クイックスタートガイド

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. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける状態にしておいてください。
17. 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)。
18. 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。
19. 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 ]

inmusicbrands.jp
www.inmusicbrands.jp/support/

[ サポート ]
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クイックスタートガイド
同梱品

サポート

MPK mini 本体

また、MPK mini の最新情報につきましては、
製品ページをご覧ください。

USB ケーブル
ソフトウェアダウンロードカード
クイックスタートガイド/保証書
(本書)

http://akai-pro.jp/
製品のサポートにつきましては、以下のページ
をご覧ください。
http://akai-pro.jp/support/

はじめに
製品のご登録と
ソフトウェアダウンロード

akaipro.com にてアカウントを作
成し、製品をご登録いただけれ
ば、付属ソフトウェアのダウンロ
ードやチュートリアル動画などの
コンテンツにアクセスできます。
詳しくは、ソフトウェアダウンロ
ードカードをご覧ください。
MPK mini の MIDI 設定をカスタ
マ イ ズ す る に は 、 MPK mini
Editor を http://akai-pro.jp/ 製品
ページからダウンロードしてくだ
さい。

MPK mini をお使いの DAW で設定するには
MPK mini をお使いの DAW でコントローラー
として選択するには：

1. MPK mini を USB ケーブルを使用し接続しま
す（MPK mini を USB ハブに接続する場合
は、セルフパワード・ハブである事を確認して
ください）。
2. DAW のソフトウェアを開きます。
3. DAW の Preferences や Options、Device
Setup などのメニューを開き、MPK mini をコ
ントローラーとして選択し、ウィンドウを閉じ
ます。
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機能
1. USB ポート： 標準的な USB ケーブルを使用して、コンピュータと接続します。
2. サスティンペダル入力： 1/4 インチ TS 端子 (6.35mm)端子サスティンペダル（別売
り）を接続します。
3. キーボード： ベロシティ対応の 25 鍵キーボードです。OCTAVE DOWN/UP ボタン
を使用すれば上下それぞれ４オクターブにアクセスできます。
4. ディスプレイ： MPK mini の設定を表示します。デフォルト設定では、選択中のプ
ログラムの BPM を表示します。
5. OCTAVE DOWN/UP： これらのボタンを使って、キーボードのレンジを上下にシフ
トします。上下それぞれ 4 オクターブまで移動が可能です。Up と Down のボタンを
同時に押すと、デフォルトのオクターブにリセットされます。
6. ARPEGGIATOR On/Off： このボタンを押すとアルペジエーターのオン/ オフが切
り替わります。アルペジオが Latch されている状態で押すとアルペジオが止まります。
アルペジエーターの設定を変更する には、ARPEGGIATOR ON/OFF ボタン を押し
ながら該当するノブかキーボードを押すと、アルペジエーターの設定を変更できます。
7. TAP TEMPO： このボタンをタップすることで、アルペジエーターやノート・リピ
ートのテンポを指定できます。
注： このボタンは MPK mini の Sync が EXT (外部クロック)に同期する設定になっ
ている場合は無効となります。
8. X-Y コントローラー： デフォルト設定では、4 方向サムスティックを左右に動かし
た際にはピッチベンド/上下に動かした際にはモジュレーションをコントロールでき
ます。サムスティックで操作中のパラメーターの値は（000‒127)の数字でディスプ
レイ に表示されます。
9. パッド： このパッドを使い、ソフトウエア内のドラム音やその他のサンプルをトリガ
ーすることができます。パッドを操作中、ベロシティのパラメーターの値は（000‒
127)の数字でディスプレイ に表示されます
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10. BANK A/B： このボタンを押すとパッドのバンク A/B がパッドバンク A （赤）か
らパッドバンク B（緑）へと切り替わります。
11. CC： このボタンがアクティブになっていると、MPK mini のパッドは MIDI ノート
オンメッセージの代わりに MIDI CC メッセージを送信します。
12. PROG CHANGE： このボタンがアクティブになっていると、MPK mini のパッドは
MIDI ノートオンメッセージの代わりに MIDI プログラム・チェンジメッセージを送
信します。
13. FULL LEVEL： このボタンを押すことで、Full Level モードがオンになり、パッド
を叩く強さにかかわらず、MIDI 情報はフルレベル（ベロシティ 127）で出力されま
す。
14. NOTE REPEAT： このボタンを押しながらパッドを押すと、現在のテンポおよび
Time Division の設定に基づくタイミングで、サンプルが繰り返しトリガーされま
す。NOTE REPEAT の設定を変更する には、NOTE REPEAT ON/OFF ボタン を
押しながら該当するノブかキーボードを押すと、NOTE REPEAT の設定を変更でき
ます。
15. アサイナブル・ノブ： これらの 360º 度回転ノブで、MIDI CC メッセージを送信し
ます。また、ARPEGGIATOR/NOTE REPEAT を設定するには、該当のボタンを長
押しながらこのノブを回します。
16.

PROG SELECT： このボタンを押したままパッドを一つ押し、プログラムを
(1‒8)から選択します。プログラムとは、MPK mini での設定をセーブしたファイル
のグループのことです。プログラムは（コンピュータにダウンロードした）MPK
mini Editor で作成し、MPK mini に送ることができます。
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機能
鍵盤数

25 鍵盤ベロシティ対応・ミニ鍵盤
10 オクターブ・レンジ OCTAVE UP/DOWN ボタン

パッド

8（アサイナブル、ベロシティ＆プレッシャー・センシティブ対
応、バックライト、2 パッドバンク）

ノブ

8（アサイナブル、エンドレス・ノブ）

X-Y コントローラー

1

入力/出力

1 USB port

サムスティック（設定可能/３モード）

サスティンペダル端子 1/4 インチ TS (6.35mm)
電源

USB バスパワー駆動

サイズ（W x D x H）

31.8 cm x 18.1 cm x 4.4 cm

重量

約 750 g

仕様は予告なしに変更になる場合があります。

商標とライセンス
Akai Professional は、合衆国およびその他の国で登録された inMusic Brands, Inc. の商標です。
その他全ての製品名あるいは会社名は、それぞれの所有者によって登録された商標です。

Manual v1.0
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無料修理規定
1.
2.
3.

4.

5.

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を問わずいかなる場合においても、本製品の使用また
は使用不能から生ずる二次的及び間接的な損害に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。
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。
オークションなどを含む中古販売品・個人売買品・未開封品の二次販売等は、本保証の対象外となりま
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：inmusicbrands.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。

