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GO TWIN
High-Definition 2-Channel Audio/MIDI  
Interface for Mobile Devices

付属のケーブルを使用して、GO TWIN をコ
ンピューター、電話、またはタブレットに接
続します。デバイスがバス電力を供給しな
い場合は、単三電池のペアを挿入するか､ 
5 V 電源（含まれていません）を接続します｡

XLR または 1/4" ケーブルを使用して、マイ
ク、楽器、またはラインレベルソースを入力
に接続します。

ヘッドフォンを HEADPHONE 出力に接続
するか、スピーカーのペアを LINE OUT ジャッ
クに接続します。開始するには、両方の
LEVEL コントロールを最小に設定します。

ファンタム電源を有効にするには、48 V
電源スイッチをオンの位置に動かします。
フロントパネルの 48 V LEDが青色に点灯し
ます｡

マイクに向かって話しているとき、また
は楽器を演奏しているときに、関連する入
力の GAIN ホイールを上げます。必要に応じ
て、他のソース/入力に対してこのプロセス
を繰り返します。信号が存在することを示す
ために、SIG LED が緑色に点灯するはずです｡ 
いずれかの SIG LED が赤く点灯する場合は、

クリッピングを回避するために、そのチャン
ネルの GAIN ホイールを下げます。 

DIRECT MONITOR スイッチを ON の位置に
動かすと、ドライ入力オーディオが聞こえま
す。オフの位置に移動して、処理されたオー
ディオを監視します。

付属のアダプターケーブルを使用し
て、MIDI デバイスをミニ 2.5 mm 入力および
出力ジャックに接続します。

お気に入りの TC Helicon アプリをダウン
ロードして、エフェクトの実験を開始してく
ださい。



技術仕様 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 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､Aston Microphones 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。

限定保証

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 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認くだ
さい｡

アナログ接続
マイク入力 2 x XLR バランス

インピーダ
ンス 約 2.3 kΩ

機器入力 2 x 1/4" TS アンバランス
インピーダ
ンス 約 470 kΩ

ヘッドホン 1 x 1/8" TRS、ステレオ
ライン出力 2 x 1/4" TRS、バランス

インピーダ
ンス 約 1.5kΩ

デジタル接続
モバイルデバイス / 
コンピューター ミニ USB 10 ピン

運転者 USB オーディオ 1.0 クラス準拠
コントロール

入力ゲイン 0~ + 47 dB、調整可能
ファンタム電源 オフ / オン、切り替え可能

電圧 +48 V
ダイレクトモニ
ター オフ / オン、切り替え可能

ミディ
コネクタ 2 x 2.5 mm（ケーブルを含む）

システム処理
A / D – D / A 変換 24 ビット @ 44.1 kHz、48 kHz
周波数応答 20 Hz~20 kHz、+ 0.2 / -1.2 dB
ダイナミックレ
ンジ > 98 dBA

力

電源 USB バス電源、DC 電源、バッテリー
電源

電源 5 V DC、≥2.5A、センタープラス 
(含まれていません)

バッテリー 2 x AA (付属)
寸法 / 重量

寸法（H x W x D） 40 x 77 x 128 mm（1.6 x 3.0 x 5.0"）
重量 0.37 kg（0.81 ポンド）



バッテリー（バッテリーパックまたは取り付けられているバ
ッテリー）は、日光や火などの過度の熱にさらされてはなり
ません｡

警告
• すべての小型バッテリーと同様に、この製品で使用される

バッテリーは、まだ物を口に入れている小さな子供から遠
ざける必要があります。飲み込んだ場合は、すぐに最寄り
の毒物管理センターに連絡してください。

• 使用目的に最も適した正しいサイズとグレードのバッテリ
ーを常に購入してください。

• セットのすべての電池を同時に交換します。
• バッテリーを取り付ける前に、バッテリーの接点とデバイ

スの接点を清掃してください。
• 極性（+および‑）に関してバッテリーが正しく取り付けら

れていることを確認してください。
• 消費したり、製品を長期間使用しない場合は、必ずバッテ

リーを取り外してください。
• バッテリーを間違ったタイプに交換すると、セーフガード

が無効になる可能性があります。同じまたは同等のタイプ
とのみ交換してください!

• バッテリーを間違ったタイプと交換すると、火災や爆発の
危険があります。

• バッテリーを火や高温のオーブンに廃棄したり、バッテリ
ーを機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発する
可能性があります。

• 爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす
可能性のある非常に高温の周囲環境にバッテリーを放置
する。そして

• 非常に低い空気圧にさらされたバッテリーは、爆発または
可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性があ
ります｡

• バッテリー廃棄の環境的側面に注意を払う必要がありま
す


