8トラックハンドヘルドレコーダー

オープンプライス

タッチパネルで直感的な操作、32bit float録音対応
次世代のハンドヘルドレコーダー

シンプルでユーザーフレンドリー
あなたのクリエイティビティを
この1台が形にする

製品の詳細はこちら

※microSDカードは別売りです。

32 bit float 録音
広いダイナミックレンジ

3.5 インチ

カラータッチパネル

大口径

14.6 mm

コンデンサーマイク

最大 トラック

8

マルチトラック録音

8 In /2Out

USBオーディオ
インターフェース

フラッグシップ 8トラックハンドヘルドレコーダー

驚異のシンプル操作で収録できるアプリランチャーシステム

まったく新しいアプリランチャーシステムを搭載。6 つのアプリの中から、収録シーンに応じ
たアプリをサークルスクロールで選択、起動すると瞬時に録音プリセットを呼び出します。
これにより、わずらわしい設定は不要で収録作業に集中することができます。

録音アプリから瞬時にプリセット呼出し

FIELD : 屋外での録音用に自然、
野鳥、市街、乗り物の4つのプリ
セットを用意。
MUSIC : 音楽や楽器演奏の収録
用にピアノ、
ボーカル、
バンド演奏
など6つのプリセットを用意。

PODCAST : 最大4人までのポッド
キャストの収録が可能。

ASMR : ASMR収録の入力に応じ
て画面の視覚効果が変化します。

大口径コンデンサーマイク

※収音イメージ

付属マイクは、
左右を付け換えるこ
とで X-Y方式、A-B方式の切り替え
が可能です。TASCAMハンドヘルド
レコーダーとしては最大サイズの
マイク径14.6㎜のコンデンサーマ
イクを採用し高音質なステレオ録
音が可能です。

True
X-Y方式

デュアル ADコンバーター
低ノイズな信号

広いダイナミックレンジ

ローゲインADC

A-B方式

Input 3 ～ 6 には、低ノイズでクリアな音質のHDDAマイクプリアンプを搭載
microSDカードに最大8トラック (6トラック +2ミックス )を直接録音
8In/ 2Out USBオーディオインターフェース

カメラ用 IN/OUT端子、
アクセサリー用コールドシュー、カメラネジ装備

モバイルアプリでリモートコントロール

別売りのBluetooth🄬アダプター『AK-BT1』
とiOS、
Android対応無償アプリ
『Portacapture Control』
を使用すれば 、録音・停止などの操作や、録音
アプリの起動や、ゲイン調整、ミキシング、エフェ
クトのパラメーターのリモート操作が可能です。

※価格はすべてオープンプライス

Bluetooth🄬アダプター AK-BT1
ACアダプター PS-P520U
標準アクセサリーパッケージ AK-DR11GMKIII
カメラアクセサリーパッケージ AK-DR11CMKII
ウィンドスクリーン WS-11
ショットガンマイク TM-200SG

32bit ﬂoat録音

クリップしていない信号

ファントム電源（24V/48V）
対応、4系統の XLR/TRSロック付き入力端子

安全に関するご注意

『Portacapture X8』は、各アプリでの録音レベル設定に加
え、デュアル AD コンバーターと 32bit ﬂoat 録音の技術を利
用したパワフルな音声処理により、広いダイナミックレン
ジを実現します。これにより、入力レベルを細かく設定す
ることなく録音可能です。さらに、編集時にステレオミッ
クスの音量を調整するノーマライズ機能を搭載しています。

ハイゲインADC

その他の機能

オプション

3.5インチのカラータッチパネル
を搭載。大径ジョグホイールとの
組み合わせにより、エフェクトや
フェーダーの微調整もストレス
フリーな操作を実現します。

デュアルADコンバーター・32bit ﬂoat録音

VOICE : インタビューやナレー
ション、会議の録音に。

MANUAL : 最大6チャンネルの
マルチトラック録音が可能。

簡単操作、タッチパネルでストレスフリー

主な仕様

アナログオーディオ
入力

アナログオーディオ
出力

USB オーディオ
Bluetooth🄬

1-2 (アンバランス、3.5mm、プラグインパワー対応 )

LINE

カメラ/EXT IN (3.5mm ステレオミニジャック）

MIC / LINE
LINE

PHONES
SPEAKER
端子

3-6 ( バランス、XLR/TRS コンボジャック）

カメラ/ LINE OUT (3.5mm ステレオミニジャック）
3.5mm ステレオミニジャック
0.4W、モノラル

USB Type-C (USB2.0 HIGH SPEED)

最大入出力

入力 8 (6 チャンネル +2 ミックス )、出力 2

メディア

microSD、microSDHC、microSDXC※1

Bluetooth🄬 アダプター『AK-BT1』専用接続端子

WAV 44.1/48/96/192kHz、16/24bit/32bit ﬂoat

レコーダー

フォーマット

電源

単 3 形電池 4 本 (アルカリ/リチウム乾電池、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『PS-P520U』
（別売 )

消費電力

AK-BT1

MIC

外寸 / 質量
同梱品

MP3 44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbps

録音トラック 8トラック（6 トラック、ステレオミックス）

7.5W（最大時）

W83×H205.6×D41.5mm /472g (突起部 / 電池を含む)

本体、マイクユニット（左右ペア）、単 3 形アルカリ電池×4 、
取扱説明書
（保証書）
、TASCAM ID 登録ガイド

※1 microSD カードは別売りです。

■ 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。

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、Portacapture および HDDA は、
ティアック株式会社の登録商標です。
microSDXCロゴ は、SD-3C,LLC
の商標です。
Bluetooth®ワードマークは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、
ティアック株式会社は許可を受けて使用しています。
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。

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。

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

@teacprofessional

タスカム製品取扱店

タスカムウェブサイト

https://tascam.jp/jp

@TASCAM_jp

製品に関するお問い合わせは タスカム カスタマーサポートまで

携帯電話、IP電話からは

TEL 042-356-9137

一般電話からは

0570-000-809

10 : 00 ～12: 00 / 13: 00 ～17: 00（土日祝・弊社休業日を除く）

このカタログの記載内容は 2021年 12月現在のものです。
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