ユーザーガイド
付録

安全にお使いいただくために
この取扱説明書で使用している危険防止のマークあ
このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。
このマークは、ご利用出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。あ
1.
2.

注意事項を必ずお読みください。
注意事項を必ずお守りください。

3.
4.

すべての警告に従ってください。
すべての注意事項に従ってください。

5.
6.

水の近くで使用しないでください。
お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントバネルのコントロール装置を損なった

7.

り、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
取扱説明書に従って設置してください。

8.
9.

暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。
電源プラクは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2 つのブレード
のほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形
状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。

10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、
本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メー力ーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接
続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したと
き、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作
しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺楓器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所で
ご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピー力̶で長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあり
ます。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装
置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や温気にさらさないでください。
このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地し
てご使用ください。

inMusic Japan 株式会社

カスタマーサポート部

東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階
[ Web ] http://alesis.jp/
[ サポート ] alesis.jp/support
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電源アダプター
譜面立て
ユーザーガイド
マニュアル/保証書

サポート
本製品に関する最新情報 (システム要件、互換性情報など) および製品登録は alesis.com をご参照
ください。
サポート情報は alesis.com/support をご参照ください。

設定
接続例
はじめに > 同梱物にないものは別売りです。
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1. POWER ON/OFF：キーボードの電源のオン・オフを行ないます。
注：5 分間何も操作しなかった場合、自動的に電源が切れます。鍵盤を弾くと電源が再び入ります。
2. ディスプレイ：音色、リズム、テンポなどを変更したときにその内容を表示する LED ディスプレイで
す。電源を入れるとディスプレイには初期設定で設定されているテンポが表示されます。
3. MASTER VOLUME：キーボード全体の音量を調節します。
4. 数字ボタンと+ / - ボタン：音色、伴奏のリズム、デモソングを選択する時に使用します。数字や+ / ボタンを使用する前に変更する設定に対応するボタンを押してください。
5. DEMO：デモソングの再生が始まります。詳しくは操作 > デモソングをご参照ください。
6. TONE：このボタンを押してから、数字ボタンまたは+ / - ボタンを使って音色を選択します。詳しくは
操作 > 音色を選ぶをご参照ください。
7. SUSTAIN：このボタンでサステイン効果の有効/無効を切り替えます。詳しくは操作 > 音色を選ぶを
ご参照ください。
8. VIBRATO：このボタンでビブラート効果の有効/無効を切り替えます。詳しくは操作 > 音色を選ぶを
ご参照ください。
9. DUAL：2 種類の音色を重ねます。詳しくは操作 > 音色を選ぶをご参照ください。
10. SPLIT：このボタンを押すと、キーボードの片側に 1 つの音色、もう一方の側に別の音色を割り当てる
ことができます。詳しくは操作 > 音色を選ぶをご参照ください。
11. PERCUSSION：このボタンを押すと、鍵盤を使ってドラムやパーカッションの演奏ができます。パー
カッションが有効になると、ディスプレイに一時的に On と表示されます。鍵盤がどのドラムやパーカ
ッションのサウンドと対応するかは鍵盤の上の画像をご参照ください。この機能を無効にするには、
PERCUSSION ボタンをもう一度押します。無効になると OFF と表示されます。
12. TRANSPOSE：TRANSPOSE +または TRANSPOSE - ボタンでキーボードのピッチを半音単位で
上下できます。詳しくは操作 > 音色を選ぶをご参照ください。
13. BEAT：メトロノームの設定を 1/4、2/4、3/4、4/4、Off から選択します。電源を入れたときはメ
トロノームは OFF になっています。設定を変更するとディスプレイに変更した値が一時的に表示されま
す。メトロノームが演奏されている間、ディスプレイ上にドット(点)でもビートを表示します。メトロ
ノームのテンポを変えるには TEMPO + / - ボタンを使います。
14. RHYTHM：このボタンを押して、数字ボタンや + / - ボタンで伴奏のリズムを選びます。詳しくは操
作 > バックミュージックを追加する > 伴奏のリズムをご参照ください。
15. START / STOP：伴奏のリズムを開始/停止します。詳しくは操作 > バックミュージックを追加する >
伴奏のリズムをご参照ください。
16. SYNC：同期(同時スタート)機能が有効になります。同期機能が有効になっているとき、G2 より下の
鍵盤を弾くと選択されている伴奏のリズムが自動的に開始されます (START / STOP ボタンを押す必
要はありません)。詳しくは操作 > バックミュージックを追加する > 伴奏のリズムをご参照ください。
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17. FILL IN：伴奏のリズムが鳴っている間にこのボタンを押すと、一時的に新しいリズムやドラムフィル
を鳴らします。詳しくは操作 > バックミュージックを追加する > 伴奏のリズムをご参照ください。
18. INTRO / ENDING：このボタンを押すと、伴奏のリズムの演奏状況によりイントロやエンディングの
ドラムビートが演奏されます。詳しくは操作 > バックミュージックを追加する > 伴奏のリズムをご参
照ください。
19. ONE-KEY：ワンキー機能を有効にします。この機能を有効にするとデモソングを指一本で弾くことが
できます。詳しくは操作 > デモソングをご参照ください。
20. TEMPO：TEMPO +または TEMPO - ボタンを押して BPM 設定を変更します。これはリズムとコー
ドの伴奏、デモソング、メトロノームの再生に影響します。TEMPO +と TEMPO - ボタンを同時に押
すと初期設定のテンポ (120BPM) にリセットされます。
21. RHYTHM VOLUME：RHYTHM VOL +または RHYTHM VOL - ボタンを押すと伴奏のリズムの音
量が増減します。RHYTHM VOL +と RHYTHM VOL - を同時に押すと初期設定の音量 (A07) に戻り
ます。
22. SINGLE CHORD：伴奏コード機能を有効にします。この機能が有効になっているときは、G2 の下の
キーを使用して伴奏のリズムに合わせてコード演奏ができます。SINGLE CHORD ボタンを押すと
(FINGERED CHORD とは対照的に)、コードを簡略化した形で演奏ができます。詳しくは操作 > バッ
クミュージックを追加する > 伴奏のコードをご参照ください。
23. FINGERED CHORD：伴奏コード機能を有効にします。この機能が有効になっているときは、G2 の
下のキーを使用して伴奏のリズムに合わせてコード演奏ができます。SINGLE CHORD とは対照的に、
FINGERED CHORD ボタンを使った場合はコード全体を押さえます。詳しくは操作 > バックミュージ
ックを追加する > 伴奏のコードをご参照ください。
24. CHORD CLEAR：伴奏コード機能をオフにします。
25. CHORD VOLUME：CHORD VOL +または CHORD VOLUME - ボタンを押して、伴奏のコードの
音量を調整します。CHORD VOL +と CHORD VOL - を同時に押すと初期設定の音量 (u07) に戻り
ます。
26. PROGRAM：このボタンを押してカスタム伴奏のリズムを作成します。詳しくは操作 > バックミュー
ジックを追加する > リズムの作成をご参照ください。
27. RECORD：ソングをレコーディングします。詳しくは操作 > 録音をご参照ください。
28. PLAY：作成した伴奏のリズムやレコーディングした曲を再生できます。
29. ドラムキットボタン：パーカッションの音を鳴らすときに使います。鍵盤の上の図でどのような音色が
あるかをご確認ください。このドラムキットボタンはリズムプログラミング機能を使用するときに便利
です。詳しくは操作 > バックミュージックを追加する > リズムの作成をご参照ください。

リアパネル
1. MIC：付属のマイクロフォンをここに接続してキーボード
を弾きながら歌うことができます。
2. PHONES (1/8 インチ/ 3.5 mm TRS)：ヘッドフォン(別
売)を接続します。

DC 9V

注：ヘッドフォンを接続すると内蔵スピーカーの音がミュ
ートされます。
3. 電源入力：付属の電源アダプターを接続します。

ボトムパネル
1.

バッテリー収納部：電源アダプターを使わず単 3 電池 6 本で使用
することもできます。
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操作
音色を選ぶ
Melody 54 は 300 種類の音色を搭載しています。
音色を選ぶには：
1. TONE ボタンを押します。
2. 数字ボタンおよび+ / ‒ ボタンを使って音色を選びます。キーボードの上にあるガイドを参考に、
どのトーンがどの番号に対応しているかを確認します。現在選択されている音色に対応する番号
がキーボードのディスプレイに表示されます。
3. キーボードを弾くと選択した音色が聞こえます。
サステイン効果を得るときは SUSTAIN ボタンを押します。ディスプレイに一時的に SUS と表示さ
れます。この機能を有効にすると鍵盤を弾いたときの音が伸び、アコースティックピアノのサステイ
ンペダルと同様の効果が得られます。この機能は 300 音色すべてで使用できます。効果を無効にす
るには SUSTAIN ボタンをもう一度押します。ディスプレイに一時的に OFF と表示されます。
ビブラート効果を使うときは VIBRATO ボタンを押します。ディスプレイに一時的に Vib と表示さ
れます。この機能が有効のとき、鍵盤を弾くとピッチが上下にわずかに揺れます。この機能は 300
音色すべてで使用できます。エフェクトを無効にするには、VIBRATO ボタンをもう一度押します。
ディスプレイに一時的に OFF と表示されます。
キーボードのピッチを半音単位で移調するには TRANSPOSE +または TRANSPOSE - ボタンを押
します。キーボードは半音単位で上下に移調できます。設定が変更されるとディスプレイに一時的に
新しい設定が表示されます。TRANSPOSE +ボタンと TRANSPOSE - ボタンを同時に押すとキー
ボードの初期設定のピッチ範囲 C1〜F6 (ディスプレイには数字 00 で示されます) にリセットされ
ます。

デュアルモード
デュアルモードを使うと 2 種類の音色を重ね合わせることができます。
2種類の音色を重ねるには：
1. DUALボタンを押します。dOUとディスプレイに表示されます。DUALボタンを押す前に選択
されていたトーンが、自動的に最初の音色として使用されます。
2. 追加する音色を変更するには、数字ボタンを使用して特定の音色を直接選択するか、+ / - ボタ
ンで1つずつ切り替えます。キーボードの上にあるガイドを参考に、どのトーンがどの番号に対
応しているかを確認します。現在選択されている音色に対応する番号がキーボードのディスプレ
イに表示されます。
注：ステップ 2 までいくと、追加音色には最近使用した音色が自動的に選択されます。キーボー
ドの電源を入れたあと、DUAL モードに入ると最初は t48 (Ensemble) が自動的に選択されま
す。
3. キーボードを弾くと同時に2つの音色が聞こえます。
DUALモードはDUALボタンをもう一度押すと解除されます。OFFが一時的にディスプレイに表示
されます。
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スプリットモード
スプリットモードは54ある鍵盤を2つのゾーンに分けるもので、右手と左手で違う音色を演奏する
ことができます。たとえば右手でピアノ、左手でベースを弾くことができます。
スプリットモードを使うには：
1. SPLIT ボタンを押します。一時的に SPL とディスプレイに表示されます。SPLIT ボタンを押す
前に選択されていた音色がキーボードの左側のゾーンに適用されます。
注：キーボードの左側のゾーンは 1 オクターブ上がり、キーボードの右側のゾーンは 1 オクター
ブ下がります。つまりトランスポーズが初期設定の場合、左側は C2 - B3、右側は C2 - F4 の
範囲になります。
2. キーボードの右側のゾーンの音色を選択するには、数字ボタンを使って直接音色を選ぶか、+ / ボタンで 1 つずつ切り替えて選びます。キーボードの上にあるガイドを参考に、どのトーンがど
の番号に対応しているかを確認します。現在選択されている音色に対応する番号がキーボードの
ディスプレイに表示されます。
3. キーボードを弾くと選択した音色が聞こえます。
SPLIT モードは SPLIT ボタンをもう一度押すと解除されます。OFF が一時的にディスプレイに表
示されます。
注：SPLIT モードと DUAL モードは同時には使用できません。

バックミュージックを追加する
伴奏のリズム
Melody 54 には 300 種類のリズムが用意されています。鍵盤を弾いている間にドラムループを鳴
らすことができます。
伴奏のリズムを選択するには：
1. RHYTHM ボタンを押します。
2. 数字ボタンおよび+ / ‒ ボタンを使ってリズムを選びます。キーボードの上にあるガイドを参考
に、どのリズムがどの番号に対応しているかを確認します。現在選択されているリズムに対応す
る番号がキーボードのディスプレイに表示されます。
伴奏のリズムの演奏を開始または停止するには、START / STOPボタンを押します。
ヒント：ディスプレイで伴奏のリズムのタイミングを確認できます。小節の最初の拍子で 3 つ、残り
の拍子のときには 1 つのドット(点)が点滅します。
伴奏のリズムのテンポを変更するには、TEMPO +ボタンまたは TEMPO - ボタンを押します。
TEMPO +と TEMPO - ボタンを同時に押すと初期設定のテンポ (120BPM) にリセットされます。
伴奏のリズムの音量を調節するには、RHYTHM VOL +または RHYTHM - ボタンを押します。
RHYTHM VOL +と RHYTHM VOL - を同時に押すと初期設定の音量 (ディスプレイには A07 と
表示されます) に戻ります。
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伴奏リズムにドラムフィルを入れたいときは、伴奏リズムの演奏中にFILL INボタンを押します。伴
奏のリズムは、フィルのあと自動的に通常パターンに戻ります。ドラムフィルはFILL INボタンを押
すタイミングによって異なります。
ドラムのイントロを入れたいときは、伴奏のリズムが停止している状態で INTRO / ENDING ボタン
を押します。2 小節のドラムイントロのあとに伴奏のリズムの再生が始まります。
ドラムのエンディングを入れたいときには、伴奏リズムの演奏中に INTRO / ENDING ボタンを押し
ます。ボタンを押すとエンディングのドラムが 2 小節演奏され、そのあと伴奏のリズムは停止しま
す。
鍵盤を弾くと同時に伴奏のリズムが始まるようにするには(同期機能)：
1. 希望の伴奏リズムを選択します (この章の前の手順)。
2. SYNCボタンを押します。同期(同時スタート)機能が有効になっていることを示すために、ディ
スプレイ上のドットがテンポに合わせて点滅します。
3. G2より下にある鍵盤のどれかを弾いてください。鍵盤を弾くと同時に伴奏のリズムが自動的に
スタートします (START / STOPボタンを押さなくても始まります) 。
4. 演奏が終わったらSTART / STOPボタンを押して停止します。もう一度同期機能を使用する場
合は手順1〜2を繰り返します。

伴奏のコード
伴奏コード機能を使うと鍵盤を弾いているときキーボードにドラムとコードの伴奏をさせることがで
きます。
この機能を有効にすると、キーボードは特定のピアノコードを中心とした音楽を自動的に演奏します。
ピアノコードはアルペジオになったり、他の楽器 (ベースギターなど) と同時に演奏されたりする場
合があります。演奏される音楽は選択されている伴奏のリズムのスタイルと一致します。ドラムフィ
ルまたはイントロ/エンディングドラムが選択されている場合は、音楽もそれに合うように演奏され
ます。
伴奏コードを作るには G2 より下の鍵盤を使います。コードはメジャー、マイナー、ドミナントセブ
ンス、マイナーセブンスの 4 種類です。
伴奏コード機能を使用するには：
1. 前述の手順で希望の伴奏リズムを選択します。
2. SINGLE CHORD ボタンまたは FINGERED CHORD ボタンを押します。ディスプレイに一時
的にどちらかが表示されます。これら 2 つのオプションの詳細は後述します。
3. 伴奏リズムの演奏を開始するには、START / STOP ボタンを押します。
注：ステップ 2 と 3 の順番は関係ありません。
4. 伴奏コード用に鍵盤を押さえます。どの鍵盤を弾く必要があるかは、SINGLE CHORD ボタン
と FINGERED CHORD ボタンのどちらを使用したかによって異なります。詳細については後述
します。
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SINGLE CHORD：
SINGLE CHORD ボタンを押すと簡単な押さえ方で伴奏コードをすばやく演奏できます。
コードを作るには、下図のような形で鍵盤を押さえます。図は C コードで表していますが、他のコー
ドにおいても同じ形で演奏できます。G2 以下の鍵盤でご利用ください。

ルート音 (C)

FINGERED CHORD：
FINGERED CHORD ボタンを押すと伴奏のリズムに合わせてコードが演奏されます。その際メジャ
ーコード、マイナーコード、ドミナントセブンコード、マイナーセブンコードを弾く必要があります。
この場合和音を演奏するには、コードの構成音すべてを弾きます。たとえば、この 4 つの C コード
の図では点の付いた鍵盤を押さえます。G2 以下の鍵盤でご利用ください。

ルート音 (C)

伴奏コードの音量を調節するには、CHORD VOL +または CHORD VOL - ボタンを押します。
CHORD VOL +と CHORD VOL - を同時に押すと初期設定の音量 (ディスプレイには u07 と表示
されます) に戻ります。
伴奏コードの自動演奏を停止するには、CHORD CLEAR ボタンを押します。
注：伴奏コード機能を有効にすると、デュアルモードは使用できますがスプリットモードは使用でき
ません。伴奏コードの演奏中に SPLIT ボタンを押すとコードは停止します。
鍵盤を弾いたときに伴奏のリズムとコードが自動的に始まるようにするには：
1. 前述の手順で希望の伴奏リズムを選択します。
2. SYNCボタンを押します。SYNC(同期)が有効になっていることを示すために、ディスプレイ上
のドットがテンポに合わせて点滅します。
3. 伴奏コード機能を有効にするにはSINGLE CHORDまたはFINGERED CHORDボタンを押しま
す。
4. 伴奏コード用に鍵盤を押さえます。鍵盤を弾くと同時に、伴奏のリズムとコードが自動的にスタ
ートします (START / STOPボタンを押さなくても始まります) 。
5. 演奏が終わったらSTART / STOPボタンを押して停止します。
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リズムの作成
リズムプログラミング機能で自分用のドラムパターンを作成することができます。
伴奏リズムを作成するには：
1. PROGRAM ボタンを押してプログラミングモードに入ります。ディスプレイに Prg と表示され、
鍵盤が自動的にパーカッションサウンドに切り替わります。
2. それぞれのドラムを演奏してリズムを打ち込みます。ドラムのサウンドは鍵盤かドラムキットボ
タンで演奏できます。鍵盤を使う場合は鍵盤の上に記されている絵を参考にどの鍵盤がどのドラ
ムのサウンドに対応しているかを確認してください。リズムをプログラムする際は最大 32 のド
ラムサウンドが使用できます。パターン内のドラムサウンドは 4 分音符の長さになります。
注：2 つのサウンドを同時に演奏するようにプログラムすることはできません。
3. PLAY を押すとプログラミングは終了し、リズムがループ再生されます。Ply とディスプレイに
表示されます。
4. PLAY を押すと鍵盤はドラム音から元の音色に戻り、自分で作ったリズムに乗って演奏すること
ができます。
作成したリズムのテンポを変更するには、TEMPO +ボタンまたは TEMPO - ボタンを使います。
TEMPO +と TEMPO - ボタンを同時に押すと初期設定のテンポ (120BPM) にリセットされます。
作成したリズムの音量を調節するには、RHYTHM VOL +または RHYTHM - ボタンを押します。
RHYTHM VOL +と RHYTHM VOL - を同時に押すと初期設定の音量 (ディスプレイには A07 と
表示されます) に戻ります。
作成したリズムの演奏を止めるにはもう一度 PLAY ボタンを押します。キーボードは再びプログラ
ミングモードに入り、新しいリズムをプログラムしたり PLAY ボタンで前にプログラムしたリズム
を再生することができます。PROGRAM ボタンを押すとカスタムリズムの演奏を止めて、プログラ
ミングモードから抜け、演奏中のリズムを消すことができます。プログラミングモードを終了すると
一時的にディスプレイに OFF が表示されます。
注：作成したリズムを使用中にキーボードの電源を切るとリズムは消去されます。
ヒント：プログラミングモードにいるとき、作成したリズムの再生中または停止中に SINGLE
CHORD ボタンを押してみます。これにより G2 以下の鍵盤で省略形のコード (前述) を使用するこ
とによってコードを演奏ができます。コードは作成したリズムに合わせた形は演奏されず、指を離す
とコードは止まります。
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録音
Melody 54 の録音機能を使用して自分のピアノ演奏を録音できます。
演奏の録音：
1. RECORD ボタンを押して録音モードに入ります。REC とディスプレイに表示されます。
2. 演奏の録音が終わったら PLAY ボタンを押して録音を停止します。自動的に再生されますので聞
いてみましょう。Ply が表示されたままになります。
3. 録音した演奏の再生が終了するとキーボードは録音モードに戻ります。新しい演奏を録音するか、
PLAY を押して前に録音した演奏をもう一度聴くことができます。
注：録音したものがまだ再生されている場合、PLAY ボタンを押して停止し、録音モードに戻る
ことができます。
注：録音中にキーボードのメモリーがいっぱいになると、ディスプレイに FUL と表示されキー
ボードは録音モードに戻ります。そのあと PLAY を押して録音を聞いたり新しい演奏を録音する
ことができます。
録音モードを終了するには、 RECORD ボタンを押します。録音は消去されます。
注：録音モードにいるときキーボードの電源を切ると録音はすべて消去されます。
注：レコーディングモードでは、スプリットモード、デュアルモード、伴奏のリズム/コードは使用
できません。

デモソング
Melody 54 にはデモソングが 40 曲が付属しています。
デモソングの演奏を聴くには、DEMO ボタンを押します。現在選択されているデモソングがディス
プレイに表示され、演奏が始まります。
違うデモソングに変更するには、再生中に数字ボタンまたは+ / - ボタンを押します。新しい曲を選
択するとディスプレイも更新されます。
現在再生中のデモソングを停止するにはもう一度 DEMO ボタンを押します。

ワンキー
ワンキー機能を使うと Melody 54 の鍵盤でデモソングを演奏することができます。どこかの鍵盤を
押すとデモソングの一部分が演奏されます。いろいろ鍵盤を押していくとデモソング全体を演奏でき
ます。この機能は初心者のピアニストに最適です。なぜなら正しい鍵盤が分からなくてもキーボード
で曲を演奏するのはどういうことかが分かるという楽しい体験ができるからです。
デモソングを鍵盤で演奏するには：
1. ONE-KEY ボタンを押します。ディスプレイに表示されている現在選択されているデモソングの
演奏が開始されます。曲を変更する場合は、数字ボタンまたは+ / - ボタンを使用します。
2. 鍵盤のどれかを押して放すと、デモソングの演奏が自動的に止まります。
3. 鍵盤を何度も繰り返し弾くとデモソングが演奏されます。
4. 演奏が終了したらもう一度 ONE-KEY ボタンを押してください。このモードを終了します。
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付録
音色
000‒007 ピアノ
008‒015 マレット
016‒023 オルガン
024‒031 ギター
032‒039 ベース
040‒047 ストリングス
048‒055 ストリングアンサンブル
056‒063 ブラス
064‒071 クラリネット

072‒079
080‒087
088‒095
096‒103
104‒111
112‒119
120‒128
129‒133
134‒143

フルート
リード
パッド
サウンドエフェクト
エスニック
パーカッション
パッド
シンセパーカッション
シンセオルガン

144‒159 シンセギター
160‒199 シンセオーケストラ
200‒219 シンセブラス
220‒239 シンセリード(木管)
240‒245 エレクトロニックシンセ
246‒299 ワールドシンセ

リズム
000‒052
053‒062
063‒118
119‒127

ポップ/ダンス
ジャズ
ラテン/ワールド
ワルツ

128‒163 ソウル/R&B
164‒179 ロック
180‒228 スウィング/ボッサ
229‒242 カントリー/ウェスタン

243‒299 バラード

技術仕様
電源

単 3 電池 x6 もしくは付属電源アダプター (9V DC、500 mA)

サイズ (w x d x h)

32.5 x 83 x 8.3 cm

重量

3.5 kg

仕様は変更になる場合があります。

商標とライセンス
Alesis は、inMusic Brands, Inc., の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。
その他すべての製品名あるいは会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
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Memo
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Memo
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Manual Version 1.5
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無料修理規定
1.
2.
3.

4.

保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示く
ださい。
ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には弊社カスタマーサ
ポート部へご相談ください。
保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ） ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。
（ロ） お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（ハ） 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
（ニ） 消耗部品を取替える場合。
（ホ） 本書のご提示がない場合。
（ヘ） 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられ
た場合。
inMusic Japan は、製品の使用不可能または不具合に基づく損害、また法律の定める範囲内での人身傷
害を含める、いかなる二次的、及び間接的な損害賠償の責任を負いません。保証条件や本保証に基づき
inMusic Japan が負う責任は、販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修理は、inMusic
Japan でのみ行われるものとします。

* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこ
の保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後についてご
不明の場合は、お買上げ の販売店または弊社カスタマーサポート へご相談ください。

保証書
製品名：
製品番号：
ご購入日：
保証期間：

ご購入日から一年間
お客様

販売店

お名前：

販売店名：

ご住所：

ご住所：

お電話：

お電話：

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート
〒106-0047 東京都港区南麻布３１９２３ オーク南麻布ビルディング６F
お問い合わせ： alesis.jp/support/
・
・

本書に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
本書は日本国内においてのみ有効です。

