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安全にお使いいただくために

限定保証

法的放棄

注意
感電の.恐れがありますので、
カバーやその他の部品を取り

外したり、開けたりしないでください。高
品質なプロ用スピーカーケーブル（¼" TS 標
準ケーブルおよびツイスト ロッキング プ
ラグケーブル）を使用してください。

注意
火事および感電の危険を防ぐ
ため、本装置を水分や湿気の

あるところには設置しないで下さい。装置
には決して水分がかからないように注意
し、花瓶など水分を含んだものは、装置の
上には置かないようにしてください。

注意
このマークが表示されている
箇所には、内部に高圧電流が

生じています。手を触れると感電の恐れが
あります。

注意
取り扱いとお手入れの方法に
ついての重要な説明が付属の

取扱説明書に記載されています。ご使用の
前に良くお読みください。

注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してくだ
さ い。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでくだ
さ い。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使
ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、
適切な換気を妨げない場所に設置してく
ださい。取扱説明書に従って設置してくだ
さい。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、
ストーブ、調理台やアンプといった熱源か
ら離して設置してください。

9. ニ極式プラグおよびアースタイプ 
( 三 芯) プラグの安全ピンは取り外さない
でください。ニ極式プラグにはピンが二本
ついており、そのうち一本はもう一方よりも
幅が広くなっています。アースタイプの三芯
プラグにはニ本のピンに加えてアース用の
ピンが一本ついています。これらの幅の広
いピン、およびアースピンは、安全のための
ものです。備え付けのプラグが、お使いの
コンセントの形状と異なる場合は、電器技
師に相談してコンセントの交換をして下さ
い。
10.  電源コードを踏みつけたり、挟んだり
しないようご注意ください。電源コードや
プラグ、コンセント及び製品との接続には
十分にご注意ください。
11.  すべての装置の接地（アース）が確保
されていることを確認して下さい。

12.  電源タップや
電源プラグは電
源遮断機として利
用されている場合
には、これが直ぐ
に操作できるよう
手元に設置して下
さ い。

13.  付属品は本機製造元が指定したもの
のみをお使いください。
14.  カートスタンド、三脚、ブラケット、
テーブルなどは、本機製造元が指定したも
の、もしくは本機の付属品となるもののみ
をお使いください。カートを使用しての運
搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご
注意ください。 
15.  雷雨の場合、もしくは長期間ご使用に
ならない場合は、電源プラグをコンセント
から抜いてください。
16.  故障の際は当社指定のサービス技術
者にお問い合わせください。電源コードも
しくはプラグの損傷、液体の装置内への浸
入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿
気に装置が晒されてしまった場合、正常に
作動しない場合、もしくは装置を地面に落
下させてしまった場合など、いかなる形で
あれ装置に損傷が加わった場合は、装置
の修理・点検を受けてください。

17.  本製品に電源コード
が付属されている場合、
付属の電源コードは本製
品以外ではご使用いただ
けません。電源コードは
必ず本製品に付属された
電源コードのみご使用く
ださい。

18.  ブックケースなどのような、閉じたス
ペースには設置しないでください。
19.  本機の上に点火した蝋燭などの裸火
を置かないでください。
20.  電池廃棄の際には、環境へのご配慮
をお願いします。電池は、かならず電池回
収場所に廃棄してください。
21.  本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使
用ください。

ここに含まれる記述、写真、意見の全
体または一部に依拠して、いかなる人が
損害を生じさせた場合にも、Music Tribe 
は一切の賠償責任を負いません。技術
仕様、外観およびその他の情報は予告
なく変更になる場合があります。商標
はすべて、それぞれの所有者に帰属し
ます。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、 
Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、 
TC Helicon、Behringer、Bugera、Auratone および 
Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. 
の商標または登録商標です。© Music Tribe 
Global Brands Ltd. 2020 無断転用禁止。

適用される保証条件と Music Tribe の限定
保証に関する概要については、オンライン
上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認
ください。
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SWING フックアップ
ステップ 1: フックアップ
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ステップ 2: コントロール

SWING コントロール

MIDI CHANNEL

(Hold SHIFT and press a key to change)

GATE SWING

(1)

(2)
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(8)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

(6) HOLD（ホールド）- キーをリリース後
にアルペジオをホールドし、最後のキ
ーをホールドし続けている場合は、
アルペジオにさらにノートを付加し
ます。
SHIFT と HOLD を押すと、Chord（コー
ド）モードに入る、または終了しま
す。詳しくはスタートアップガイドの
項をご覧ください。

(7) SHIFT（シフト）- ユニットに黄色で記
されている、コントロールの別オプシ
ョン操作をおこないます。下記の機能
があります：
Chord（コード）、Transpose（トランスポ
ーズ-移調）, Keyboard Play（キーボード
プレイ）、Append（アペンド-付加）、 
Clear List（リスト消去）、Restart（リスタ
ート）。鍵盤のキーには2つの機能が
あります： MIDI チャンネル、Gate（ゲ
ート）、および Swing（スイング）。
回転式コントロール調整時に SHIFT を
押すと、中間設定をジャンプします。 

(8) ARP/SEQ（アルペジオ／シーケンサ
ー）- アルペジエーターモードとシー
ケンサーモードを切り替えます。

(9) MODE（モード） - シーケンサーモー
ドでは 1 – 8 までの保存済みプログ
ラムから選択、アルペジエーターモ
ードでは 8 種類のプレイ順から選択
します。

(10) SCALE - 8 種類のタイムシグニチャー
より選択します： 1/4、1/8、1/16、1/32、 
1/4T、1/8T、1/16T および 1/32T （トリプ
レット - 三連符）。

(11) TEMPO（テンポ）- アルペジエーター
またはシーケンサーのプレイバック
テンポを調節します。SHIFT スイッチ
をホールドダウンすると微調整でき
ます。TAP スイッチは現在のテンポで
点滅します。TAP スイッチを使ってテ
ンポを手動設定もできます。

(12) TAP/REST/TIE（タップ／休符／タイ）- 
アルペジエーターまたはシーケンサ
ープレイバックが任意のテンポにな
るまで、このスイッチを複数回押しま
す。TAP スイッチはテンポに合わせて
点滅します。
TEMPO ノブを回すと、テンポはノブで
設定された値に戻ります。 
TAP スイッチは、シーケンサープログ
ラミングの際に休符やタイを入力す
るのにも使用します。

(13) RECORD/APPEND（レコーディング／ア
ペンド）- シーケンサープログラミン
グ中に押すと、レコーディングを開始
します。
シーケンスは、MODE ノブに記載さ
れている、1 – 8 の場所に保存され
ます。
追加のノートをシーケンスに付加す
る際、SHIFT と RECORD を押します。

(14) STOP/ CLEAR LAST（停止／最後のノー
トを消去）- 押すと、アルペジエータ
ーまたはシーケンサープレイバックを
停止します。
SHIFT と STOP を押すと、シーケンスの
最後のステップを消去します。さらに
ステップを削除する場合は、同じ動
作を繰り返します。

(15) PAUSE/PLAY/RESTART（一時停止／プレ
イ／リスタート）- 1 回押すと、アルペ
ジエーターのレコーディングを開始し
ます。ライトが点灯し、TAP スイッチが
現在のテンポで点滅します。
再度押すとアルペジエーターのプレ
イバックを停止し、スイッチが点滅し
て一時停止中であることを示します。
プレイバック中に SHIFT と本スイッチ
を押すと、アルペジエーターまたはシ
ーケンサープレイバックを先頭へとリ
セットします。

背面パネル
(16) USB ポート- コンピューターの USB  

ポートに接続し、USB MIDI を通じて 
DAW との併用、または Control Tribe 
ソフトウェアアプリケーションを使用
して制御します。
SWING 機能には USB を通じて電力供
給します。

(17) DC IN（DC 入力）- 別売りのパワーサプ
ライの接続に使用します。パワーサプ
ライを使用すると、コンピューターに
接続しなくても SWING ユニットを使
用できます。

(18) CV OUTPUTS（CV 出力）- これらの出力
を通じて、SWING から外部モジュレー
ション機器に、モジュレーション制
御、トリガー、ピッチなどのコントロー
ルボルテージを送出します。

(19) SUSTAIN（サステイン）- 別売りの
外部フットスイッチに接続しま
す。Control Tribe ソフトウェアアプリケ
ーションで、フットスイッチの機能を
ホールド、サステイン、その両方、のい
ずれかより選択します。 

(20) SYNC（シンク）- 外部機器のシンク入
出力と接続します。

(21) MIDIIN/OUT（MIDI 入力／出力）- 
MIDI キーボード、コンピューター 
MIDI インターフェイス、シンセサイザ
ーなどの外部機器との MIDI 接続に使
用します。

(22) SYNC SOURCE（シンクソース）- 内部ク
ロック、USB、MIDI、および外部シンク
入力、いずれかのシンク（同期）ソー
スを選択します。
注意： 外部シンクソースを接続して
いない際は必ず内部（internal）に設定
してください。でないとテンポの制御
ができません。

(23) LOCK（ロック）- セキュリティケーブ
ルを接続して、盗難のリスクを低減
します。

(1) キーボード – ベロシティとアフター
タッチ搭載の、コンパクトサイズ 32 
鍵キーボードです。
SHIFT を押してホールドすると、各キ
ーは、キーの上に記された第 2 の機
能で動作します：
左から 16 個のキーは、MIDI チャンネ
ル1 – 16 を切り替えます。
次の5個のキーは、アルペジエー
ターまたはシーケンサー操作の際
に、GATE（ゲート）を 10% - 90% の間で
切り替えます。
最後の、右から 11 個のキーは、アル
ペジエーターまたはシーケンサー操
作の際に、SWING（スイング）を、OFF 
(50%) - 75% の間で切り替えます。

(2) PITCH BEND（ピッチベンド）- ピッチを
表情豊かに上げ／下げします。ピッチ
はリリースすると中央位置に戻ります
（ピッチホイールと同様）。

(3) MODULATION（モジュレーション）- パ
ラメーターを最小から最大まで、表情
豊かにモジュレーションします（モジ
ュレーションホイールと同様）。 

(4) OCT +（オクターブプラス）- 1 度押す
ごとにピッチを 1 オクターブ単位で上
げます（最大 +4 オクターブ）。オク
ターブが高くなるほど、スイッチが速
く点滅します。
OCT–（オクターブマイナス）を押すと
オクターブを下げ、両方を押すとリセ
ットします。 

SHIFT と OCT + を押すと、シーケンサ
ーのプレイ中にキーボードを演奏で
きます（KYBD PLAY）。
リセットするには、USBコードを接続
中に OCT + と OCT – を押します。  

(5) OCT –（オクターブマイナス）- 1 度押
すごとにピッチを1オクターブ単位で
下げます（最大 - 4 オクターブ）。オク
ターブが低くなるほど、スイッチが速
く点滅します。
OCT + を押すとオクターブが上がり、
両方をホールドするとリセットし
ます。  
シーケンサープレイの間に SHIFT（シ
フト）と OCT -を押し、鍵盤のいずれか
のキーを押すと、プログラムがそのキ
ーへ移調（トランスポーズ）します。
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ステップ 3: はじめに

SWING はじめに

概要
本スタートアップガイドでは、SWING キ
ーボードコントローラーの設定方法の解
説と、その機能の簡単なご紹介をいたし
ます。 

接続
ご使用のシステムへの SWING の接続方法
は、本ガイド冒頭の接続例をご参照くだ
さい。

ソフトウェアセットアップ
SWING は USB クラスコンプライアント 
MIDI 機器ですので、ドライバーのインスト
ールは不要です。SWING を Windows および 
MacOS で使用するにあたり、追加のドライ
バーは不要です。

ハードウェアセットアップ
まず USB 接続と別売りの電源アダプタ
ー以外のシステムの接続をすべて完了し
て、それから先述 2 つの接続をおこない
ます。
SWING の USB ポートとコンピューターの 
USB ポートを接続した場合は、コンピュー
ターから電源を供給します。電源スイッチ
はありません；コンピューターがオンの間
は常にオンになります。
コンピューターを使用しない場合、本ガイ
ドの仕様ページに記載された定格に適合
した、オプションの外部電源アダプターを
使用します。
サステインフットスイッチの追加接続な
ど、接続作業をする場合は必ず、まず 
SWING をオフにしてください。

初期設定
DAW をご使用になる場合、必ず MIDI 入力
を SWING に設定してください。通常、DAW 
の“環境設定“ のページで設定します。
詳しくはお使いの DAW の取扱説明書を
ご参照ください。
SWING への接続を変更時、または取り外
しの際は、すべての接続をおこなった後に 
DAW を再起動する必要があります。
外部シンクまたは MIDI／USB MIDI シンクを
使用しない場合は、SWING 背面パネルのシ
ンクスイッチを、必ず ”INTERNAL（内部）”に
設定してください。

別の MIDI 機器と MIDI 接続している場合
は必ず、 SWING の MIDI 出力チャンネルを
正しく設定してください。MIDI チャンネル
は、SHIFT スイッチと、左から 16 個のキー
のいずれかを押して設定します。 
Control Tribe ソフトウェアアプリケーション
は、MIDI 入出力チャンネルなどの SWING の
パラメーター設定に使用できます。 
注意：操作中に外部 MIDI 機器が制御不能
になった場合は、気づかないうちに SWING 
の MIDI 出力チャンネルを変えてしまってい
ないかどうかをご確認ください。

プレイング
SWING を動作中の USB ポートに接続する
か、オプションの外部電源アダプターに接
続した場合、SWING はセルフテストを実行
し、STOP スイッチが点灯するとテストを終
了します。その後プレイ可能となります。
SWING をリセットするには、USB 接続また
は外部電源アダプターを接続した状態
で、OCT+/- の両スイッチをホールドします。
その際 DAW または外部機器を再起動する
必要があります。
キーボードをプレイすると、DAW プラグイ
ンシンセまたはスタンドアローンソフトウ
ェアシンセの制御、または MIDI もしくは 
CV 出力の接続を使用して外部シンセやそ
の他の機器を制御します。
OCT+ および OCT- スイッチでは、上下いず
れの方向にも最大 4 オクターブを増減しま
す。増減するオクターブ数が増えるほど、
スイッチの点滅速度が上がります。いずれ
のスイッチも消灯している場合は、キーボ
ードは初期設定に戻っています。両スイッ
チを同時に押すと、初期設定に素早く復帰
します。

MODE（モード）、SCALE（スケール）、
および TEMPO（テンポ） 
アルペジエーターまたはシーケンサー操
作の間のみ使用できるコントロールです。
いつでも調節可能です。 

MODE（モード）
1. ARP（アルペジオ）モードでは、MODE 

ノブでプレイバック順を下記から設定
します：
UP（アップ）- 昇順
DOWN（ダウン） - 降順
INC（包含）- 両端のエンドノートを含
み、昇降してプレイします 
EXC（除外） -両端のエンドノートを除
外し、昇降してプレイします
RAND（ランダム）- 全ノートをランダム
にプレイします
ORDER（順番）- ノートをレコーディング
した順にプレイします
UP x2 - 各ノートを 2 度ずつ昇順でプ
レイ
DOWN x2 - 各ノートを 2 度ずつ降順で
プレイ

2. SEQ（シーケンサー）モードでは、MODE 
ノブで 1 – 8 までのシーケンサープロ
グラムを保存、呼び出します。

SCALE（スケール）
1. SCALE ノブで、ノートの継続時間を下記

から選択します：
1/4、1/8、1/16、1/32

1/4T（トリプレット-三連符）、 
1/8T、1/16T、1/32T

三連符とは、ノート 1 つのタイム内で
プレイされる、等間隔の 3 つのノート
です。

TEMPO（テンポ）
1. TEMPO ノブで、テンポを調節します。
2. 微調整は、SHIFT スイッチを押しなが

ら、同時に TEMPO ノブを回しておこな
います。

3. TAP スイッチを任意のテンポで複数回
タップすることでも、テンポを変更で
きます。TAP スイッチは現在のレートで
点滅します。TEMPO ノブを回すと、テン
ポはノブの設定値へ復帰します。 

GATE（ゲート）および SWING（スウィン
グ）
アルペジエーターまたはシーケンサープレ
イバックでのみ使用できるコントロールで
す。アルペジエーターまたはシーケンサー
のプレイ中に、以下の要領で調節します：

GATE（ゲート）
鍵盤の 5 つのキーにGATEと記されてお
り、10%、25%、50%、75%、そして 90% の選
択肢があります。これはノートの継続時間
で、ノート間のタイムに対するパーセンテ
ージをあらわします。
1. SHIFT スイッチと、上記キーのうち 1 つ

を押して GATE を選択します。プレイバ
ックを聴いて効果を確認します。

SWING（スウィング）
鍵盤の右から 11 個のキーには SWING と記
されており、OFF (50%)、53%、55%、57%、 
61%、67%、70%、73%、そして 75% の選択肢
があります。 
1. SHIFT スイッチと、上記キーのうち 1 つ

を押して SWING を選択します。プレイ
バックを聴いて効果を確認します。

CHORD（コード）
コードモードでは、キー 1 つを押してコー
ドをプレイできます。コードは ARP モード
または SEQ モードで使用しますが、使用可
能ノート数とステップ数の上限に達してし
まいます。
1. SHIFT スイッチと HOLD スイッチを押し、

そのままホールドします。HOLD が素早
く点滅します。

2. コードを弾きます（最大8ノート）。
3. SHIFT スイッチと HOLD スイッチをリリ

ースします。HOLD の点滅速度が遅く
なり、コードモードであることを示し
ます。

4. 任意のノートを押すと、コードがそのノ
ートに移調されてプレイされます。

5. コードモードを終了するには、SHIFT 
スイッチと HOLD スイッチを再度押し
ます。

6. SHIFT スイッチと HOLD スイッチをほんの
一瞬押すと現在のコードを使用し、両
スイッチをホールドすると、新しいコー
ドを入力できるようになります（手順1
を繰り返します）。

7. 注意：コードモードの状態で（HOLDスイ
ッチが点滅）、アルペジオをホールドし
たい場合、HOLD を再度押すと、点滅が
速くなります。そうするとコードモード
を保持したままアルペジオをホールド
します。HOLD を1度だけ押すとホールド
モードを離れ、SHIFT+HOLD を押すとコ
ードモードを終了します。

アルペジエーター操作
1. ARP/SEQ スイッチを ARP に設定します。 
2. MODE スイッチで、プレイバック順を選

択します。 
3. SCALE スイッチでノート継続時間を設定

します。
4. MODE、SCALE、GATE、SWING、および TEMPO 

を、プレイ前またはプレイ中に調節し
ます。

5. Play/Pause を 1 度押します。TAP がテン
ポに合わせて点滅します。

6. HOLD がオフの場合：
任意のノートを長押しします。 
リリースしたノートはアルペジオから
除外されます。
ホールドしたノートに新たなノートが
追加されます。
全ノートをリリースするとアルペジオ
が停止します。
TAP が点滅中に、任意のノートを押すと
アルペジオがスタートします。 
STOP を押します。 

7. HOLD がオンの場合： 
任意のノートをすべて長押しします。 
前のノートが少なくとも1つホールドさ
れている場合は、新たなノートが付加
されます。
すべてのノートをリリースしても、プレ
イは持続します。
TAP が点滅中に、任意のノートを押すと
新たなアルペジオがスタートします。
STOP を押します。 
HOLD がオンの間は、Play/Pause を使用
してアルペジオをプレイ／停止でき
ます。
注意： Control Tribe アプリケーション
で、HOLD は瞬間、またはラッチに設定
できます。

シーケンスのレコーディング
1. ARP/SEQ スイッチをSEQ に設定します。
2. MODE で 1 – 8 のいずれかを選択しま

す。新規シーケンスは選択した場所に
保存されます。 

3. SCALE を、任意のノート継続時間に設定
します。

4. REC を 1 度押します。REC スイッチが赤
色になります。

5. シーケンスのレコーディングでは、1度
にノートを1回押し、リリースします。そ
の都度、シーケンスは次のステップへ
移動します。

6. 休符は TAP ボタンを押して入力します
（さらに休符を入力する場合は繰り返
します）。 

7. タイを入力するには、タイするノート
をホールドし、TAP を押します（さらに
タイを入力する場合は繰り返します）
。レガートを作成するには、TAP をホー
ルドしながらレガートするノートを入
力します。完了したら TAP をリリースし
ます。

8. STOP を押します。シーケンスは MODE 
ノブで設定した場所に保存されます。
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ステップ 3: はじめに

SWING はじめに SWING Control Center

シーケンスのプレイ
1. ARP/SEQ を SEQ に設定します。
2. MODE ノブでシーケンスを選択します。 
3. Play/Pause を押します。
4. SCALE、TEMPO、SWING および GATE を上

記の要領で任意に調節します。
5. SHIFT と OCT-/TRANSPOSE を押します。シ

ーケンスの移調はノートを押します。
6. SHIFT と OCT+/KYBD PLAY を押します。 

シーケンサーと一緒にプレイします。

シーケンスの修正
1. ARP/SEQ を SEQ に設定します。
2. MODE ノブでシーケンスを選択します。 
3. Play/Pause を押します。
4. 最後のノートを消去するため、SHIFT 

と STOP/CLEAR LAST を押します。さらにノ
ートを消去する場合は繰り返します。

5. ノートの追加は、SHIFT と REC/APPEND を
押します。すると赤色になります。赤く
なっている間にノートを追加し、追加
し終わったら STOPを押します。

6. Play/Pause を押して確認します。

シーケンスの保存
Control Tribe ソフトウェアアプリケーション
を使用すると、シーケンサーを保存し、
後で呼び出すことができます。

ファームウェアアップデート
当社ウェブサイト behringer.com を定期的
にご覧になり、SWING のファームウェアア
ップデートをご確認ください。Control Tribe 
ソフトウェアアプリケーションで、下記の
要領でファームウェアアップデートができ
ます： 
1. ユニットをオンにする前に、HOLD、 

SHIFT、OCT+ および OCT- を押しま
す。4 つのスイッチすべてが点灯し
ます。

2. Control Tribe ソフトウェアを開き、 
“Device/ Firmware Upgrade“（機器／ファ
ームウェアアップグレード）を選択し
ます。

3. ファームウェアアップグレードが開始し
ます。アップグレードが完了するまでユ
ニットの電源をオフにしないでくだ
さい。

さあ楽しみましょう
新しい SWING をお楽しみいただけるこ
とを、心より願っています。

概要 
無償の Control Tribe ソフトウェアアプリケーションで、SWING の MIDI 入力や出力チャンネルなどのパラメーターをセットアップできます。 
SWING を USB 経由でご使用のコンピューターに接続し、アプリケーションを起動します（PC または MacOS）。
定期的に当社ウェブサイトで、Control Tribe または取り扱い関連資料をご確認ください。 
下のスクリーンショットは、典型的な Control Tribe ページおよびシーケンサーページです。
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その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:  
ユニットをパワーソケットに接続する前
に、各モデルに対応した正しい主電源を
使用していることを確認してください。
ユニットによっては、230 V と 120 V の 
2 つの違うポジションを切り替えて使う、
ヒューズの格納部を備えているものが
あります。正しくない値のヒューズは、
絶対に適切な値のヒューズに交換されて
いる必要がありま す。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様
のお近くにないときは、musictribe.com の 
“Support” 内に列記されている、お客様の国
の Music Tribe ディストリビューターにコン
タクトすることができます。お 客様の国
がリストにない場合は、同じ musictribe.com 
の “Support” 内にある “Online Support” でお客
様の問題が処理できないか、チェックし
てみてください。あるいは、商品を返送
する前に、musictribe.com で、オンラインの
保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コー
ドを接続する前に、本製品に適切な電圧
を使用していることをご確認ください。
不具合が発生したヒューズは必ず電圧お
よび電流、種類が同じヒューズに交換す
る必要があります。

その他の重要な情報

技術仕様
Global

Modes Sequencer, arpeggiator, chord play

Controls

Keyboard 32 compact-sized keys, with velocity and aftertouch

Knobs

Tempo, variable

Mode, 8 position switch

Scale, 8 position switch

Switches (backlit)
Shift, hold/chord, oct-/transpose, oct +/kybd play

Arp/seq toggle

Modulation Touch-strip

Pitch Bend Touch-strip

Transport (seq and arp) Tap/rest/tie, record/append, stop/clear last, pause/play/restart

Connectors

MIDI In/Out 5-pin DIN

Sustain 1/4" TS

USB USB 2.0, micro type B

Sync 3.5 mm TRS in, out

Sync selection Dip switches select: internal, usb, midi, sync in

CV Outputs 3.5 mm TS mod, gate, pitch

Power Supply

Type 9V AC/DC adapter (not supplied) or usb powered

Power consumption 1.5W max (USB) or 2.7W max (9V DC adapter)

USB powered 0.3A @ 5V

Adapter powered  0.5A @9V

Physical

Dimensions (H x W x D) 52 x 489 x 149 mm (2.0" x 19.3" x 5.9")

Weight 1.5 Kg (3.3 lbs)



We Hear You


