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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。

安全にお使いいただくために 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。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。
18.  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。
19.  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。

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.  本機器は熱帯気候お
よび / または温帯気候下
でご使用ください。

法的放棄
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 Group 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 
および DDA は 
MUSIC GROUP IP LTD. の商標
または登録商標です。
© MUSIC Group IP Ltd. 2017 

無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件
と MUSIC Group の限定
保証に関する概要につ
いては、オンライン上 
music-group.com/warranty 
にて詳細をご確認くだ
さい。
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QX2222USB Mixer

Returns
Footswitch

Send
Insert cable

Insert send/
return

M100 フックアップ

M100をミキサーのインサートと接続
ステップ 1: フックアップ

M100をミキサーのAUXと接続

QX1622USB Mixer

Signal Flow

Channel
Aux
Sends

Aux
Send
Master

From Aux
Send jack

To M100 inputs From M100
to Aux
Return jacks

Adjust return
signal to
mixer’s
Main bus

Returns
Send

Keyboard QX2222USB Mixer KXD15

M100を楽器用のエフェクト機器として使用
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(1) INPUT（入力）ノブ 
入力信号のレベル
を調節します。

(2) INPUT（入力）LED 一
方もしくは両チャン
ネルに信号の入力
がある時、緑色に
点灯します。信号の
過入力でクリップす
ると赤色に点灯し
ます。LED が赤く点
灯する場合は、入力
ノブの設定を下げて
ください。

(3) OUTPUT（出力）ノブ 
出力レベルを調節
します。

(4) MIX（ミックス）ノブ
ドライ／未処理の
信号（反時計回り
いっぱい）と、処理
済みのエフェクト
信号（時計回りいっ
ぱい）のバランスを
調節します。 

(5) BYPASS（バイパス）
ボタンエフェクト信
号の有効／無効を
切り替えます。バイ
パスモードでは隣
接する LED が点灯
します。バイパスに
すると、音声にエフ
ェクトはかかりま
せん。 

(6) EFFECTS（エフェクト）
ノブ 16 種類のエフ
ェクトプリセット
から、1つを選択し

ます。エフェクトの
詳細は、下記‘エフェ
クト解説’の章をご
覧ください。 

(7) PARAMETER（パラメ
ーター）ノブ 現在
選択中のエフェクト
の、第一のパラメー
ターを調節します。
中央位置が、各エフ
ェクトの初期設定
です。プリセットに
加えた変更は、ユニ
ットの電源を切る
までの間、一時的に
保存されます。詳細
は、’FX Parameters

（エフェクトパラメ
ーター）’の章をご覧
ください。 

(8) TAP/SELECT（タップ／
セレクト）ボタン 
2 つの機能があり
ます:

• • TAP（タップテ
ンポ）‒ タイムベ
ースのパラメータ
ーがあるエフェ
クトでは、このボ
タンを音楽のリ
ズムに合わせて
タップし、ディレ
イやモジュレー
ションレートを
設定できます。 
LED はタップした
最新のテンポで
点滅します。 

M100 コントロール
ステップ 2:
コントロール

(1)

(10)

(11) (12)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(9)

(13)
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• • SELECT（パラメー
ターセレクト）‒ 
パラメータート
グルのあるエ
フェクトで使用
します。このボ
タンを1度押す
と、LED が点灯
し、パラメーター
を確定します。

(9) POWER（電源）LED 
ユニットの電源が
オンの時に点灯し
ます。 

(10) 電源入力 付属のパ
ワーサプライをここ
に接続します。

(11) FOOTSW（フットスイ
ッチ）ジャック ¼  イ
ンチ TS ケーブルで
フットスイッチを接
続し、エフェクト信
号を遠隔操作でバ
イパスします。 

(12) OUTPUT（出力）ジャ
ック ¼   インチ TRS 

コネクターで、処理
済み信号を送出し
ます。 

(13) INPUT（入力）ジャッ
ク ¼   インチ TS/TRS 
ケーブル経由で、
処理する音源の信
号を受信します。モ
ノラル信号の場合
は、左側の Input（入
力）1 をご使用くだ
さい。 
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Eff ects Description

Cathedral

(カテドラル)
大聖堂のような残響音をシミュレートします。ロングリバ
ーブと、非常に明確なエコーが特徴のエフェクトです。

Concert

(コンサート)

中規模サイズのコンサートホールの残響音をシミュレート
します。ピアノなどの生楽器にとても適しています。控え
めに使用すると、バラードなどのボーカルに面白い効果を
発揮します。

Club (クラブ)

中規模サイズのジャズクラブまたは劇場の、くつろいだ空
気感をシミュレートします。アーリーリフレクション（初期
反射音）と、短い減衰時間が特徴のプリセットです。ボー
カル、エレクトリックピアノ、ドラム、サキソフォンほかの楽
器にとても適したプリセットです。

Chamber

(チャンバー)
チャンバーの典型的な特性をシミュレートします。ドラム、
ギターおよびボーカルに、また控えめなリバーブで信号に
精彩を与える使途にも適しています。

Gold Plate

(ゴールドプ
レート）

かつてのスタジオで使用されていたリバーブユニットのよ
うな、金箔リバーブ板の伝説的なサウンドをシミュレート
します。高密度のサウンドが特徴で、ドラムやボーカルな
どに使用すると、独特のリバーブ効果を発揮します。

Gated Reverb

(ゲートリバーブ)

’80 年代に流行した、リバーブタイプのカットオフをシミュ
レートします。スネアやキックドラムへの使用が一般的
ですが、その他の楽器に使用しても面白い効果が期待で
きます。

Reverse Reverb

(リバースリバ
ーブ)

リバーブ尾部がリバースになっています。そのため、リバ
ーブ音量は時間の経過にともなって減衰せずに、増大し
ます。多様な信号に使用でき、他とは異なるエフェクトを
かけたい場合に適したプリセットです。特に人気があるの
はスネアドラムへの使用です。

Ambience

(アンビエンス)

信号に空間的情報を与えますが、はっきり聞き取れるよう
なリバーブは付加しません。ドラム、キーボード、ギターお
よびボーカルに、また、リバーブではなく、控えめなルーム
サウンドが必要な場合にも適しています。

Delay (ディレイ)

入力信号のエコー／ディレイを複数生成し、レベルを低
減して元信号に付加します（エコー効果）。ディレイは、リ
ズム面で面白い効果を作るのに適しています。およそどの
楽器にも使用可能なプリセットです。キーボード、ギター、
ボーカルへの使い勝手は、特に優れています。

Chorus (コーラス)
元の音声信号に温かみを付加し、立体感と広がりを与え
ます。コーラスは、ほぼ対象とする信号を選ばず、サウンド
を太くしたい場合に使用できます。

Flanger

(フランジャー)

洒脱なレトロ風味を信号に付加します。フランジャーは
ギターやキーボードによく使用されていますが、ドラム、
ボーカル他の信号に使用しても、興味深い効果が得られ
ます。

Phaser

(フェイザー)

入力信号を複製し、位相を変えて付加します。フェイザー
は昔からギター、エレクトリックピアノおよびキーボード
によく使用されてきたエフェクトですが、ドラムや他の信
号に使用しても、独特のエフェクトサウンドを得ることが
できます。

Rotary

(ロータリー)

レスリースピーカーシステムの、加速、制動および回転運
動をシミュレートします。回転速度を上げると、特徴的な
トレモロ効果を得られます。伝統的に、電気オルガンに
使用されてきたエフェクトですが、その他の信号にも使用
できます。

Pitch Shift

(ピッチシフト)

元の音声信号に、もう一つ、オリジナルピッチより低い／
高い信号を付加します。わずかなデチューニングにより、
ギターおよびボーカルのサウンドを増幅するのに大変適し
ています。また、コミックやアニメーション動画のような、
極端なボイスエフェクトとしても使用できます。

Delay + Reverb 
(ディレイ＋リバ
ーブ)

使い勝手の良い、ディレイとコンサートエフェクトの組み
合わせで、ギター、キーボードおよびボーカルに非常に適
しています。

Chorus + Reverb

(コーラス＋リバ
ーブ)

コーラスとクラブエフェクトの組み合わせで、ギターやエ
レクトリックピアノにクラシックな効果を付与します。

エフェクト解説
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FX Parameters
Eff ect PARAMETER knob TAP/SELECT button TAP/SELECT LED

Cathedral Reverb time Brilliance Off /On

Concert Reverb time Brilliance Off /On

Club Reverb time Brilliance Off /On

Chamber Reverb time Brilliance Off /On

Gold Plate Reverb time Brilliance Off /On

Gated Rev Reverb time Brilliance Off /On

Reverse Rev Reverb time Brilliance Off /On

Ambience Room size Brilliance Off /On

Delay Repeats Time interval TAP Flashing (tempo)

Chorus Intensity Tempo TAP Flashing (tempo)

Flanger Intensity Tempo TAP Flashing (tempo)

Phaser Intensity Tempo TAP Flashing (tempo)

Rotary Intensity Rotary speed On/Off 

Pitch Shift Semitone steps 

(+/- 12)

Detune Off /On

Delay + Rev Delay vs Reverb ratio Time interval TAP Flashing (tempo)

Chorus + Rev Chorus vs Reverb ratio Reverb time Off /On
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Specifi cations
Inputs

Type ¼  " TS connectors, unbalanced

Impedance approx. 7.5 kΩ

Output

Type ¼  " TRS connectors, impedance balanced

Impedance approx. 220 Ω

Max. output level +10 dBu

In/Out

Type ¼  " TS footswitch connector

Digital Processing

Converters 24-bit Delta-Sigma, 128-times oversampling

Sampling rate 48 kHz

System Specifi cations

Frequency response 10 Hz to 22 kHz, -3 dB

Dynamic range 96 dB, 10 Hz to 22 kHz

Distortion 0.01% typ. @ 0 dBFS

Crosstalk -76 dB @ 1 kHz

Signal-to-noise ratio 10 Hz to 22 kHz >86 dB @ 0 dBu, A-weighted

Power Supply

Mains connection external power supply, 12 VDC, 400 mA

Mains voltage

USA/Canada 120 V~, 60 Hz

U.K./Australia 240 V~, 50 Hz

China 220 V~, 50 Hz

Europe 230 V~, 50 Hz

Japan 100 V~, 50-60 Hz

Power consumption approx. 3.5 W

Physical

Dimensions (H x W x D) 46 x 191 x 99 mm (1.8 x 7.5 x 3.9")

Weight 0.6 kg (1.3 lbs)
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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 Group ディー
ラーがお客様のお近くに
ないときは、behringer. com 
の “Support” 内に列記さ
れている、お客様の国の 
MUSIC Group 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 behringer. 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、behringer.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
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