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12 V / >400 mA

+

GREEN YELLOW

Sing Loud!

RED

ゲインを設定する

プリセットを選択

Engage  Extra E�ect.

エクストラエフェクトを使
用する

ジャンルを押して、スタ 
イル、効果、またはお気に入 
りで並べ替えます。

お気に入りを押して、プリセ
ットをお気に入りのジャン
ルに追加します。

EFFECTS を押してプリセット
を編集します。

矢印ボタンを使用してエフ
ェクト間を移動します

EFFECTS メニューのこれらのボ
タンは、編集するパラメータ
ーを選択します。

Press STORE twice to 
save your edited preset.

STORE を 2 回押して、
編集したプリセット
を保存します。

VoiceLive Play は、内蔵のマイクまたは Aux入力
から重要な情報を検出し、適切なハーモニー
を選択します

Voicelive Play はじめに

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、Oberheim、 
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. 
2021 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。

安全にお使いいただくために

限定保証

法的放棄



ファームウェアの更新とサポートのためにコ
ンピューターに接続します。

ダウンロードするには musictribe.com にアクセスし
てください。

MP-75 またはコンデンサーマイクを選択するにはどうすればよいですか?
セットアップを押し、左矢印または右矢印を使用して入力画面に移動します。入力
の横にあるソフトボタンを押し、コントロールノブを使用してマイクを選択します。

モノラルとステレオを切り替えるにはどうすればよいですか?
Setup を押し、左矢印または右矢印を使用して出力画面に移動します。出力の横に
あるソフトボタンを押し、コントロールノブを使用して出力設定を変更します。

ミックスソングのボーカルをキャンセルできますか？
Setup を押し、左矢印または右矢印を使用して出力画面に移動します。ボーカルキャ
ンセルの横にあるソフトボタンを押し、コントロールノブを使用して機能をオンにし
ます。この設定は一緒に歌うのに最適です！

ループを作成するにはどうすればよいですか？ 
好きなプリセットを見つけてください。上下のフットスイッチを同時に1秒間押し続
けて、ループモードに入ります。ディスプレイには、再マップされたフットスイッチの
レイアウトが表示されます。ダウンビートの録音/再生フットスイッチをタップして、
短いフレーズを録音します。もう一度タップすると、そのフレーズがループします。も
う一度タップして、最初のフレーズの上にオーバーダビングします。フットスイッチを
押したままにして、元に戻す/やり直します。中央のフットスイッチは、再生を停止し
てクリアするためのものです。ループの再生中または録音中に、Exit フットスイッチ
を使用して他のプリセットを検索できます。

ボーカルエコーランドをソングビートに合わせることができますか？
はい！ アップフットスイッチとヒットフットスイッチを1秒間押し続けて、タップテ
ンポモードに入ります。いくつかの曲のビートでヒットフットスイッチをタップしま
す。Up および Down フットスイッチを使用して、BPM (1 分あたりの拍数) を正確な数
にトリミングすることもできます。タップテンポ画面が自動的に消えます。

立ったままハーモニー+ハードチューンキーを設定するにはどうすればよ
いですか？
セットアップボタンを押してから、左矢印または右矢印を使用して、Up / Dn 機能コン
トロールを見つけます。コントロールノブを回して「セットキー」に変更します。 終
了を押します。これで、上下のフットスイッチを押したままにして、キーセットモード
に入ることができます。キーを設定し、フットスイッチでスケーリングすると、画面
が自動的に終了します。
より多くのエフェクトパラメーターにアクセスできますか？
ディレイやハーモニーのようなエフェクトの中には、コントロールできるものの追加
ページがあります。 エフェクトの編集画面でボタンを押し続けると、追加のコント
ロールにアクセスできます。何も起こらない場合は、その特定の効果やスタイルに追
加の設定はありません。[戻る]を押して、元の編集ページに戻ります。

RoomSense は私のために何をしますか？
VoiceLive Play には、ケースの側面にステレオコンデンサーマイクが組み込まれてい 
ます。これを「RoomSense」と呼びます。Setup を押して RoomSense パラメーターを調
整することで選択できる3つの機能があります。

Ambient: 部屋の周囲の音をヘッドフォンと USB 出力にミックスします。ミックス
画面で RoomSense レベルを設定します。 
Auto Key: RoomSense が聞くことができる音楽はすべて、ハーモニーキーとハード
チューンキーを自動的に設定するために使用されます。歌手のあなたよりも音
楽の音量が大きいか、RoomSense に近いことを確認してください。 

Vocal: RoomSense は XLR マイク入力を置き換えます。これは、プリセットの試聴
や、ハンドヘルドマイクを使用せずに練習するのに最適です。この機能は、ヘッ
ドフォンと USB 出力でのみ機能します。 

注意： デバイスが Aux 入力に接続されている場合、RoomSense は使用できません。

オプションのアクセサリ：

よくある質問

MP-75
Modern performance 
microphone with 
mic control.

Switch 3 
3-button footswitch 
for direct loop control.
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