そう言ってい
ただけて安心しました。制作されたMix 音源は早速
SoundCloud に公開されていますね！音質も良いと
思いますが、wavのまま投稿しているのでしょうか。

ぜら：	 はい、Cubaseからwavで書き出してそのままアッ
プしています。SoundCloud は、キレイな状態で
簡単にアップロードできるのですごく便利です。

TEAC：	 Soundcloud や SNSを利用するメリットは大きい
ですか？

ぜら：	 そうですね、まず、DJやトラックメイカーの多く
がSoundCloud を利用しているので、自分のMix
を聴いてもらえる機会が増えて、イベントの出演に
つながります。普段DJで使う音源をSoundCloud
から探すことも多いので、私自身もかなり利用して
います。

	 あとは、Soundcloud の音源をそれ以外のSNSに
も共有することで、より多くの人に聴いてもらうこ
とができます。音源から私のことを知って、DJイ
ベントに来てもらえたらいいな、と思っています。	
特にベースミュージックは普段の生活じゃあまり馴
染みがないと思うので、普段クラブに来ない人が「ク
ラブに遊びに行こうかな」って思えるきっかけにな
れば嬉しいので公開しています。

TEAC：	 ぜらさんがここまで急成長できる理由の一つに、
SNSを上手く使っているというのもあると思いま
す、是非多くのユーザーにいい音で届けられるよう、
機材でバックアップできたら嬉しいです。それでは、
今後の活動についても教えて頂けますか？

ぜら：	 DJだけでなく、自分のライブができるようになり
たいです。	実はいま、トラックメイカーさんにボー
カルを提供して、コラボレーションという形で新曲
を制作中なんです！	音源は秋頃にリリース予定で、
今年中にEPを出したいと思っています。

	 DJを始めていろんな曲を聴いてきたので、今後は
それを生かして自分の好きな曲を作って歌いたく
て。	周りの人に協力していただきながら色んな事
に挑戦したいです。

TEAC：	 それは楽しみですね！DJとライブとでは表現した
いイメージが違うのでしょうか？

ぜら：	 はい！ライブをするとしたら、今やっているゴリゴ
リのDJより、ポップで親しみやすいものにしたい
です。クラブミュージックではあるけど、曲によっ
ていろんな表情が出せると思うので。例えば、	アイ
ドル寄りの可愛いイメージ	に、future	bass を取
り入れたり、TORIENAさんみたいな、可愛いけど
かっこよくてエモいライブもしたいです。	どうな
るのかは、曲ができて実際にライブしてみないとわ
からないのですが ･･･

TEAC：	 トランペットソロの楽曲って、どういう手順で作っ
ていくんでしょうか？

村田：	 テーマみたいな短いフレーズを思いついたら録音し
ておいて、暇な時に聞いて色々考えて、足してい
く感じです。アイディアを録る時はこっちのレコー
ダー (DR-22WL) も使ってます。コードから作る時
もありますけど、ほとんどメロディーが先ですね〜。

TEAC：	 DR-22WLで録音した音をパソコンに移して、曲を
仕上げていく感じでしょうか。

村田：	 パソコンに移すのはライブの音源くらいで、アイ
ディアは移してないです。アイディアとして録った
音は、もう他人に聞かせられるようなものじゃな
くて、パソコンに移すのすら恥ずかしいです（笑）。
フレーズを覚えてマイクと US-2x2 と Garage	
Band で録りなおす感じです。

TEAC：	 DR-22WLもライブ、曲作りとお役に立てているよ
うで嬉しいです。ちなみに村田さんはどんなトラン
ペットをお使いなんでしょうか？

村田：	 メインのトランペットはXOっていうメーカーの
トランペットで、ライトウェイトにしてもらったモ
デルです。鍛えてはいるんですけど、やっぱりずっ
と持ってると長いステージとか疲れるんですよ。ス
ポーツって男女別じゃないですか。でも音楽は男女
別じゃないので、ズルい！と思って軽くしてもらい
ました（笑）。

TEAC：	 軽くするって、薄くするんでしょうか？	
村田：	 そうです、薄くしますね。音も変わって、明るくな

ります。
TEAC：	 全部で何本くらいお持ちですか？
村田：	 トランペットは全部で 3本もってます。あとフ

リューゲルホルンもあります。私は欲しい楽器出て
きたら微妙なのは手放してしまうので、持ち物少な
い方だとは思いますよ。あ、でも今回自分で録音し
てみて、オーディオインターフェースは持ってた方
がいいな〜って思いました。

TEAC：	 それはどういった理由でしょうか？
村田：	 録音するだけの道具だったら借りればいいな〜って

思ってたんです、年に何回もレコーディングしない
ので。でも、録音することが日頃の練習になるって
いうことが今回	わかったので、絶対持ってる方が
いいって思いました！レコーディングの練習にもな
るし、リズムの練習にもなるし。慣れって怖いので、
変な音に慣れちゃう前にちゃんと録った、いい音を
覚えた方がいいと思います。

TEAC：	 客観的に聞けますしね。
村田：	 そうですよ。絶対買った方がいいです！
TEAC：	 ナイスなコメント、ありがとうございます。今日は

貴重なお話をありがとうございました。

	 一貫して考えていることは、私が大好きな今のクラ
ブカルチャーを多くの人に知ってほしいし、遊びに
来てほしいということです。	中田ヤスタカさんや
tofubeats さんみたいなアーティストは皆が知っ
てるクラブカルチャーの代表的な方々だけど、きっ
と見えているのは一部分でしかなくて、もっとコア
な部分まで汲み取ったものを同年代のDJやトラッ
クメイカーさんたちと表に出していきたいです。	
私の活動の幅を広げることによって、そのきっかけ
が増えたらいいなと！

TEAC：	 素晴らしいと思います！いい意味で、これからのカ
ルチャーを塗り替えてくれるような期待が、インタ
ビューを通じてより大きくなりました。	あの、ち
なみに「ぜら」の由来って何かあるのですか？

ぜら：	 由来は特にないですー！

	 強そうな名前にしたくて、、笑

TEAC：	 ないんすか！！笑
	 まあ確かに強そうですね。いや ??面白い！今日も

これからDJですよね、お忙しいところご協力頂き、
本当にありがとうございました！クラブカルチャー
にもすごく興味が湧きましたよ！これからの活躍、
心から楽しみにしています。ボーカル録音の際はま
た何かお手伝いさせて頂けたら、嬉しいです。

	 ではでは。

トランペット奏者として活躍されている村田 千紘

さんには、TASCAM TRACKPACK 2x2とDR-

22WLをお使いいただいています。特にTASCAM 

TRACKPACK 2x2はアルバムの制作開始にあたっ

てプリプロ用にご導入頂きました。どのようにプリ

プロでお使いいただいたのかインタビューをさせて

頂きました。

ぜらさんは東京を拠点に、全国のクラブイベント、
アイドルイベントで活躍中の若手DJです。

「DJ歴はまだ半年…」と控えめに語る彼女ですが、
毎週のように東京を訪れては数多くのクラブイベン
トに出演、グライムと呼ばれるブラックミュージッ
クを中心に、Future Bass、チップチューン、ジュ
ーク、トラップ等、新ジャンルの楽曲を織り交ぜた
DJで会場を沸かす実力派。

また、一方ではアイドルとしても活躍しており、
「大丈夫？低音足りてる？」「#ぜらちゃんのフォ
ロワーを増やそう」「お願い?ウニ?ウニ???」等の
鋭利なツイートが添えられた自撮りも人気。デジタ
ルネイティブ世代ならではのアイドル性とルックス
で、今最も目が離せない新世代DJの一人です。

今回、自身のDJmix制作と今後の音楽制作用に
TASCAMのオーディオインターフェース US-4x4 ,
US-2x2を導入して頂き、レビューして頂く運びとな
りました。東京は赤坂にて、撮影を交えながら敢行さ
れた取材と、現在制作中の音源や、DJ活動にかける思
いが語られたインタビューの様子をお届けします。

【プロフィール】

好きな食べ物はたこ焼きとウニと小龍包。	2015年秋ごろに
DJとしてのキャリアを大阪でスタートさせ、2016年からは
東京に拠点を移しDJだけでなくモデル活動やソロでのライブ
活動、ボーカル提供を始めた。東名阪や札幌など全国各地で
活動している。インターネットに強く、アイドル的な容姿か
らクラブ界隈に留まらずサブカル、アイドル系イベントにも
多く出演しアイドルヲタクへ低音を補給している。ベースハ
ウスやトラップ、ブレイクビーツ等をmixしたDJだけでなく
アイドル曲やアニソンでのDJも得意としており、ファンの多
くはアイドルヲタクである。	おいしいウニを食べるために日
々努力している??

SoundCloud
https://soundcloud.com/user720539519/mix3
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beyerdynamic
TG D52d

US-2x2
US-16x08VL-S3BT

ドラマー  村石 雅行さん
ドラムスクール・スタジオ訪問

録音のススメ
by TASCAM US-16x08

■ レコーディングシステム

■ 〜録音〜楽曲のエンディング〜● スタジオのマイク、回線

● 録音テストの様子

● DAW

村石 雅行さんのスタジオにはUS-16x08が2台導入
されており、主宰されるドラムスクール「村石 雅行
ドラム道場」においてもこの録音システムの稼働が
予定されています。実際の運用に先立ち、村石さん
旧知のエンジニア福島 浩和さん、道場生でありスタ
ジオミュージシャンの藤原 佑介さん、佐伯 シンタロ
ウさんがスタジオに集まり、機材操作の確認や録音
テストが行われました。スタジオのシステムや録音
テストの模様をご紹介いたします。

東京藝術大学音楽学部打楽器科卒業後、プログレッシブバンド
KENSO（1988〜2004）や葉加瀬太郎さん率いるクライズラー＆カ
ンパニー（1989〜1996）に参加。1994年より松任谷由実さんの
ツアーメンバーとして全国ツアーに参加。1999年より椎名林檎さん
の全国ツアー、レコーディングに参加、"村チン"として親しまれる。名
曲『本能』で聴かせた圧倒的・工事現場的ドラミングは有名。2007年
にはアンジェラ・アキさんの全国ツアーに参加。ドリカムやポルノグラ
フィティなど多くのイベントライブやスタジオワークをハードにこなし
ながら、2009年からはスキマスイッチの全国ツアーに参加、現在に至
る。2011年4月、ドラムスクール「村石雅行ドラム道場」を東京都内
に開校。	公式ホームページ			http://ds.muraishi. info/

マイクスタンド、ケーブルは常設されており、9チャンネルが

使用されています。マイクは定番のNEUMANN	U87Aiの他、

タム用にはbeyerdynamic	TG	D52dが採用されています。

2台のUS-16x08は1台目がコンデンサーマイク、2台目が

ダイナミックマイク用に割り当てられています。

DAWソフトウェアは、ProTools	 11が採用されています。

録音時にもプラグインエフェクト及びAUXバスの使用が必要

であるため、ProTools	11の低レイテンシーモニタリングは

オフになっています。

まずはサウンドチェックが行われました。この段階で音質や

レイテンシーのチェックが実施され、良好な結果となりまし

た。音質のチェックは道場生の藤原さん、佐伯さんに加え村

石さん直々に演奏してのチェックが行われました。

機器のオペレートは村石さん自身によって行われることとな

っており、道場ではドラム抜きのカラオケ音源などに合わせ

ての録音が行われます。この日は、佐伯さんが作曲した楽曲

に合わせて録音が行われました。録音後の会話の様子をご紹

介します。

後列左から
	 ドラマー　藤原	佑介さん		 株式会社ハーフトーンミュージック
	 エンジニア　福島	浩和さん	 株式会社デイブレイクワークス
	 作編曲家・ドラマー　佐伯	シンタロウさん
	 　　　　　http://shintarosaeki.web.fc2.com/

US-16x08-Bのライン出力がTRSケーブルでUS-16x08-A

のライン入力に接続されています。LINE	9-10は端子が前面

であるため、US-16x08のフロントパネルに入力されてお

り、レベルも調整後テープで固定されています。

US-16x08-A_ch1	:		Top	L	 US-16x08-B_ch1	:	 BD

US-16x08-A_ch2	:		Top	R	 US-16x08-B_ch2	:	 SN	Top

US-16x08-A_ch3	:		Blank	 US-16x08-B_ch3	:	 SN	Bottom

US-16x08-A_ch4	:		Blank	 US-16x08-B_ch4	:	 H-Tom

US-16x08-A_ch5	:		HH	 US-16x08-B_ch5	:	 M-Tom

US-16x08-A_ch6	:		Blank	 US-16x08-B_ch6	:	 F-Tom

US-16x08-A_ch7	:		Blank	 US-16x08-B_ch7	:	 Blank

US-16x08-A_ch8	:		Blank	 US-16x08-B_ch8	:	 Talkback

前列					村石 雅行さん【プロフィール】

村石さん（以下敬称略）：OK！（停止操作）

福島さん（以下敬称略）：村石君止めるの早い！（笑）

村石：	 良くなったじゃん！曲の入りのタムとかいい音して
たよ。いまのテイク聞いてみよう。

藤原さん（以下敬称略）：先生が仰っていた脱力を意識して
叩いたんですけど、曲が進むとだんだん意識が弱く
なってしまって。録音して聞くと色々わかりますね。

藤原：	 先生の波形は綺麗ですね。

村石：	 でもね、こういうのってピッタリならいいってもの
でもないんだよ。すごい有名なドラマーでも、え
〜！っていうくらいずれてる事もある。クリック入
れると聞けないんだよ、ヨレヨレで。でも再生する
とカッコいいんだよ。やっぱり聞いてどうかってい
うのが大事。これは録ってみないとわからないからね。

佐伯さん（以下敬称略）：レッスンでもそこまでやるんです
か？？

村石：	 いや、レッスンでは編集とかはやらないよ。録って
みて、ほら、こんな感じだよ、ってやるだけ。

TEAC：	 レッスン以外の用途でもこのシステムをお使いにな
る予定はありますか？

村石：	 もちろん。まずね、スネアの音色とかもっと勉強し
たいんだよね。スネアたくさん持ってるから、マイ
ク乗りのいいスネアがどれか自分で試してみたいし、
マイクを通した音を聞いて先にチューニングをして
おく、とか。

佐伯、藤原：マイク乗り？

TEAC：	 実際の楽器の音と、マイクを通した音の違いみたい
なものがありますね。アコースティックギターが有
名です。マイク通した時の方がいい音もあるし、そ
の逆もありますよね。

福島：	 ありますね〜。

村石：	 そうなんだよ、全然違うんだよ、マイク通すと。マ
イクで録らないとわからないこと、ドラムの場合は
すごい多い。

藤原：	 さっき録音して、先生に「もっと高い方がいい」っ
てチューニングを指摘されたんですけど、自分で聞
いた感じでは、すごいハイピッチだったんです。で
も実際に録ると、ピッチ感がすごい下がるんだなと
思いました。

村石：	 基本的にスネアは、自分で思っているよりも少し低
いのかもしれないね、録音すると。

福島：	 そういうもんなんだね、ドラマーとしては。

TEAC：	 距離の関係もあるかもしれませんね。ドラマー席っ
て至近距離ですけど、サウンドメイキングはトータ
ルサウンドなので、落ち着いて聞こえるのかもしれ
ません。アタック音、倍音成分の聞こえ方の違いか
もしれません。

藤原：	 確かに。タムのチューニングで低音が欲しい時も、
アタックがよく聞こえるので下げてチューニングす
ると、スピーカーから出る音はベタベタしすぎで
ちょっと違う、っていうことはありますね。

村石：	 そう。違うんだよ、マイクを通した音は。

藤原：	 レコーディング以外で録音できる環境があまりな
かったんですが、今回録音してみて、本当に勉強に
なりました。

福島：	 このUS-16x08って、この誰でも買えそうな値段
で作れたのがすごいよね。

村石：	 昔から ProTools とマイクプリだけは手を出さな
いようにしてた、何百万の世界だからって言われて
（笑）US-16x08は ProTools でも使えるし、両方
買ってもこの値段で揃うって、時代だよね。

佐伯：	 最後に先生のお手本ドラムが聞きたいです！

村石：	 今日はもうプレーヤーの気分じゃない！（笑）

TEAC：	 今日は、トッププレーヤーならではの音楽に対する
シビアなスタイルを勉強させて頂くことが出来ま
した。大事なことをお伺いしていなかったのですが、
US-16x08の音はいかがですか？	

村石：	 音いいよ、全然問題ない！！タムのマイクも良く録
れてるよ！でも最近発表されたUS-20x20ってい
うのもちょっと気になってる（苦笑）。

TEAC：	 音質にご満足いただけたようで大変嬉しいです。
US-20x20はオーディオパーツのグレードがさら
にワンランク上になっています。

村石：	 じゃあそっちがいいな（笑）。

TEAC：	 前向きに検討します（笑）。今日はありがとうござ
いました。

TEAC：	大変嬉しいです、ありがとうございます。
村田：	 ひとつお願いがあるんですが、、、、このオーディ

オルームのシステム (ESOTERIC+TANNOY	
Kingdom	Royal) で聞いてみてもいいですか？

TEAC：	もちろん！このシステムはすごいですよ。帰れ
なくなりますよ（笑）

〜〜		以下アルバムを聞きながら会話が進みます。	〜〜
TEAC：	このアルバム、制作期間としてはどれくらいか

かっているんですか？
村田：	 全部で2週間くらいですね。
TEAC：	すごく短いですね！
村田：	 そうなんです、すごい短時間で仕上げました。

年末くらいから曲の準備を始めたんですが、鳴
瀬さんがカシオペアでものすごく忙しくて。
IKUOさんも色々忙しかったので、今年の1月
頃に予定を合わせて一気に制作作業をしました。

TEAC：	作曲やアレンジはそれぞれのメンバーさんが
行ったのでしょうか？

村田：	 そうです。それぞれ曲書いて、アレンジして。
その方法がこのバンドは結構合ってるみたいで。
ベース3人なのでベースが3パートあるんで
すけど、僕と IKUOさんの場合だと、まず3人
分弾いちゃうんです。それをパラデータ（各ト
ラックが独立したオーディオデータ）にして他
のメンバーに渡して、各々のパートを弾きなお
してもらうっていう方法で楽曲制作を進めまし
た。鳴瀬さんとドラムとキーボードはスタジオ
で録って、あとは持って帰って録音したんです。
IKUOさんと僕は家で録音したんです。かかっ
た時間が少ないというよりは、時間がない中で
宅録を駆使して仕上げた感じですね。

TEAC：	DAWは何をお使いですか？
村田：	 Mac なので ProTools です。音源は Reason

です。オーディオインターフェースがUS-2x2
です。前は他のインターフェースを使っていた
んですけど、機能とかはあまり必要なかったの
でUS-2x2に変えました。

TEAC：	US-2x2の方が使いやすいですか？
村田：	 不安になるくらい使いやすいです。（笑）これ

だけでいいんだよね？っていうくらいシンプル。
US-2x2 だと使う時に悩まなくていいです。曲
のアイディアが沸いた時に、セットアップとか
大変だとアイディアがなくなっちゃうんですよ
ね。シンプルで使いやすいので、作曲ではすご
く助かってます。	

村田さんご自宅の制作環境

レコーディングスタジオと
自宅を活用したアルバム制作

TEAC：	今日はお越しいただきましてありがとうございま
す。ニューアルバムをリリースされたそうですね。

村田さん（以下敬称略）：	これです！US-2x2で録音し
た音をそのまま使ってます！

US-2x2とVL-S3BTを
活用したアルバム制作

THE CHOPPERS REVOLUTION
制作環境インタビュー

ベーシストとして精力的に活動されている村田隆行
さんには、多くのTASCAM製品をお使いいただいて
おります。ご自身のバンドである THE CHOPPERS 
REVOLUTIONのニューアルバムにおいてオーディオ
インターフェースUS-2x2をお使いいただいたとのこ
とで、どのような環境でニューアルバムを制作された
のか、インタビューさせて頂くことが出来ました。

【プロフィール】

十代の頃よりR&B、FUNK、FUSION、ROCKなどの音

楽に憧れギターを始めるがベースに転向。NYのギタリス

ト・HiramBullockとのセッションをきっかけに上京。鳴瀬

喜博・IKUO・村田、3人のベーシストによるユニット「The	

Choppers	Revolution」を結成し、2枚のフル・アルバムと

ライブDVDを発表。小比類巻かほるや日野皓正、吉田仁美、

高橋みなみ、ベーシスト・日野JINO賢二、SAX奏者・小林

香織、トランペット奏者・村田千紘、シンガー・RIKIMARU

など、ベース・プレイだけではなく、アーティスト・プロデ

ュース、楽曲提供や編曲、トラック制作も行っている。そし

て自身のリーダー・ライブやセッション活動も定期的に行っ

ており、いろいろなジャンルのミュージシャンとのコラボレ

ーションも行っている。様々な音楽に対応する柔軟なベース

プレイ、かつ全面に出てパフォーマンスも出来る多彩なベー

スプレイヤーである。

オフィシャルホームページ　http://takayukimurata.com/

村田：	 そうなんです。音量感よりも、自分の聞きたい
レンジが聞けるかどうかと、自分がちゃんと演
奏できているか確認できる方が大事。でも、自
分で買える値段の製品だと「加工された音」に
なっていることが多くて困ってました。そうい
う「加工された音」の機材でレコーディングや
プリプロをすると、いざスタジオでミキシング
の時に、「え？」ってなることが多いんです。

TEAC：	予定と違う音が出ててくる、思ってた音で録音
できてなかった、ということですね。

村田：	 そうなんですよ。この US-2x2 と VL-S3BT
の環境で録音した音はそういうことが無くて、
ストレスなく制作を進められました。全然問題
ない音です。

TEAC：	接続する時にエフェクターとか他のプリアンプ
は使っているんですか？

村田：	 それが、、、、なにもつないでいないんです。ベー
スに Avaron のプリアンプとかDI を使う人は
多いと思いますけど、僕なんにもつながないん
です。必要ですかね？（笑）

TEAC：	Avaron 使えば Avaron の音になりますので、
Avaronの音が好きなら必要だと思いますよ（笑）

村田：	 そういうことですよね。US-2x2 につないでみ
てこの音が好きだったんで、本当に何も繋いで
ないです。ちょうど今流れてるこの曲は僕の音
良く聞こえるんで聞いてみてください。

〜〜		8 曲目	Travels を大音量で試聴		〜〜
TEAC：	いい音で録れてますね（笑）
村田 :	 でしょ？（笑）突き詰めるところ、大事なのは

機材の種類ではなくて、欲しい音のコンセプト
だと思うんですよ。それを表現するにはUS-
2x2で十分だった、っていう感じですね。そう
いえば、この PEAK ランプって、あまり気に
しなくても大丈夫じゃないですか？

TEAC	:	実はこのランプ、初心者の方が使いやすいよう
に比較的低めのレベル (-1dBFS) から点灯する
ように設定されているんです。

村田 :	 やっぱりそうですよね。最初はランプを気にし
ていたんですが、途中からランプついてもすぐ
歪まないなと思って、音聞きながらレベル合わ
せしていました。逆についてるくらいの方が音
がいい感じでした。

TEAC	:	業務用機器のOVER ランプとは動作が異なり
ますので、音聞いて大丈夫でしたら大丈夫だと
思います。

TEAC：	それはコンセプトが伝わったようで嬉しいです。
入出力数は十分でしょうか？

村田：	 部屋で録音するのって結局ベースと、たまに
キーボードくらいなので、2入力で十分ですね。
そもそも、制作環境のコンセプトが「シンプル」
なんですよ。VL-S3BT を選んだ理由もそこに
あって。前はもっと大きいスピーカー使ってた
んですけど、結局部屋だと大きい音で鳴らせな
いんですよね。かと言ってヘッドホンで制作し
ていると耳が疲れてきて、音が分らなくなっ
ちゃうんです。スピーカー鳴らすのは大切だな
と思って、小さくて音のいいスピーカーを探し
ていたんです。

TEAC：	音質的にはいかがでしたでしょうか？
村田：	 前使っていたインターフェースにくらべて、いい

意味で音量感がないんです。それは音が小さいと
いう意味ではなくて、音が色づけされていない感
じです。出力側も同じ感じの音ですね。プレー
ヤーって制作中はいい音で聞きたい訳じゃなくて、
演奏した音をそのまま聞きたいんです。で、どこ
が良かったか、悪かったか。それが聞きたいんで
すよね。TASCAMさんの製品は音がそのままで
すよね。そのまま聞くことができれば、音量感っ
てそんなに重要じゃないんですよ。

TEAC：	後から音量感はコントロールできますからね。

村田 :	 この部屋で VL-S3BT を聞いてみたいんです。
VL-S3BT を机の上にケースみたいなのを置い
てその上に置いてるんですけど、前に聞いた時
はもっと低音出てた気がするんです。この部屋
で聞いても同じなのかなと思って。

TEAC	:	お応えできそうなのでやってみましょうか。
〜		オーディオボードの上にVL-S3BTをセッティング		〜

村田 :	 じゃあこの音源で。Bluetooth でいきますか？
TEAC	:	そうですね、せっかくですので。（苦笑）

〜〜		試聴		〜〜
村田 :	 全然違いますね〜！やっぱりもっと低音出るん

だ、このスピーカー。置き方ですね。
TEAC	:	おそらく、VL-S3BT を置いているケースが悪

い影響を与えているんじゃないかと思います。
スピーカーは動かないように置く方が良いので、
まず大事なのは置いた場所が動かない、重い事。
あとはスピーカーがその置いた場所にきちんと
接地して安定している事です。オーディオ用の
インシュレーターを入れるともっとしっかりし
た音になりますよ。

村田 :	 なるほど〜！このオーディオルームでもう少し
音楽を聴きたいところですけど、今日は帰って
スピーカーのセッティングをやってみます！	

TEAC	:	オーディオルームお楽しみいただけたようで何
よりです。ありがとうございました。

村田 :	 帰る前にもうひとつお願いがあるんですけど、
聞いて頂けますか？

TEAC	:	お応えできる事であれば（苦笑）

制作環境に必要なのは
「 加工されていない音 」

ベーシスト　村田 隆行さん

US-2x2  VL-S3BT  インタビュー THE CHOPPERS REVOLUTION「3B」
TKCA-74358 ￥3,000+税
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TM-80
コンデンサーマイク

■ ボーカルや楽器のレコーディ

 ングに最適な単一指向性

■ 振動吸収用のサスペンション、

 マイクケーブル、卓上マイク

 スタンドも付属。

※	詳細はUS-4x4、US-2x2のページをご参照ください。

TH-02

オーディオ インターフェース

または

モニター用
ステレオヘッドホン

TASCAM TRACKPACK 2x2

TASCAM	TRACKPACK	2x2

オープンプライス

TASCAM TRACKPACK 4x4
オープンプライス

●	1/8”	(3.5mm)-	1/4”	(6.3mm)
	 変換アダプター付属
●	ドライバー口径：50mm
●	インピーダンス：32Ω
●	周波数特性：18Hz	〜	22kHz
●	ケーブル長：3m(9.8ft)

●	周波数特性：20Hz	〜	20kHz
●	ファントム電源：9	〜	48V	DC
●	SPL：136dB	SPL	(at	1kHz=1%	THD)
●	サイズ(WxHxD)：48mm	x	165mm	x	48mm
●	重量：300g			●	約1.8m	XLRーXLRマイクケーブル付属
●	サスペンション付属				●	卓上マイクスタンド付属

今日からレコーディングがはじめられるオールインワンパッケージ

+ +

COMPLETE  RECORDING  STUDIO

■ イヤーカップは90度回転可能で

 折りたためるので持ち運びカンタン

■ 演奏者モニタリングに最適な密閉型

■ クリアでワイドレンジなサウンド

TASCAMのホームページでは、TACKPACK 
4x4を使ったレコーディング方法を紹介しており
ます。アクセスはこちら → https://tascam.jp/
jp/product/trackpack_4x4/

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
配信

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。

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配信などに最適で、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。

録音から配信まで様々な用途に応える モード切替とリバーブ搭載DSPミキサー

■  MULTITRACK  Mode

■  STEREO MIX  Mode

US-366-SC
USB オーディオ インターフェース

オープンプライス

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ミキサー搭載

■ DSP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

US-366-SC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入力となり、スイッチをOUTPUTにした場合は
RCA出力となります。

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：最新の対応OS状況は、TASCAMのウエブサイト（http://tascam.jp）をご確認ください。
※US-366とUS-366-SCの差異は、バンドルされているソフトウェアの違いのみとなっており、
			他の点について差異はありません。
※US-366-SCには、US-366用のドライバーがお使いいただけます。

OPTION

専用フットスイッチ	RC-3F
[	税抜	6,000	円	]

DAWソフトウェアのハンズフリー
コントロールが可能

GUITAR
DIRECT

DSP
MIXER

+48V
PHANTOM

STEREO
MIX

買ったその日から音楽制作ができるよう、DAWソフトウェア
のライセンスをバンドルしています。

レコーディングも、インターネット生放送も、クリアな音が心に響く。
モード切替で音楽制作からインターネット生放送まで幅広く対応。
リバーブエフェクト搭載 192kHz対応オーディオインターフェース。

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）

iXZ

マイク/ギター
インターフェース

オープンプライス

●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

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。

※	 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。

GUITAR
DIRECT

ギターも、マイクも、
どこでも手軽にレコーディング。

MIC  &  GUITAR  INTERFACE

No1：アコースティックギターのレコーディング

No2：アコーステックギター 弾き語りのレコーディング 

No3：ピアノのレコーディング   

No4：ドラムのレコーディング

US-2x2-SC

US-4x4-SC

DAWソフトウェアバンドル  
今日からすぐに音楽制作

インターネット放送を行うための
『US-366』徹底活用術  解説中
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iXR

iXR

オーディオ/MIDI インターフェース 
for iOS/Mac/Windows

USB AUDIO / MIDI  INTERFACE

バッグに入る音楽スタジオ。
持ち運びやすいスタイリッシュボディに収められた
クリアなサウンド。
iOSデバイスに直結できるシンプルな
オーディオ/MIDIインターフェース。

オープンプライス

iXR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。

kHz
96

24
bit

for Windows
for Mac OSX
for iOS

GUITAR
DIRECT

+48V
PHANTOM

iPadのポータビリティを損なわない、持ち運びやす

いオーディオ/MIDIインターフェースをコンセプト

にデザイン。

Pad接続時の電源供給には、iOSデバイス用のACア

ダプターがそのままお使いいただけるほか、モバイ

ルバッテリーからの電源供給にも対応しています。

業務用のレコーダーやオーディオインターフェー

スに搭載され、その音質に高い評価を得るUltra-

HDDAマイクプリアンプを搭載。誰でもノイズを抑

えたクリアなサウンドを得ることが出来ます。

iXRでは本体の操作子を厳選し、つなげば使える、迷

わないオーディオインターフェースを目指しました。

高度な機材の知識がなくとも、その高音質を活かし

たレコーディングをお楽しみいただけます。

iXRはLightning-USBケーブルでの直接接続が可

能。普段お使いのLightningケーブルでそのまま接

続することができます。

譜面閲覧ツールとしても使われているiPad。App	

Storeで無料配信されているSteinberg	 Cubasis	

LEデモ版をダウンロードし、iXRを接続すれば機能

制限が解除され、DAWソフトウェアが入手できま

すので、「パソコンのある場所」にとらわれれずに

音楽制作や練習をすることができます。

■ MIDI入出力を装備し、iOSデバイスとMIDIキーボー

ドの接続に対応

■ iPad用DAW Steinberg Cubasis LEの機能制限解

除ライセンスが付属 

■ 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

■ 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

キーボーディスト　石黒 彰さん

iXR インタビュー

「 ライブもセッションもできる
　　　　　　ポータブル環境の構築 」

ツアーでの長期間ホテル滞在をきっかけに
モバイル環境を構築

モバイル環境かどうかよりも
自分の音が出せるかどうか

滞在先の博多のホテルに基地を。

TEAC：	 iPad	向けのオーディオインターフェース、iXR	を
お使いいただきありがとうございます。どのように
使われているのか、お話をお伺えればと思います。

石黒さん（以下敬称略）：実は僕は iPad	を使っていなく
て。今回は、ツアーに行くためにMacbook	Air	を
買ったんですよ。iPad	ももちろん考えたんですけ
ど、使っているアプリとかのことを考えたら今回は
こっち (Macbook	Air) かな〜と思って。というの
は、iPad	を持ち運ぶのとMacbook	Air	を持ち運
ぶのでそんなに差がないかなと思ったんです。

TEAC：	 ツアー用で今回のシステムを導入されたんですね。

石黒：	 そうです。ツアーというよりは、ツアーに行く間の
ホテル用システムですね。

TEAC：	 ツアーはどちらに、どのくらいの期間だったんで
しょうか？

石黒：	 博多です。武田鉄也さんの舞台があって、後半に海
援隊のステージがあって、そのバックバンドです。
お芝居なので、長期公演なんですよね。結果的には
3週間以上滞在しました。でもその間もホームペー
ジを更新したり、facebook	に投稿したり、音の仕
事もしないといけないんでモバイル環境を作ろうと
いうことになって。家のパソコン持っていく訳には
いかなかったんで、オーディオインターフェースど
うしようと思っていて。ちょうど iXR	の事を教え
てもらって、「あ！これだよ〜！」って。（笑）

TEAC：	 ホテルでミキシングなどもされたのでしょうか？

石黒：	 いや、練習がやっぱり多かったです。音源を聞きな
がら鍵盤を弾く感じで。あとは資料音源を聞くこと
も多かったかな。音質は全く問題なかったですね。
この音質で、このサイズっていうのがいいよね〜！

TEAC：	 音楽制作向けの小さいオーディオインターフェース
としては、他にもUS-2x2	というモデルもあって、
US-2x2	はデスクトップでの使用を念頭に置いたモ
デルなんです。逆に iXR	はモバイル性を念頭に置い
たモデルで、バックにも入るように設計しました。

石黒：	 そう！これ（リュックサック）に入るんだよね。
Macbook	Air	と、iXR	と、小さいキーボード持っ
ていけば、セッションくらいならできちゃうからね。
最近は持ち運べるキーボードが増えてはいるんです
けど、音の選択肢がかぎられるじゃないですか。そ
ういう意味ではMacbook	Air	の方が音の選択肢が
多くて助かることが多いんだよね。なので、僕とし
ては軽いキーボードだけというセッティングよりは、
Macbook	Air	と iXR	をプラスしたセッティングが
いいですね。NORD	は音素晴らしいんだけど、やっ
ぱり重くてね〜。持てるけど、これを持って長時間
は歩けないよね。（笑）

TEAC：	 ライブでソフトシンセを使って、iXR	から出力する
のかと思うんですが、レイテンシーは問題ないです
か？使う場合は、インプットモニターで演奏するん
でしょうか？

TEAC：	 iPad	を使った音楽制作についてはどのようにお考
えでしょうか？

石黒：	 今のところ、モバイルは注目しているけど iPad	の
優位性は見いだせていないんですよ。ひとつの要
因はソフトシンセの種類にあって、パソコン用と
iPad	用だとまだまだ数が違うんだよね。パソコン
の方が数が多いから。

TEAC：	 Macbook	Air	に Logic	を入れて、ソフトシンセを
入れて、動作は問題ないんでしょうか？

石黒：	 そりゃものすごいトラックたくさん使ったら重くな
るかもしれないですけど、そういうのは家でやれば
いいだけの話で。自宅環境を持っているミュージ
シャンにとっての「モバイル環境」って、ある程度
用途が決まっていると思うんですよ。ミキシングと
かしないわけで。

TEAC：	 石黒さんにとってのモバイル環境っていうのは、い
い音で演奏ができる、というのが重要なんですね。

石黒：	 そうだね。でも不安があるとしたら、基本的にコン
ピューターは振動に弱いというところかな。その
点では iPad	の方が多少はいいかもしれない。でも、
機材を全部持っていかなくていいのは確かで、	モバ
イル環境を考えておくのは最近大事だなと思います。

TEAC：	 若い時って、なんというか、機材全部持っていきた
い感じはありましたよね。みんなスタジオで音源積
んでましたし。（笑）

石黒：	 そうそう !( 笑 )	「このアナログシンセの音 !」って具
体的に要求される場合を除いて、結局、使う側の問
題なのかなと思ってます。優れたギタリストは、ど
んなギター弾いてもその人の音になりますしね。

TEAC：	 そういえば、博多では VL-S3BT もお使いいただ
いたと思うのですが、そちらはいかがでしたでしょ
うか。他に製品にご要望などはございますでしょう
か？

石黒：	 音は VL-S3BT	も全く問題ないよ。モバイル環境
としては、結線が楽だったらもっと良かったかな。
実は今回機材車が用意されたので、自分では運ばな
くて良かったんだよね。だから持ち運び自体は全然
苦じゃなかったんで、結果的には不満はなかったけ
どね。欲を言えばもっと小さくなったらいいな。左
右が分れないスピーカーあるじゃないですか。あそ
こまで行くと定位感とか確認できないので、左右は
分かれたスピーカーで、もっとモバイルなやつを、、、。

TEAC：	 なかなか難しそうですが、検討します。（笑）今日
はありがとうございました。

石黒：	 インプットモニターじゃなくて、パソコンから返っ
てきた音を聞いて弾きますけど、レイテンシーは
全く問題ないですよ。普通に弾けます。音質につ
いても、そりゃ家のUS-20x20	と比べたらUS-
20x20	の方が音はいいんですけど、モバイル環境
としては十分です。結線も楽だし。ACアダプター
もないでしょ？これが助かるんだよね。すごく単純
明快。ほとんど説明書読んでないし。

TEAC：	 石黒さんでしたら iXR	は説明書いらないかもしれな
いですね。

石黒：	 Mac	につなげば勝手に認識するし。専用ソフトも
WEB	から落とすだけだし。Logic	でバッチリ動い
てますよ。あと、こないだはレコーディングでも
使ったんですよ。ソフトシンセの音を出すインター
フェースとしてね。ラージモニターで聞いても、音
は全然問題なかったです。

TEAC：	 ご自宅で打ち込んだデータをスタジオで再生したん
でしょうか？

石黒：	 いや、普通に楽器として演奏しましたよ。ちなみに
鳴らしたのはOmnisphere	でした。この用途だと、
出力だけのオーディオインターフェースでもいいく
らいです。（笑）あ、でもMIDI	は欲しいな。

TEAC：	 MIDI	やっぱり使いますか？どういう時に使うので
しょうか？

石黒：	 最近キーボードもUSB	で接続できるのが多いんで
すけど、パソコンのUSB	ポートが埋まっちゃうん
ですよ。iXR	繋いで、ドライブつなぐと、もうポー
トがないんですよ。ドライブは、ソフトシンセの
データが入ったSSD	なんで外せないし。そうする
と、キーボードはMIDI	でつなぐしかないんですよ
ね。ハブとか嫌だし。

TEAC：	 なるほど。Macbook	Air	の HDD	だとダメなんで
しょうか？

石黒：	 音がいい音源だと、容量がいるんです。あと単純に、
資料音源とかはすごい数なので、Macbook	Air に
音のデータは収まりきらない。だからMIDI	はつけ
といて欲しいな〜。

聖飢魔II の『レクターH.伯爵』として有名なキーボ
ーディスト、石黒彰さんにはご自宅でCelesonic
US-20x20 をご愛用頂いておりますが、ポータブ
ルなセッティングとして iXR もご活用頂いていま
す。その用途や使用感、また石黒さんの考えるモバ
イル環境についてインタビューさせて頂きました。

ピアノ・オルガン・キーボード・エレクトリックバイオリン／
作・編曲／マニピュレート/サウンドプロデュース　

高校生の頃よりブリティッシュハードロック、プログレッシブロ
ックに傾倒しキース・エマーソンに影響され国立音楽大学に入
学。卒業後ジャズ、フュージョンに傾倒しジャズ理論などを学
ぶ。『鳥山雄司Zi-Space』でプロデビューし、以来、数多くの
セッション、ツアー、レコーディングに参加。『山本恭司』や
『北島健二』のデビュー30周年ライブに参加するなどのほか、
作編曲家として『鋼の錬金術師』、『NARUTO』、『デスノ
ート』等、アニメのキャラソン制作や、ドラマの劇版も手がけ
る。1992年からは2年間聖飢魔IIで『レクターH.伯爵』としても
活動し、1999年の解散ライブにも再び参加。2015年は（石黒
彰として）再集結した『聖飢魔II』の「全席死刑ツアー」及び、年
末から年始にかけてアメリカを代表するギタリストである『ガス
リーゴーヴァン』の『ガスリーゴーヴァン	ジャパンツアー	2015
〜2016』に参加が予定されている。

公式ホームページ

http://www.ne.jp/asahi/akiraishiguro/homepage/

【プロフィール】

iXRTASCAM TRACKPACK
これからiXRとiPadで

音楽制作を始めるミュージシャンに最適な
レコーディングパッケージ。

●	電源（PC接続時）：USBバスパワー
●	電源（iOSデバイス接続時）：
	 USB電源アダプター(電圧5V、電流700mA以上供給可能

なもの、別売)	 /	 モバイルバッテリーパック(電圧5V、電流
700mA以上供給可能なもの、別売)

	 外付けバッテリーパック	TASCAM	BP-6AA	(別売)
※	 iOSデバイスからの電源供給に対応していない為、別途電源

が必要となります。
●	消費電力：2.5W
●	外形寸法：210(W)×35.3(H)×410.7(D)mm(突起部含む)
●	質量：660g

iXRはiOSデバイス接続だけでなく、Windows/

Macへの接続にも対応。制作の進行に合わせて最適

なデバイスと接続して活用することができます。

レコーディングはiPadとiXRを使って音楽スタジオ

で、自宅に戻ったらコンピュータにつないで編集作業

をするという先進の音楽スタイルも実現できます。

■ WindowsはASIO/WDMに対応、専用ソフトウェア

 で設定が可能

■ MacはCore Audioに対応、専用ソフトウェアで

 設定が可能

■ Windows/ Mac用DAW Steinberg Cubase LEの

 ラインセンスをバンドル

TM-60 アクセサリーキット
	（	収納ケース、スタンド、ケーブル、
　		ウインドスクリーン：各1個	）

iXR本体

iXR 1台

乾電池駆動タイプの
コンデンサーマイク
TM-60：1本 iXRを保護する

TASCAMカラーの
シリコンケース
　　　　　　1個

レコーディング
スタートアップパッケージ

理解しやすいシンプルな構成
使いこなせるオーディオインターフェース

気軽に持ち運べる

低ノイズでクリアなサウンド

iOSデバイスに直結 Windows/Macにも対応
タフでクールなスタイリッシュ・アルミボディ
モバイルバッテリーにも対応

Ultra-HDDAマイクプリアンプで
ハイクオリティ・レコーディング

iOS専用セッティングアプリを使って
パソコンいらずの音楽制作

自宅に戻ったら
デスクトップPCに接続して音楽制作
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VL-S3 / VL-S3BT
オープンプライス

■ 設置場所を選ばない横幅110mm、高さ170mmの

   コンパクトサイズ

■ 2ウェイ構成とバスレフポートによる

   80Hz～22kHzのワイドな周波数特性

■ デスクトップ環境に十分なパワーアンプ

■ RCAピン/ステレオミニ入力端子を装備し、

   加えてRCA/ホンプラグ変換ケーブルも付属

■ 低遅延・高音質のaptX/AACコーデックに対応した

   Bluetooth® 再生(VL-S3BTのみ)　　

VL-S3BT

VL-S3

※写真はUS-2x2との接続例です。

※BluetoothとQualcomm	aptXはVL-S3BTのみ

ヘッドホンだけでは、作れない音がある。
自宅での音楽制作に最適な 2ウェイ パワード スタジオ モニター スピーカー

ねじ式さん

VL-S5 インタビュー

「  何よりモニターがいいと
             曲作りが楽しいです(笑)  」

■ アクティブモニター導入のきっかけ

■ ボカロ曲の音作り

■ アップロード音源

■ モニター環境の重要性

2013年8月6日に「六等星の夜」でデビュー。
初投稿以降20作連続で毎週火曜日に新曲を投稿した事から
「火曜日P」とも呼ばれる。
作詞、作曲、そして全ての楽器演奏を自ら手がけているマルチプ
レイヤー。共感度の高い作詞、秀逸なポップセンスを軸に楽曲の
ジャンルもロックを中心に幅広く手がけている。
溢れる創作意欲から1年の間に4枚のコンピレーションアルバムに参
加し、2014年4月にはオリジナルアルバムをリリース。
また新ボーカロイド「Rana」のモニターソング担当、Android
アプリ「タッチポップ」への楽曲提供、ボーカロイドのみならず
LinQ・姫崎愛未のソロプロジェクト「amihime」への楽曲提供な
ども行っており、ジャンルの問わない活動にも期待が集まる。
オフィシャルサイト
Twitter			https://twitter.com/nejishiki0221
Facebook			https://www.facebook.com/shiki.neji.3
YouTubeチャンネル		https://www.youtube.com/channel/
UCeQ69f1ETJ-rR7BR5RtK_vA
ニコニコ動画			http://www.nicovideo.jp/user/35275687

今までパッシブの定番モニターを使ってたんですよ。ただ

最近の音楽はボカロ曲に限らず音のレンジがどんどん広く

なってきて、物足りなさも感じてきたんですよね。

パッシブモニターは耳心地はいいし、スタンダードな音で

気に入ってたんですけど、今の近代的な2010年以降の音

ではないなっていう思いもあって、例えばベースのプラグ

インとかを使っていても特に低音がしっくりこなくって、

どうすればいいのかなって思ってました。

色々モニタースピーカーを探してたんですけど、アクティ

ブモニターに移行しようか悩んでた時にTASCAM	VL-S5

を紹介頂いて、サイズやスペックも自宅で使うには手ごろ

だったので導入してみました。

僕はボカロPとしての活動が大きいのですが、ボーカロイ

ドって音作りが独特なところがあって、例えばエフェクト

ひとつとっても普通のボーカルはかけすぎず、人間の自然

な流れを生かしてコンプやリバーブをかけてってやると思

うんですけど、そのセオリーだとボカロの場合、滑舌がは

っきりせず、歌詞が聞こえなくなってしまうので、結構極

端なセッティングをするんですね。

コンプの場合レシオは∞、スレッシホールドもガッチリ効かせ

て、メイクアップゲインでレベルを稼ぐようなセッティングが

多いんですよ。VL-S5はその辺の音のキレが全然違いますね。

あと、VL-S5は速い曲を作る時に気持ちがいいんですよ。

ボカロ曲って速い曲が多くて、それは体感的なBPMの速

さもそうですけど、たとえばテンポ150での16とかハイ

ハットのそういう刻みも機敏で音の立ち上がりがスピーデ

ィーで、そういうミックスは凄くやりやすいですね。

実はVL-S5を導入する前後に低音を聞かせる4つ打ちの曲の

依頼があって、シンセベースと909のキックとダンスっぽい

音を想定したんですけど、VL-S5はパッシブモニターと比べ

ても作りやすさが全然違いましたね。パッシブモニターはベ

ースラインを作っても、ちょっとだぶついた音でしっくりこ

なかったんですけど、VL-S5でモニターした際にバシッとす

ぐに決まりました。音を出してて楽しかったです。

一方で、今のボカロ曲ってアコースティックバージョンも

手掛けることが多いんですけどアコースティックバージョ

ンでも要求される、広いレンジでクリアーに音を聞かせる

アレンジでも違和感なく使えました。

MP3の時代になってニコニコ動画とかYouTubeとかにア

ップロードされる音源は削られる低音を先読みしてミック

スしないといけないので、PCやスマホのスピーカーなど

様々なディバイスでの確認が必要になります。

一旦曲を書き出して、移動中ヘッドホンで聴いたり、車で

聞いたり環境を変えてチェックして、ラジカセでチェック

するとあまりにスカスカで音作りが行ったり来たりするこ

とってあると思うんですけど、VL-S5ではあまりそういう

ことが無かったですね。

ボカロ曲のミックスってまだ歴史が浅い分、クリエイ

ターが様々なやり方を模索し、進化してると思うんです

ね。2008年ごろから初音ミクが出てきて、DTMも世代

問わず盛り上がってますよね。

例えば学生さんで曲作りをしている方って実家住まいで大き

い音が出せないから、ヘッドホンでのミックスが中心になる

と思うんですよ。社会人になると余裕も出て自室にスピーカ

ーを置いてミックスできるようになりますよね。そうした時

に出来上がった音の違いで結構驚くと思いますよ。ヘッドホ

ンだけだと、どうしてもこじんまりしますから。

先に言ったように聞き手の皆さんが様々なディバイスで音楽

を楽しまれるので、作り手もそれを想定しないといけない。

2010年代になって楽曲の発表の場がネット動画になって

から、実は音の臨場感がさらに求められてます。

レンジが広くてナチュラルなのはもちろん、これまで以上

にキレが良くレスポンスが良い音。僕はボカロ曲の他にも

ロックバンドやアイドルの曲も手がけますから、様々な音

を詰め込んでもきちんとあら捜しが出来て、気持ちよくモ

ニターできる環境は極めて重要ですよね。

何よりモニターがいいと曲作りが楽しいです(笑)

【プロフィール】ねじ式(火曜日P)さん

VL-S5

●	パワーアンプ出力	 14W	+	14W		
●	スピーカーユニット	 3インチ(76.2mm)ウーファー	 	

	 	 0.5	インチ(12.7mm)ツイーター
●	エンクロージャー形式	 バスレフ型	
●	周波数特性	 80Hz	to	22kHz	
●	クロスオーバー周波数	 8kHz	
●	外部入力端子	 RCA	ピン端子（ステレオ）
	 	 	 3.5mm	ステレオミニ端子
●	入力インピーダンス	 50kΩ	
●	 Bluetooth®	対応	A2DPコーデック（VL-S3BTのみ）
	 	 	 SBC、AAC、aptX
●	消費電力	 	 VL-S3	:	6.2W
	 	 	 VL-S3BT	:	6.5W
●	電源	 	 専用	AC	アダプター(PS-P1524E)
●	外形寸法（幅x高さx奥行き）mm
	 	 	 110	x	170	x	138		
●	質量																													アクティブユニット（左側）	1,1kg
	 																																			パッシブユニット（右側）	1kg

VL-S3の前代モデルです
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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トラック32
（DP-32SD）
トラック24

（DP-24SD）

DP-32SDDP-32SD
DP-24SD

DP-32SDにはステレオ/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。

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。

DP-32SD

DP-24SD

8 IN / 32 TR  PORTASTUDIO

8 IN / 24 TR  PORTASTUDIO

オープンプライス

オープンプライス

32（DP-32SD）/24（DP-24SD）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（DP-32SD）/19（DP-24SD）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。

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 (DP-32SD)/19 (DP-24SD) フェーダーで直感操作

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（DP-32SD）/ 24トラック（DP-24SD）同時再生

同時押しするだけの
かんたんアサイン

◆ 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(DP-32SD) /

 19本(DP-24SD)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

 DP-24SD : 8トラック同時録音／24トラック同時再生

DP-32SD : 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 )

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（DP-32SD）/24トラック（DP-24SD）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。

● 8 MONO+12 STEREO, 合計32トラック（DP-32SD）
● 12 MONO+ 6 STEREO, 合計24トラック（DP-24SD）

● バーチャルトラック

● 8トラック (XLR/TRS) 同時録音

DIGITAL PORTASTUDIO

DIGITALPORTASTUDIODP-32SD/DP-24SD

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。

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 / 24トラック本格派 DIGITAL PORTASTUDIO 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。

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

共通仕様●	電源：AC100〜240V、50/60Hz	(専用AC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。

※	 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	]

SDカード(本体装着済み)

GUITAR
DIRECT

GUITAR
EFFECT

REVERB
EFFECT

CLICK

+48V
PHANTOM

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。

DP-32SD

DP-24SD

リアパネル（共通）

ストレスフリーの録音を実現する パソコンなしでマルチトラック録音ユーザーインターフェース

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

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（DP-32SD）

RCAステレオ出力端子
2つのエフェクトセンド端子

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

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

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

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 A〜H および トラックには
それぞれ イコライザーを搭載

ファントム電源供給可能な高品位マイクプリアンプ

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

別売のRC-3F フットスイッチが接続可能

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

サブフレーム(1/10)単位でのトラック編集が可能
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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

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-P520E、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）

DP-006
2IN / 6TR  POCKETSTUDIO

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

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/

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。

コンデンサーマイク カメラ用三脚 ※DP-006のみ

AC	アダプター	
PS-P520E
[	オープンプライス	]

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	]

GUITAR
DIRECT

CLICK

音速ライン　藤井 敬之さん

DP-008 インタビュー

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

DIGITALPOCKETSTUDIODP-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。録音したい瞬間のモチベーションを

下げないよう、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。

DP-008EXの
前代モデルです

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

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-P520E、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）

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

REVERB
EFFECT

CLICK

+48V
PHANTOM

GUITAR
DIRECT

REVERB
EFFECT

CLICK

+48V
PHANTOM

WAV形式での
ファイルインポート / エクスポート

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
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CD-GT2 / CD-VT2の相違点

	 	 CD-GT2	 CD-VT2
■	エフェクト	 ギター/ボーカル用	 ボーカル用
■	キャンセル機能	 ギターキャンセル	 ボーカルキャンセル
■	チューナー	 ギター用/クロマチック	 クロマチック
■	入力	 ギター/マイク	 マイク	x	2

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

管楽器、ボーカル、電子ドラム
にも使えるＣＤトレーナー

SD Card

included

GB-10

ギター&ベース
トレーナー/レコーダー

オープンプライス

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VSA (Va r i a b l e Speed	
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。

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)

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。

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。

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。

■	 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	]

OPTION

OPTION

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。

ACアダプター		PS-P520E
[	オープンプライス	]

ACアダプター		PS-P520E
[	オープンプライス	]

GUITAR & BASS TRAINER/RECORDER
GUITAR
DIRECT

BASS
DIRECT

GUITAR
EFFECT

CLICK

BASS
EFFECT

VSA

ギターアクセサリーが詰まった
究極の練習ツール。

筋肉少女帯

DR-24SD 導入事例

「 ライブやリハーサルでも
                 安心して使えました。」

筋肉少女帯 NEW ALBUMリリースツアー
DP-24SDによるライブ用バッキングトラック再生

DP-24SD  導入事例

1980年代より活動しその名を知られるロックバン

ド　筋肉少女帯のニューアルバム「おまけのいちに

ち（闘いの日々）」の発売に合わせて開催されたツ

アーにおいて、DP-24SDがバッキングトラックの

再生用MTRとして使用されました。

筋肉少女帯   公式ホームページ
http://eplus.jp/sys/web/king-show/index.html

使用機材

メディアがSDカードなので、

数回のリハーサルにて動作確認が行われ、問題ないことが確

認されたのちに2015年10月24日の赤坂BLITZでのステー

ジから使用されました。

DP-24SDはステージ中央のドラム上手（ステージ右側）後

方、客席からは見えない位置に設置されています。

操作はドラムテック（ドラマー専属のスタッフ）の方によっ

て操作されました。

ライブ用に作成されたステレオトラックに加え、クリック、

ガイドボーカルのトラックがそれぞれモノラルで用意され

ました。

ひとつの楽曲がひとつのソング（DP-24SDにおけるプロジ

ェクト）として用意され、ライブの進行に合わせてソングの

ロード（読み込み）を行い、合図に合わせて再生するという

流れで使用されました。

写真の左端に写っているのは、本番の進行が書かれた曲順表

です。誤操作を防止するためエンコーダーはテープで固定さ

れています。

バッキング素材のトラックはステレオにミキシングされたも

のがDP-24SDのSTEREO	OUTから出力され、クリック及

びガイドボーカルはそれぞれEFFECT	SENDの1/2から出

力されています。このクリック及びガイドボーカルはAUXを

経由して出力されており、STEREO	OUTには出力されてい

ません。この出力方法は、AUXの信号分岐の方法でPREを

選択することで可能です。STEREO	OUTはPAコンソール

に接続され、バンドの演奏とともにPAシステムから客席に

向けて出力されています。

クリックとガイドボーカルはサポートドラマーを担当された

長谷川浩二さんのモニターに出力され、長谷川さんはこれら

のトラックに同期した演奏を行うことで、バッキングトラッ

クと実際の演奏が同期した演奏となります。この客席とモニ

ター音声を別々に出力できる点がDP-24SDを選択した大き

な要因となっています。

ライブは満員の観客を迎え大変な盛り上がりとなりました。

内田さんからは、「バッチリです、何の問題もありません！

業務用機器譲りだなという感じで、すぐに使うことができ

ました。メディアがSDカードなので、ライブやリハーサ

ルでも安心して使えました。」とのコメントを頂戴してお

ります。

1982年に中学の同級生だった大槻ケンヂ(Vo)と内田雄一郎

(bass)を中心に結成。インディーズでの活動を経て、1988年に

メジャーデビュー。

アルバム収録曲『日本印度化計画』、続くシングル『元祖高木ブ

ー伝説』等、他に類を見ない作品性が話題を集める。1989年に

橘高文彦（G）と本城聡章（G）が加入。不条理で幻想的な詩世界

と、卓越した演奏力が高次に融合する独自の世界は、日本ロック

史上に際立った異彩を放ち、その名を残すことになる。

1998年に活動凍結。

各ソロ活動を経て、2006年に大槻・内田・橘高・本城の4人で

活動を再開し、翌2007年約10年ぶりのオリジナルアルバムを

リリース。「FUJI	 ROCK	 FESTIVAL」「ROCK	 IN	 JAPAN	

FESTIVAL」といった大型イベントへの出演他、精力的なライブ

活動を展開。

2013年、メジャーデビュー25周年を記念した「公式セルフカバ

ーベスト	 4半世紀」を発売。2014年発表のオリジナルアルバム

「THE	SHOW	MUST	GO	ON」は各チャートのTOP10入りを

果たす。

2015年5月13日には、盟友・人間椅子と合体し、ユニット「筋

肉少女帯人間椅子」名義でシングル「地獄のアロハ」を発表。

（2016年1月現在の徳間ジャパンＨＰ公式プロフィールより転載）

筋肉少女帯をはじめ、水戸華之
介&3-10chain、NESS、
Foo-Shah-Zoo、Thunder	You	
Poison	Viper、などでパーマネ
ントベーシストを務める。指向
するジャンルが多岐に渡りすぎ
の、ロックバンド活動人。

【プロフィール】筋肉少女帯

【プロフィール】
  内田 雄一郎さん

DP-24SD

CD-GT2

CD-VT2

ポータブルCDギタートレーナー

ポータブルCD 
ミュージック&ボイストレーナー

●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

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。	

＊（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。

■	 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

CLICK
REVERB
EFFECT

GUITAR
DIRECT

CLICK

GUITAR
EFFECT

VSA

VSA

●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）

つなぐだけですぐ練習

練習を手軽に 練習のセッティングをかんたんに
そして高度にする再生機能の数々 豊富なギターアクセサリー

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)

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）

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

■ 音程を自由に変えられるキーコントロール機能

■ 音程を変えずにテンポを変えるVSA機能

■ マルチエフェクター内蔵

■ ループ再生機能

■ 専用キーによる分かりやすい操作性

■ キーコントロール機能で任意のキーに変更して演奏
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周波数特性

組み立て例
ポーラパターン

(at 1kHz)
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オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス

オープンプライス オープンプライス

自分の部屋が、今日からレコーディングスタジオに。

34mmラージダイヤフラム・コンデンサーマイク

用途や楽器を問わず気軽に使える
スモールダイヤフラムタイプ

18mmラージダイヤフラム・コンデンサーマイク
最初の1本に最適なアクセサリー付パッケージ

サンプル音源を
お聴きください

マイク4本がセットになった
ドラムマルチマイクレコーディング用マイクセット

高品位パーツによる低ノイズ・耐高音圧を実現した
34mmラージダイヤフラム・コンデンサーマイク DAWレコーディングに最適なドライサウンドが、自宅でも。

アコースティック コントロールフィルター
ボーカルレコーディングの必需品。
ボーカル録音時のポップノイズを低減するポップガード

コンデンサーマイクの音を知れば、もっと楽しくなる。
ボーカル、楽器、放送用途など様々な用途で使えるラージダイヤフラム・コンデンサーマイクロホン

MODEL TM-280 TM-180 TM-80 TM-60 TM-DRUMS [ TM-50DB ] TM-DRUMS [ TM-50DS ] TM-DRUMS [ TM-50C ]
形式 コンデンサー　 コンデンサー　 コンデンサー コンデンサー ダイナミック ダイナミック コンデンサー　

指向性 カーディオイド（単一指向性） カーディオイド（単一指向性） カーディオイド（単一指向性） カーディオイド（単一指向性） カーディオイド（単一指向性） カーディオイド（単一指向性） カーディオイド（単一指向性）

周波数特性 20Hz - 20,000Hz 20Hz - 20,000Hz 20Hz - 20,000Hz 50Hz -18,000Hz 50Hz - 15,000Hz 50Hz - 14,000Hz 30Hz - 18,000Hz

出力インピーダンス 50 Ω +/-30% 200 Ω 200 Ω +/-30% (at 1kHz) 200 Ω 400 Ω +/-30% (at 1kHz) 350 Ω +/-30% (at 1kHz) 100 Ω +/-30% (at 1kHz)

負荷インピーダンス <1k Ω <1k Ω <1k Ω <1k Ω <1k Ω <1k Ω <1k Ω

感度 -36dB +/-2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) -35dB +/-2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) -38dB +/-2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)      -45dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) -55dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) -56dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) -38dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

最大 SPL 135dB 130dB 136dB (at 1kHz=1% THD) 126dB — — 135dB

S/N 比 80dB 79dB 77dB 70dB — — 74dB

コネクター 3 ピン XLR オス 3 ピン XLR オス 3 ピン XLR オス 3 ピン XLR オス 3 ピン XLR オス 3 ピン XLR オス 3 ピン XLR オス

電源、消費電力 ファントム電源、48V ファントム電源、48V ファントム電源、9 ～ 48V DC1.5V （単 3 形電池） — — —

外形寸法 (WxHxD)mm 50.5 × 187.5 × 50.5 50 × 190 × 50 mm 48 × 165 × 48 mm 28 × 190 × 28 mm 59 × 118 × 115 mm 42.5 × 105 × 98 mm 21 × 117 × 21 mm

質量 ( 本体のみ ) 417g 420g 300g 225g 460g 330g 85g

音楽制作にぴったりなマイクとレコーディングアクセサリー

セット内容

XLRマイクケーブル

サスペンション

(ネジ径:5/8インチ)

卓上マイクスタンド

TM-50DB x 1本：バスドラム用ダイナミックマイク

TM-50DS x 1本：スネアドラム用ダイナミックマイク

TM-50C x 2本：ハイハット、オーバーヘッド用コンデンサーマイク

TM-50C用マイクホルダー2個、ウインドスクリーン2個

5/8 - 3/8インチ変換アダプター x4 付属

セット内容

マイク本体

サスペンション

(ネジ径:5/8インチ)

ポップガード

フライトケース

5/8～3/8変換アダプター

セット内容　本体、サポートバー（2種類）

スライドバー、5/8～3/8変換アダプター

効率的にノイズを抑えるデュアルナイロンスクリーンとサイドエアダクト

フレキシブルな設置を可能にする351mmロンググースネック（マイクスタンド別売り）

セット内容

マイク本体

サスペンション

(ネジ径:5/8インチ)

ハードケース

ソフトケース

5/8～3/8変換アダプター

TM-80
TM-DRUMS

TM-180
TM-60

TM-280
TM-AR1 TM-AG1
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セット内容　マイク本体

マイクホルダー(ネジ径:5/8インチ)

ソフトケース、マイクケーブル、ウインドスクリーン

マイクスタンド、5/8～3/8変換アダプター

ボーカルレコーディング            アコースティックギターレコーディング          管楽器レコーディング

こんなシーンで大活躍！ TASCAMのマイクシリーズとレコーディングアクセサリー。

乾電池駆動・ファントム電源不要のコンデンサーマイク

ドラムレコーディングがすぐにはじめられる　マイク4本セット

※セット内容以外の写真に写っている
   機器類は付属しません。

TM-50DB TM-50CTM-50DS

TM-280 + TM-AR1

セット内容

特にTASCAMオーディオインターフェースPORTASTUDIOを使用した音楽制作に適しています。

特にTASCAMオーディオインターフェースPORTASTUDIOを使用した音楽制作に適しています。

特にTASCAMオーディオインターフェースPORTASTUDIOを使用した音楽制作に適しています。

特にUS-16x08でドラムレコーディングを始める人に適してます。
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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。

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

フットスイッチ

客 席

モニタースピーカー インターフェイス PC

VOCAL PROCESSOR/MIC PREAMP
+48V

PHANTOM

プロフェッショナルレコーディングの世界で定番と
なったピッチ補正エンジンAuto-Tuneは、今やピッ
チ補正に留まらず独特のケロケロボイスを生み出す
エフェクターとして活用されています。
TA-1VPは、antares Auto-Tuneの進化系である 
Auto-Tune evoを搭載した、ハードウェア・ボー
カルプロセッサーで、マイクまたはラインで信号を
入力し、スイッチをONにすればすぐにケロケロボ
イスを得ることができます。
ラックケースに入れてコンサート会場に持ち込め
ば、大規模なシステムを用意することなくそのサウ
ンドをステージで使うことができます。

最新バージョンではご好評いただいているユーザー
インターフェースが更に熟成。
カスタマイズによって自分専用のDAWを作り出す
ことができ、カスタマイズされた作業効率は他のソ
フトウェアの追随を許さないものとなるでしょう。

ホームページでサンプル音源を公開しています。
https://tascam.jp/jp/product/ta-1vp/feature　

設定値はスケール（音階）とスピードの2つのみ。スケー

ルを半音階に設定し、スピードを最速に設定すれば、スイ

ッチONでケロケロボイスを出力することができます。

プロフェッショナルレコーダー

にも採用されるUltra-HDDAマ

イクプリアンプを搭載し、アナ

ログ/デジタル変換はAKM製の

ADC/DACで行われています。

フットスイッチ及びMIDIによる外部コントロールに対応

しています。曲中のエフェクトON/OFFだけでなく、複

数の楽曲を演奏する場合でも柔軟に対応が可能です。

ライブステージでケロケロボイスを使う場合、モニター音

にも気を配る必要があります。エフェクトがかかった音を

モニタースピーカーに返すと歌いにくい場合は、ダブルト

ラッキング機能を用いることで客席とステージモニターに

それぞれ異なる音声を出力することが可能です。

この機能をオンにすると、メイン出力からはエフェクト

音、ダブルトラッキング出力からはドライ音が出力され

ます。メイン出力を客席側に、ダブルトラッキング出力

をモニタースピーカーに出力すれば、エフェクトがかか

っていない音を聞いて歌うことができます。

※この方法を用いてモニター環境を構築する場合は、Auto-tuneを常時
ONにしてお使いください。Auto-tuneのON/OFFで出力される信号(ドラ
イ/ウェット)が逆になります。(Auto-tune ON: MAIN-WET/DOUBLE-
DRY, Auto-tune OFF: MAIN-DRY, DOUBLE-WET)

TO MAIN SPEAKERS
TO MONITOR SPEAKERS

TA-1VP
LINE OUT

メイン ダブルトラック

■ 楽曲に合わせたケロケロボイスが設定できるスケール設定
■ エフェクトのかかり具合を調整できるスピード設定
■ ダイナミックマイク、コンデンサーマイクの直接入力に対応
■ プロユースにおいて必要な詳細設定も可能

■ 任意のセクションだけ

 ケロケロボイスを使う場合

 に便利なフットスイッチ
■ DAWと同期したプリセット

 チェンジに対応する

 MIDIコントロール

TA-1VPTA-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

ライブでも本格的なケロケロボイス。
antares Auto-Tune evo搭載ボーカルプロセッサー。

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

● 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 

Auto-Tune以外にもボーカルトラックのサウンドメイキ

ングに便利な機能を網羅。ライブハウスやホールなどに

常設し、ボーカル専用のプロセッサーとして活用するこ

とが可能です。セクションごとにメーターが設けられて

いるため、PA/SR用途において詳細なレベル監視を行

うことができます。

ファントムLED

antaresマイクモデラーセクション

antares Auto-Tuneセクション

TRSバランス メイン出力/ダブルトラック出力

TRSバランス ライン入力

イコライザーセクション

ディエッサーセクション

コンプレッサー/ゲートセクション

XLRマイク入力

シチュエーション別 活用例

プロフェッショナルユースに耐えうる

ライブハウス常設用途に最適な

高品位なオーディオ回路

ボーカルエフェクト群

異なるマイクのサウンドを得られる
antares マイクロホンモデラーテクノロジー搭載

ボーカルのダイナミクスをコントロールする
コンプレッサー

ハウリングキャンセルにも活用できる
2系統のイコライザー

スイッチONで
ケロケロボイスが作れる

演奏中や曲間でのON/OFF
プリセット変更に対応できる

Auto-Tune使用時も
歌いやすいモニター環境を作れる

antares Auto-Tune evo搭載 MIDI/フットスイッチでの外部コントロール

ダブルトラッキング出力 主な機能

PLATINUMのみの主な特長 PROFESSIONALのみの主な特長

ARTISTの主な特長 HOME STUDIOの主な特長

強化されたProChannelや
Addictive Drums 2 Producer 
Bundleを含む様々なプラグインを

バンドルした最上位グレード。
マスタリングやサラウンドに対応した

スタンダードグレード。

必要なプラグインや機能を厳選した
エントリーグレード。

■ 9種のエフェクトを含むProChannel

■ VocalSync搭載

■ XLN Audio Addictive Drums 2 Producerバンドル

■ 57種類のミキシング、マスタリングエフェクト

■ バンドルされているソフトシンセ数：21

■ SONAR PROFESSIONAL全ての機能を搭載

■ 3種のエフェクトを含むProChannel

■ XLN Audio Addictive Drums 2 Soloバンドル

■ 50種類のミキシング、マスタリングエフェクト

■ Celemony Melodyne Essential 4 バンドル

■ バンドルされているソフトシンセ数：18

■ SONAR ARTIST 全ての機能を搭載

■ 録音可能なオーディオ/MIDIトラック無制限

■ バンドルされているソフトシンセ数：11

■ CD-R書き込み機能

■ Boost 11マスタリング プラグイン付属

■ ライセンス期間中のカスタマーサポート

■ SONAR HOME STUDIO 全ての機能を搭載

■ 最大64オーディオトラック/128MIDIトラック

■ Overloud社TH3アンプエミュレーター搭載

■ ミックスストリップ 及び Style Dial FX

■ 27種類のミキシング、マスタリングエフェクト

■ バンドルされているソフトシンセ数：6

■ インストール作業に関するカスタマーサポート

SONAR シリーズ
オープンプライス

DAW ソフトウェア

■ メンバーシップ制の導入により、ライセンス保有

者は常に最新版を使用可能

■ 複数のボーカルパートに一体感を与えるVocal-

Sync機能

■ ProChannelにREmatrix soloサンプリングリバ

ーブを搭載

■ 操作性のさらなる向上を目指し改善されたコント

ロールバー

■ ワンクリックで簡単にミックスの切り替えが可能

なミックスリコール機能

■ タイムストレッチ、クオンタイズを自在に操るこ

とができるAudioSnap機能を強化

■ 16台のアンププリセットを持つバーチャルアンプ

エミュレーターを搭載

■ MIDIフレーズの編集効率を飛躍的に向上させるパ

ターンツール機能

■ エフェクトの全体像を簡単に把握しコントロール

可能なFXスタック機能

■ 新たなマスター音源フォーマットのスタンダー

ド、DSDのインポート/エクスポートに対応

■ VST3 MIDIマルチインプットバスに対応

これからDAW音楽制作を始めるユーザー
に最適なスターターグレード。

Windowsで音楽するなら。
楽曲制作、レコーディング、マスタリング、配信までカバーした
最新のWindows専用DAWソフトウェア — SONAR

DAW  SOFTWARE SONAR
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単体ドラム音源として高い評価を得ているXLN Audio Addictive Drums 2をバンド

ル。『SONAR PLATINUM』にはProducerグレード、『SONAR PROFESSONAL』

にはSoloグレードがバンドルされ、任意のドラムキットをProducerグレードでは3種

類、Soloグレードでは1種類選択可能です。

録音トラック数やMIDIトラック数など、音楽制作において重要な機能群については、ど

のグレードでも十分なスペックが確保されています。ARTIST以上のグレードでは同時

入出力数、最大オーディオトラック数、最大シンセ使用数、最大MIDIトラック数、最大

センド/バス数については無制限となっています。

個別のソフトシンセではカバーしきれない楽器は、Cakewalk製のサンプラーD-Pro

でカバーすることができます。『 SONAR PLATINUM 』ではPROグレードが、

『 SONAR PROFESSIONAL 』ではLEグレードがバンドルされます。

第４世代のアナログエミュレーションが搭載され、リアルなアンプサウンドをエミュ

レートすることができます。ギターアンプのサウンドが得られますので、ご自宅など

アンプが鳴らせない環境で曲作りをしている場合に非常に便利です。

他にも多くの音源がバンドルされています。多くの音源が用意され、音源がないため

に楽曲制作が止まってしまうことはもうありません。

様々な機能を搭載しながら、SONAR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、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。 

録音の際は、シチュエーションにあわせて3種類の録音モードから選んで録音するこ

とができます。コンピングレコードモードは、素早く優れたテイクを選び、それら

を統合したトラックを作ることができます。同じ部分を任意の回数録音し、最も良

い部分を選び編集、統合することができます。上書きモードでは従来のカセットレ

コーダーのように動作し、サウンドオンサウンドモードでは既に録音された音を聞

きながら新しい録音を重ねることができます。

マウスとパソコン用キーボードだけでも MIDI キーボードのように打ち込み作業がで

きる、オンスクリーンバーチャルキーボードが用意されています。マルチタッチ対

応ディスプレーの場合はキーボードを表示し、画面をタッチして演奏することがで

きます。パソコンキーボード用のオプションも用意されており、パソコン用キーボ

ードを使って鍵盤を演奏するように打ち込み作業を行うことが可能です。

※バンドルされるソフトシンセの数、種類はグレードによって異なります。

SONARには、楽曲制作にすぐに使える高品位な音源が多数バンドルされてお
り、これらの音源は専用のシンセラックで管理され、簡単に起動できるだけで
なく、複数の同時使用時も直感的に管理できます。

高い演算精度による高音質で、ボーカル録音やギター録音など単独のレコーディ
ングから、ライブレコーディングのような大規模録音まで対応します。
シンプルながらも音楽のクオリティの根幹をなすレコーディング作業において
も、SONARは優れたユーザーインターフェースにより高度な欲求に応えます。

パフォーマンス レコーディングPerform Record

至高のドラム音源 XLN Audio Addictive Drums 2 をバンドル ボーカルのピッチ補正の定番ソフトウェア Melodyne 4

ミキシングに必要な基本的要素を網羅したClassic Creative Suite

ハードウェアコンソールのように
スピーディーに音が作れるProChannel

サードパーティプラグインがなくても
サウンドメイキングができる ミックスストリップ

つまみひとつでサウンドを作れる 
Style Dial FX Pro Channel モジュール

ProChannelの組み換えによる
自由なサウンドメイキング

どのグレードでも音楽制作に必要な機能を網羅

SONARの根幹を成す64bit倍精度浮動小数点演算

選べる3種類の録音モード

複数トラックに渡るボーカルを効率的に編集できる VocalSync

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

ドラムや繰り返しフレーズの打ち込みを高速化する ステップシーケンサー

MIDIキーボード無しでの打ち込みを高速化する
オンスクリーンバーチャルキーボード

ギターアンプエミュレートプラグイン Overloud TH3 SONAR Edition

バンドルされている数多くの音源が楽曲制作をサポート

様々な楽器の音を網羅するD-Proをバンドル

MiNiSTUDIO CREATOR US-42 独自の機能

ボーカルピッチ編集ツールとして著名な Melodyne 4 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』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。

イコライザー、ディレイ、コーラス、モジュレーションフィルターなどミキシングを

進める上で必要なエフェクトと、彩りを与えるエフェクトをバンドルしたプラグイン

エフェクト群、Classic Creative Suiteがバンドルされています。

VocalSyncは、コーラスパートを含む楽曲など、複数のボーカルトラックを扱う楽

曲制作で有効な機能です。複数のボーカルパートを簡単な操作で揃えることが可能

になり、よりクオリティの高いボーカルサウン

ドを実現します。VocalSyncを使用すること

で、クリップの分割や移動を行うことなく完璧

なタイミングが得られます。1つのガイドトラ

ックを元に、複数のボーカルパートを効率的に

処理、編集することを可能にしました。

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の打ち込みにお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

ことができます。オーディオ素材のようにタイ

ミングを変更できるタイミングストレッチや、

ベロシティのエディットを容易にしたベロシテ

ィ・レイヤーなどの機能を持ち、MIDI編集の作

業効率を飛躍的に向上させます。また、個々の

ループにおいてピッチ、パン、ボリュームなど

を調整することも可能です。

MIDIクリップを右クリックすることで表示できるステップシーケンサーは、特にドラ

ムなど打楽器の打ち込みで威力を発揮する機能です。使うノート(音の高さ)だけをピッ

クアップして表示することができ、マウスによる打ち込みでもスピーディーに入力する

ことができます。もちろん、ベロシティ(音の強さ)も調整することができます。

楽曲制作において多くの時間を費やすMIDI/オーディオ編集も、SONARが得意
とする作業です。特筆すべきは進化を続けているスマートツールで、これを使
いこなすことで作業効率を大幅に向上させることが可能です。

エディット Edit

ProChannelモジュールはSONAR最大の特長のひとつと言

える機能で、オーディオ、インストゥルメントトラック、

バスを作成した際に自動的に用意されるチャンネルストリ

ップです。一般的なDAWでは音を作るためにまずプラグイ

ンエフェクトを選ばなければなりませんが、SONARでは

ProChannelモジュールが自動で用意されるため、プラグイ

ンの選択で悩む時間を省略できます。もちろん、任意のプラ

グインをインサートすることも可能ですので、トラックの重

要性に合わせた使い分けが可能です。

SONARの特長でもあるProChanne lは上位版である

Profess iona l/P lat inumのみの機能となっています

が、Artist / Home StudioにはProChannelの簡易版である

ミックスストリップが用意されています。

ミックスストリップには専用のイコライザーが用意され、他

にStyle Dial FXを追加することが出来ます。イコライザーと

Slyle Dial FXによってプラグインを買い足さなくてもサウン

ドメイキングが可能です。

Pro Channel モジュールには美しいグラフィックと高品位

なサウンドを持つモジュールが多数用意されていますが、高

度な処理ができる一方で使い方が難しいという側面もありま

す。新たに装備されたStyle Dial FX Pro Channelモジュー

ルは、エフェクトの使い方が難しいというユーザーに最適な

エフェクトで、つまみひとつで好みのサウンドを得ることが

できます。全部で8種類のモジュールが用意されています。

ProChannelはモジュール構成となっており、標準で起動する

Quad Curve EQ以外のモジュールは作りたいサウンドに合わ

せて挿入、削除することが可能です。それぞれの順番も自由に

入れ替えが可能ですので、エフェクトや音のキャラクターにあ

わせた縦横無尽のサウンドメイキングがProChannelだけで可

能です。ProChannelの組み合わせは保存することが可能で、

気に入った設定ができたら他のシチュエーションでも呼び出し

て活用することができます。

打ち込みを中心とした楽曲制作で多用されるSONARですが、ミキシング作業に
おいてもワークフローを効率化する優れた機能を有しています。加えて64ビッ
ト倍精度浮動小数点演算による高音質ミキシングは、楽曲のクオリティをより
高いものへと昇華させます。

ミキシング Mix

DAW  SOFTWARE SONAR
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■ グレードによって機能やバンドルされるプラグインの種類が

異なります。ホームページにて比較表をご確認の上ご購入く

ださい。

■ SONARではメンバーシップ制を採用しております。ソフト

ウェアはご購入後恒久的にお使いいただけますが、アップデ

ートに関してはメンバーシップライセンス期間中のみ受け取

ることができます。

■ 販売店にて販売されるSONAR シリーズパッケージ品は日

本国内専用バージョンです。日本語マニュアルが同梱されて

います。

■ アカデミック版の出荷に際しては、専用申請書の送付が必

要です。

■ ソフトウェア本体はすべてCakewalk社からのダウンロー

ドとなりますので、インターネット接続環境が必要です。ま

た、大容量データをダウンロードするため、光回線など高速

なインターネット接続環境をお勧めいたします。

■ SONARは、ご購入後も定期的に新機能が追加されます。リ

リースされた新機能の詳細については、ホームページをご覧

ください。

■ 新機能の追加は、メンバーシップライセンスの継続期間中に

限ります。

■ 機能比較表の最新版をホームページにてご覧ください。

マスタリング

PCM音源とは異なる方式でデジタル化するDSDファイルの

インポートおよびエクスポートに対応。DSDファイルをPCM変換してミキシング

し、DSD方式で書き出してマスター音源とすることができます。昨今のハイレゾブ

ームに必須のDSD音源を作ることができるようになりました。DSDとPCMの変換

にはTASCAM開発陣の技術が投入され、高品位なフォーマット変換を実現していま

す。DSF/DIFFフォーマット、2.8M/5.6M/11.2M	Hzに対応しています。	

CDマスターだけでなく、多様な形式でのマスター制作が求められるのが現代
の音楽制作です。SONARではマスタリングのサウンドメイキングはもちろ
ん、DSDやYouTube等最先端のファイル作成機能を備えており、頒布形式に
あわせたマスターファイル制作が可能です。

VST3対応のリニアフェイズEQ、LPEQがバンドルされています。

リニアフェイズタイプのイコライザーは、一般的なイコライザーと異なり入力音の線形

位相（リニアフェイズ）が維持されることにより、イコライザーによる音質変化が極め

て少ないという特長があります。このため、完成音源に対してイコライジングを行うマ

スタリングや、マスタートラックでのイコライジングに適しています。

VST3対応のリニアフェイズコンプレッサー、LPMBがバンドルされています。

リニアフェイズイコライザー同様にコンプレッサー自体での音質変化が極めて少ない

ため、マスタリングやマスタートラックでの処理に適しています。マルチバンドコン

プレッサーは、帯域ごとの音量をコントロールするイコライザー的な活用もできるた

め、LPEQとLPMBを組み合わせて使うことでハイレベルな調整が可能です。

北米で人気のオンラインマスタリングサービスLANDRに直接アップロードする機能が

追加されました。LANDRは英クイーンメアリー大学、デジタル音楽センターの学術研

究で開発された人工知能を搭載したサービスで、アップロード後は自動でマスタリング

処理が行われ、処理後の音を聞き比べることができます。

シンプル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。「ルックアヘッ

ド」リミッターアルゴリズムを使用して、出力のクリッピングやPDR(プログラム依存

型リリース)においてパンピング(音量の変動)が最小限になったり、音の大きさが最大限

になったりすることを防ぎます。

Mastering ユーザーインターフェース

DAWのカスタマーサポートにおいては、導入時のトラブルやレジストレーション(登

録)の方法に関するお問い合わせが、その多くを占めています。よりスムーズに音楽

制作を始めて頂くため、SONARでは専用のインストールおよびライセンス管理ソフ

トウェアCakewalk	 Command	 Centerを導入しています。ダウンロードやライセ

ンス管理などは自動で行われ、アップデートも公開後すぐにお知らせすることがで

きます。音楽制作以外のストレスを軽減し、より集中できる環境を提供します。

マウスを置いた場所に関する機能の説明や使用法に関するヒント、キーボードショ

ートカットなどを表示するヘルプモジュール機能が追加されました。

SONARの背景やボタン、フェーダー、そしてメーターなど、配色やデザインを自

由に編集することができるソフトウェアがSONAR	 Theme	 Editorです。Theme	

Editorを使うと、SONARを自分好みのデザインに変更することができます。

アーティスト名等の情報、プロジェクトに関するメモなどを自由に記載できる機能が

ブラウズノート機能です。楽曲のアイディアをテキストで書いておく、アーティスト

とのやりとりやミックスへの指示を記録しておくなど、様々な使い方ができます。

SONARには様々な特長がありますが、最も優れている部分を上げるとすれば
作業ストレスを感じさせないユーザーインターフェースという事が出来るでし
ょう。自分専用のDAWにカスタマイズできるSONARは、他のソフトウェアで
は追随できない作業効率を実現できるでしょう。

User Interfaceミキシング Mix

マスタリングに適したリニアフェイズEQ LPEQ スムーズな導入やアップデート、バージョン管理を実現する
Cakewalk Command Center

ヘルプモジュール機能

SONAR Theme Editor(テーマエディター)機能

楽曲に関するメモをプロジェクトに保存できるブラウズノート機能

リニアフェイズマルチバンドコンプレッサー LPMB

オンラインマスタリングサービス「LANDR(ランダー)」とのコラボレーション

音圧をアップすることができるマキシイザー Boost11

新たなマスター音源フォーマットのスタンダード
DSDのインポート/エクスポートに対応

ミックス作業効率を飛躍的に高めるミックスリコール機能

Overloud BREVERB SONAR

Nomad Factory BlueVerb DRV-2080

Overloud ReMatrix Solo

対象にあわせて選べる複数のリバーブエフェクト

ミックスリコール機能は、デジタルミキサーのシーンメモリーのように、ワンクリッ

クでミキシングを簡単に切り替え比較する機能です。ミキシングを複数保存すること

で、異なるミキシング間の比較試聴を簡単に行うことができます。	 スタンダード、

ボーカルが大きめ、ドラムが大きめなど異なるミキシングを保存し、異なるバラン

スで書き出しを行うという作業も、同じプロジェクトの中で行うことができます。ま

た、ライブ音源のように複数楽曲がひとつのプロジェクトに収められている場合も絶

大な効果を発揮します。

ミックスリコールの対象は

任意で選択することが可能

で、スムーズなシーン切替

が必要な場合はソフトシン

セをリコール対象から外す

ことも可能です。

Overloud社のBREVERBがバンドルされています。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。

好評を得ているOverloud社のMoReVoxをベースにしたシングルレイヤー、ゼ

ロレイテンシーのサンプリングリバーブです。ホール、ルーム、プレート、エコ

ーなど代表的な100種以上のインパルスレスポンス(IR)が用意され、カスタマイ

ズも可能。ProChannelモジュールとして使用できます。

ビンテージスタイルのスタジオリバーブで、1980年代のデジタルリバーブの音

質を再現するように設計されています。アンビエンス、ディケイ、プリディレイ

コントローラに加え、2バンドの個別イコライゼーションが組み込まれています。

リバーブエフェクトも複数用意されています。クリアなデジタルリバーブからサン

プリングリバーブまで用意されています。

※LANDRのプランによって受け取りができるファイル形式が異なりますので、詳細はLANDRのホームページ
でご確認ください。
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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。

Made in Germany
HEADPHONE Imported by

オープンプライスオープンプライス

オープンプライス

オープンプライスオープンプライス

オープンプライス

DT 1350

DT 990 PRO

DT 1770 PRODT 1990 PRO

DT 250

DT 770 PRO

DT 770 PRO

（1.6mストレートケーブル）DT 770 PRO 80 / DT 770 PRO 32

周波数特性	 5Hz	ー	40,000Hz
インピーダンス	 250Ω
SPL	 102dB	(	1mW	/	500Hz	)
最大SPL	 125dB	(	200mW	/	500Hz	)
許容入力	 200mW
質量	 388g

周波数特性	 5Hz	ー	35,000Hz
インピーダンス	 250Ω	(	DT	770	PRO	)
	 80Ω	(	DT	770	PRO/80	)
	 32Ω	(	DT	770	PRO/32	)
SPL	 96dB
許容入力	 100mW
質量	 270g

周波数特性	 10Hz	ー	30,000Hz
インピーダンス	 80Ω	(	DT	250/80	)
	 250Ω	(	DT	250/250	)
SPL	 100dB
許容入力	 100mW
質量	 240g

周波数特性	 5Hz	ー	30,000Hz
インピーダンス	 80Ω
SPL	 109dB
許容入力	 100mW
質量	 174g

周波数特性	 5Hz	ー	40,000Hz
インピーダンス	 250Ω
SPL	 102dB	(	1mW	/	500Hz	)
最大SPL	 125dB	(	200mW	/	500Hz	)
許容入力	 200mW
質量	 370g

周波数特性	 5Hz	ー	35,000Hz
インピーダンス	 250Ω
SPL	 96dB
許容入力	 100mW
質量	 250g

DT	1350	CC（3.0m	コイルケーブル）

3m

テスラテクノロジー搭載 プロフェッショナル向け
ハイエンド・スタジオヘッドホン。

ステージパフォーマンスをも新しくするWin/Mac対応の
パフォーマンス・シンセサイザー・プラグイン

名機Z3TA+が進化したWin/Mac両対応
ウェーブシェイピングシンセサイザー・プラグイン

5m 3m 5m 3m

VST / AU / AAX　プラグイン

Rapture Pro(ラプチャー・プロ ) Z3TA+2 ( ゼイタ・ツー )
オープンプライス オープンプライス

Rapture	 Proは、スタジオでの音楽制作、楽曲制作から、ステージ

上でのライブパフォーマンスまで直感的操作で観客を魅了するサウ

ンドを奏でることができるパフォーマンス・シンセサイザーです。

これまでのソフトシンセでは避けられなかったスタジオとステージ

のギャップを埋め、より優れたパフォーマンスを提供します。

多くの作品で使用されたZ3TA+のウェーブシェイピングサウンドが進化して帰って

きました。根幹を成すウェーブシェイピングオシレーターは6基装備されており、

新たなウェーブシェイピングも4種類追加されています。作られたサウンドを仕上

げるエフェクトセクションもより使いやすく進化。加えてHypertubeアルゴリズム

による歪みモジュールの追加によって、さらにアグレッシブなサウンドメイキング

を実現しました。
■ ステージ上でのパフォーマンスを新しくするパフォーマンスモードを搭載

■ 6つのエレメントを同時にミキシングできるベクトルミキサー

■ ステップジェネレーター、エンベロープジェネレーター及びLFOを備えた

 6つのエレメント

■ 簡単・直感操作を提供するグラフィカルなユーザーインターフェース

■ コントローラーへのパラメータアサインを自由にする

 モジュレーションマトリックス

■ パッド系・リード系サウンドに最適な

 13のクラッシュディストーションエフェクト

■ 精密なミキシングを生み出す21のスイープフィルター

■ エレメントのサウンドメイキングに活用できる31のインサートエフェクト

■ 2クリックでコントローラーをアサインできるMIDIマッピング

■ グラフィカルなイコライザーによる視覚的な音質調整

■ 才能あふれるクリエーターによって作られた豊富なプリセットサウンド

■ エレメントごとにマイクロチューニングファイルを読み込み可能

■ 各エレメントを個別に再生できるマルチティンバーモード

■ Mac OS X AU(Audio Unit)/VST3i/AAX及び

 Windows VST3i/VST2i/AAXに対応

■ Windowsではスタンドアロン動作が可能

■ 動作条件

■ 新たな4つのシェイプを備えた6基のウェーブシェイピングオシレーター

■ 新たな4つのフィルタを含む14のフィルタを備える2基のフィルタセクション

■ モーフィング結果を表示するグラフィカルな6基のLFO

■ つまみとグラフィックの双方からコントロールできる

 8基のエンベロープジェネレーター

■ 拡張されたモジュレーションマトリックス

■ 高品位なサウンドを支えるSRCアルゴリズム

■ 簡単にエフェクトの組み換えが可能なドラッグアンドドロップルーティング

■ 豊富なパターンを備えたグラフィカルなアルペジエーター

■ ハードウェアシンセサイザーの演奏性を加えるパフォーマンスモジュール

■ ピッチベンドプレイを刷新するピッチベンドコントロールセクション

■ イメージしたサウンドを素早く見つけ出すユーザーインターフェース

Windows環境
対応OS：	 最新のOS対応情報は製品ウェブページの仕様・動作条件
	 をご覧ください。	
対応プロセッサー：	 32/64ビットプロセッサー、Intel	Core	2	Duo以上
必要メモリ容量：	 Rapture	Pro；	 2GB以上
	 Z3TA+2；	 1GB以上
必要ディスク容量：	 Rapture	Pro；	 13GB(インストーラー50MB)
	 Z3TA+2；	 200MB
対応フォーマット：	 Rapture	Pro；	 VST2i、VST3i、AAX、
	 Z3TA+2；		 VST3i

Mac環境
対応OS：	 最新のOS対応情報は製品ウェブページの仕様・動作条件
	 をご覧ください。	
対応プロセッサー：	 64ビットプロセッサー、Intel	Core	2	Duo以上
必要メモリ容量：	 Rapture	Pro；	 2GB以上
	 Z3TA+2；	 1GB以上
必要ディスク容量：	 Rapture	Pro；	 13GB(インストーラー50MB)
	 Z3TA+2；	 200MB
対応フォーマット：	 Rapture	Pro；	 Audio	Units、VST3i、AAX
	 Z3TA+2；	 Audio	Units、VST3i

VST / AU / AAX PLUGIN

あらゆるプロフェッショナルユースに対応する
高品位ヘッドホン

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

ミュージシャンに最適な
モニターヘッドホン

密閉型のスタジオ定番
DT 770 PROの進化系

開放型スタジオモニターヘッドホン
最上位機種

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

46 47



PRINTED IN JAPAN 1704 N 5・D7242

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。

タスカム製品取扱店

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、MiNiSTUDIO、 iXZ、iXR 
および HDDAは、ティアック株式会社の登録商標です。 ■DWANGO、niconico および テレビちゃんロゴは、株式会社ドワンゴの商標です。■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 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、 Mac、 OS X、 iPad、 iPod、 iPod touch、 iPhone 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。 iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにも
とづき使用されています。 　■「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。 ■Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であ
り、ティアック株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。  ■ Qualcomm® aptXTM is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of 
Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United 
States and other countries, used with permission. ■"DSD"は登録商標です。  ■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。 ■Facebook
はFacebook,Inc.の登録商標です。  ■TwitterはTwitter, Inc.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。 ■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、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 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。  ■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。 ■Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, 
Inc. が所有する登録商標であり、ティアック株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ■ ©2013 CSR plc and its group companies.  ■ Qualcomm aptX is a product of Qualcomm 
Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of 
Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission. ■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。  ■TwitterはTwitter, Inc.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。 ■
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、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 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。  ■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。 ■Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, 
Inc. が所有する登録商標であり、ティアック株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ■ ©2013 CSR plc and its group companies.  ■ The aptX® mark and aptX logo are trade 
marks of CSR plc 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。 ■FacebookはFacebook,Inc.の登録商標です。  ■TwitterはTwitter, Inc.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。 ■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、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 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 © 2017 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2017年4月現在のものです。

https://tascam.jp/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。
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https://www.facebook.com/teacprofessional

https://tascam.jp/jp/

https://twitter.com/TASCAM_jp

https://www.facebook.com/teacprofessional

https://tascam.jp/jp/

https://twitter.com/TASCAM_jp


