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 PRESONUS 

StudioLive 16.0.2 USB  
オープン・プライス（市場予想価格／146,000円前後）

　StudioLive 16.0.2 USBは、USB端 子 を 備
え、オーディオI/Oとしても機能する16入力／
2出力仕様のデジタル・ミキサー。コンパクト
なボディに60mmフェーダーやツマミ、スイッ
チが合理的に配置され、現場での効率的な作業
をアシスト。高品位なマイク・プリアンプによ
るサウンドは明瞭度に優れる。DSPパワーも力
強く、各チャンネルに、コンプ、リミッター、エキ
スパンダー、3バンド・セミ・パラメトリックEQ
などが提供される。CaptureやStudio One Ar
tistといったソフトが付属されるので、即座にラ
イブやスタジオでのマルチトラック・レコー
ディングを開始することも可能だ。

 PA用ミキサー   エムアイセブンジャパン 
 www.mi7.co.jp/presonus 

 Studio One Artist　UC Surface
Capture　QMic-UC
Studio Magic Plug-in SuiteWinMac

 ZOOM 

 LiveTrak L-12 
 オープン・プライス（市場予想価格／63,000円前後） 

　LiveTrak L-12は、マルチトラック・レコー
ダー機能と、14イン／4アウトのUSBオーディ
オI/O機能を統合した12chミキサー。演奏者
1人1人に異なるミックスを送れる5系統のモ
ニター・アウトと、最大9種類のミキシングを保
存できるシーン・メモリー機能も備えている。
チャンネル構成はモノラル8ch、ステレオ2ch。
アナログ・ミキサーのようにすべての設定を
キーやノブでフィジカルに操作可能。各チャン
ネルには3バンドEQを装備し、モノラル・チャ
ンネルにはコンプレッサー機能、センド・エフェ
クトも搭載するほか、視認性に優れた12セグメ
ントのLEDメーターも備えている。

 PA用ミキサー   ズーム 
 0570-078-206 
 www.zoom.co.jp 

iOSWinMac
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BOSE

L1 Compact System
148,000円（1セット）

PA用スピーカー

会場全体を1台のシステムでカバーする 
可搬性に優れたラインアレイ・システム

　L1 Compact Systemは、メイン・スピー
カー、モニター・スピーカー、アンプが1セッ
トになったコンパクトなラインアレイ・シス
テム。1台のシステムで会場のすみずみにま
で高品質なサウンドを明瞭に届けることを
コンセプトとしており、付属の専用スリップ・
カバーとキャリー・バッグにより手軽に持ち
運びできる可搬性、煩雑な搬入出作業や手間
のかかる接続／調整作業が不要なことなど
を含め、高い人気を誇っている。
　スリムな形状のスピーカー・アレイには6
本の小型ドライバーを縦に配置。BOSEが開
発した“Spatial Dispersionラウド・スピー

カー・テクノロジー”により、水平180°の広
いカバー・エリアに均一な音響エネルギーを
提供できる。また、使用者の後方にシステム
を設置することで、会場の聴衆にとっては
PAとして、使用者にとってはステージ・モニ
ターとしての役割を同時に果たす。使用者
が自らサウンドをコントロールすることも可
能だ。パワー・スタンド上面パネルには、マ
イク専用のCh1と、3種類の入力方法に対応
するCh2用の入力端子およびスイッチ、調
整ツマミを装備。楽器やマイクだけでなく、
オーディオ・プレーヤーやコンピューターな
ど他のデバイスとも簡単に接続できる。

 ボーズ
0570-080-021
https://probose.jp
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 LINE 6 

 StageSource L3T / L3M / L2T / L3S 
 オープン・プライス（ 市場予想価格／L3T：125,000円前後、L3M：115,000円前後、L2T：105,000円前後、

L3S：140,000円前後） 

 PA用スピーカー 

革新的なスマート・スピーカー・モードを搭載した
スタジオ・クオリティのスピーカー・システム

　屋外ステージなどの簡易PAによるライブ
がスタンダードになり始めた昨今。どんな
状況であっても、スタジオ・クオリティのラ
イブ・サウンドを求める人たちに最適なパ
ワード・スピーカー・システムがStageSour
ceシリーズだ。デュアル支柱を内蔵したプ
ライウッド製エンクロージャーの採用によ
り、共振を最小限に抑え、クリアかつパワフ
ルなサウンドを導き出すことに成功。また、
このクラス随一のSharc DSPの搭載で、完
璧な位相とフラットな周波数特性を実現し
ている。加えて、6種類用意されたスピー
カー・モードを切り替えることで、PAユース

のほか、フロア・モニター、キーボード、ア
コースティック・ギター、エレキ・ギターの各
使用環境に最適化することが可能。1,400W 
3ウェイ・トライアンプ仕様のL3TとL3M、
800W 2ウェイ・バイアンプ仕様のL2T、独
自プロトコルのL6 LINK経由で拡張可能な
サブウーファーL3Sというラインナップ。
L3TとL2Tには3バンドEQや12バンドの
フィードバック・サプレッションを備えたデ
ジタル・ミキサーを搭載。独自のアコース
ティック・ギター・モデリング機能を使えば、
ピエゾ搭載のエレアコのサウンドに胴鳴り
による深みと温かみを加えることができる。

  Line 6インフォメーションセンター 
 ナビダイアル：0570-062-808（左記でつながらない場合：03-5488-5472） 
 www.line6.jp 

▲L3T ▲L2T

▲L3S

▲L3m
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JBL PROFESSIONAL

Eon One
オープン・プライス（市場予想価格／98,000円前後）

　Eon Oneは、サブウーファー一体型6chパ
ワード・ミキサーの上面に筒状の高域用スピー
カーや連結パーツを差し込むだけで使用できる
オールインワンPAシステム。高域用スピー
カーと連結パーツはパワード・ミキサーの背面
に収納可能。スタンドや配線いらずで完結でき
るため、保管や運搬設置が容易に行える。高域
用スピーカーは、6基のドライバーをライン状に
配置。音の干渉を抑えながら優れた遠達性を実
現し、クリアなサウンドを会場の後方まで均一
に届けることができる。10インチのドライバー
を採用したサブウーファーは乱流を抑えて伸び
と深みのある低域を実現している。

一体型簡易PAシステム  ヒビノプロオーディオセールス Div.
03-5783-3110
http://proaudiosales.hibino.co.jp

▲収納時

PIONEER DJ

XPRS 10 / XPRS 12
オープン・プライス（市場予想価格／XPRS 10：130,000円前後、XPRS 12：140,000円前後）

　ライブやクラブで使用されるPA／SR用パ
ワード・スピーカーXPRSシリーズ。優れた音響
特性を持つ木製キャビネットにPOWERSOFT
製のアンプ・モジュールを搭載し、高出力と高音
質を両立している。10インチ・モデルのXPRS 
10は、10インチLFドライバー、チタニウム・ダ
イアフラム・コンプレッション・ドライバー、独
自技術であるAFASTテクノロジーを組み合わ
せて、力強い低域再生と明瞭度の高い音質を実
現。12インチ・モデルのXPRS 12は高音質設
計のキャビネット構造と高性能ドライバーを搭
載し、クリアかつパワフルなサウンドを提供し
ている。

PA用スピーカー  PIONEER DJサポートセンター
0120-545-676
www.pioneerdj.com/ ja-jp

▲XPRS 10 ▲XPRS 12
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 JBL PROFESSIONAL 

 Eon208P 
 オープン・プライス（市場予想価格／69,800円前後） 

　Eon208Pは、パワード・ミキサーとスピー
カー2本を一体化したコンパクトなPAシステ
ム。スーツケースのように片手で持ち運べ、ミ
キサーとスピーカーはボタン1つで分離可能。
接続も付属のケーブルでつなぐだけだ。8イン
チ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを
搭載し、高品位なサウンドを実現。最大音圧レ
ベルは121dBで騒がしい会場でも活躍する。
スピーカーはスタンドへの設置のほか、横向き
にしてモニターとしても使用可能。8chミキ
サー、EQ、リバーブも内蔵している。ファンタム
電 源 の 供 給、ハ イ・インピ ー ダ ンス 接 続、
Bluetoothによる音声入力にも対応する。

 一体型簡易PAシステム   ヒビノプロオーディオセールス Div. 
 03-5783-3110 
 http://proaudiosales.hibino.co.jp 

▶連結時

 YAMAHA 

 Stagepas 400 I 
 オープン・プライス（市場予想価格／69,800円前後） 

　Stagepas 400Iは、8インチ・スピーカーの
背面に着脱式の8chパワード・ミキサー（内蔵ア
ンプ出力は200W＋200W）やケーブル類を収
納可能、手軽に持ち運べるオールインワンPAシ
ステム。“だれでも1分で音が出せる”をコンセ
プトに開発されておりセットアップは非常に簡
単。メイン・スピーカーとしてはもちろん、フロ
ア・モニターとしても使用できる。業務用エ
フェクターとして高い実績を誇るSPXシリーズ
のデジタル・リバーブや、ノブを回すだけで最適
な音質補正が可能となる1-Knob Master EQも
搭載している。340W＋340Wの上位モデル
Stagepas 600Iもラインナップ。

 一体型簡易PAシステム   ヤマハミュージックジャパン PA営業部
プロオーディオ・インフォメーションセンター 
 0570-050-808（ナビダイヤル、全国共通番号） 
 www.yamahaproaudio.com/ japan/ ja 
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 LINE 6 

 XD-V75 / XD-V55 / XD-V35 
 オープン・プライス（市場予想価格／XD-V75：61,800円前後、XD-V55：48,000円前後、XD-V35：35,000円前後） 

 その他 

サウンド・クオリティと操作性を両立し
幅広い用途に対応するワイアレス・システム

　デジタル・ワイアレスの先駆者である
LINE 6による、サウンドと操作性を両立した
革新的なボーカル・ワイアレス・システム、
XD-Vシリーズ。ユニークなマイク・モデリ
ング機能が搭載されており、モデリングされ
るマイクの数は、XD-V75が10種類、XD-V
55が4種類、XD-V35が1種類。SHURE SM
58のようなスタンダードなものから、AKG 
D5のサウンドを模したものまで、用途やボー
カリストの個性に合わせて選択できる。ま
た、ワイアレス機能に関しては、シグナルの圧
縮／伸張を行わず、24ビット／48kHzの非
圧縮デジタル・フォーマットのまま伝送、ワイ

アードにも負けない最大120dBという広い
ダイナミック・レンジを可能にしている。ま
た、最大同時チャンネル数は、14（XD-V75）／
12（XD-V55）／6（XD-V35）を用意。任意の
チャンネルを選択して、トランスミッターとレ
シーバーをロックするだけの簡単セットアッ
プを実現している。XD-V75およびV55のボ
ディ・パック・システムでは、マイク・モデル
の代わりに搭載される最大9種類のEQフィ
ルターを使用することで使用する楽器やス
ピーチに最適化することもできる。さまざま
な会場において、幅広く柔軟な対応が可能な
ワイアレス・システムと言えるだろう。

  Line 6インフォメーションセンター 
 ナビダイアル：0570-062-808（左記でつながらない場合：03-5488-5472） 
 www.line6.jp 

▲XD-V75

▲XD-V55

▲XD-V35



122 |  Sound & Recording | for Beginners 2018

S
e

c
tio

n
 6

IK MULTIMEDIA

iRig Acoustic Stage
オープン・プライス（市場予想価格／13,500円前後）

　iRig Acoustic Stageは、MEMS（微小電気
機械システム）技術をベースにしたマイクと、プ
リアンプ・ユニットに搭載されたDSP機能によ
り、アコースティック・ギターやウクレレなどの
表情豊かなサウンドをディテールまでとらえる
ことのできるデジタル・マイク・システム。ギ
ターやウクレレのボディを加工することなく簡
単にマイクを取り付けることが可能となってお
り、入力されたオーディオ信号は32ビット・コ
ンバーターによって正確にデジタル化され、
DSP機能によりさらに最適化、スタジオでもラ
イブでも高品位なアコースティック・サウンド
が得られる。

その他  IK Multimedia Asia
www.ikmultimedia.com

WinMac




