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ありがとう
MINIFEX FEX800 をお買い上げいただきまして誠
にありがとうございます。MINIFEX FEX800 は多機
能で操作が簡単なマルチエフェクターです。ス
タジオやステージでサウンドエフェクトにお使
いいただけます。
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安全にお使いいただくために

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。

技術的な仕様および製品の外
観は予告なく変更される場合
があります。またその内容
の正確性について、いかなる
保証をするものではありま
せん。BEHRINGER, KLARK TEKNIK, 
MIDAS, BUGERA, および 
TURBOSOUND は、MUSIC GROUP 
(MUSIC-GROUP.COM) のブラン
ドです。すべての商標は
それぞれの所有者の財産で
す。MUSIC GROUP は、ここに
含まれたすべて、もしくは一
部の記述、画像および声明を
基にお客様が起こした行動に
よって生じたいかなる損害・
不利益等に関しても一切の責
任を負いません。色およびス
ペックが製品と微妙に異なる
場合があります。MUSIC GROUP 
製品の販売は、当社の正規代

法的放棄
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理店のみが行っています。
ディストリビューターとディ
ーラーは MUSIC GROUP の代理
人ではなく、あらゆる表現、
暗示された約束、説明等に
よって MUSIC GROUP を拘束す
る権利はまったくありませ
ん。この説明書は、著作権保
護されています。本取扱説
明書に記載された情報内容
は、MUSIC GROUP IP LTD. からの
書面による事前の許諾がない
限り、いかなる利用者もこれ
を複製、使用、変更、送信、
頒布、入れ替え、工作するこ
とは禁じられています。

製権所有
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, 
P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands

適用される保証条件と 
MUSIC Group の限定保証に関する
概要については、オンライン上 
www.music-group.com/warranty にて
詳細をご確認ください。

限定保証
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1.  はじめに
弊社の超小型ステレオマルチエフェクトプロセッ
サーはあらゆるセットアップに対応する最剛ﾌ補完
機器です: 24-Bit クオリティの、リバーブ、ディレイ、
コーラス、フランジャー、フェイザー、ロータリース
ピーカー、ピッチシフトなどのマルチエフェクトを
含む 16 種類の素晴らしいエフェクトがプリセット
されています。FX プリセットコントローラーと選択
したプログラムを表示する LED で操作が大変簡単
です。多様な編集機能と TAP / 選択機能で広範囲
のエフェクトパラメーターをコントロールできます。
また、正確な 6 つ LED ステレオ入力レベル表示で
確かなレベルコントロールができます。
さらに、便利なミックスバランスコントローラーや
完璧なエフェクトレベル設定を可能にする出力レベ
ルコントローラー、エフェクトのオン / オフが簡単
にできるフットスイッチ接続などがあります。
FEX800 で音楽製作が大きく改善されます。

1.1  ご使用の前に
1.1.1  出荷
FEX800 は、安全な輸送のために工場出荷時に十分
な注意を払って梱包されていますが、万が一包装ダ
ンボールに損傷が見られた場合には、装置外面部
の損傷もご確認ください。
◊ 装置が万一損傷している場合には、保証請求
権が無効となる恐れがありますので、製品を当
社へ直接返送せず、必ず販売代理店および運
送会社へご連絡ください。

◊ 本製品の保管や運送の際には、製品への損傷
を避けるため、常にオリジナルの梱包を使用す
るようにしてください。

◊ 製品および梱包材などは、お子様の手の届か
ないところに保管してください。

◊ 梱包材などの環境保護に適した廃棄を心がけ
てください

1.1.2  スタートアップ
FEX800 の過熱を防ぐため、十分な換気の確保に留
意し、装置を暖房などのそばに接地することはお
避けください。
◊ 電源供給には同梱の回路アダプタを使いま
す。機器の故障を防ぐために、必ずこの回路ア
ダプタをお使いください。

◊ 本機の接続および操作は専門技術者が行なう
ようにしてください。接続中および接続後は、
本機をお取扱いになる方々に対して接地が十

分に行なわれているように常時注意を払ってく
ださい。これを怠ると、放電などによりサウン
ド性能が悪化することがあります。

◊ FEX800.の入力と出力で静電気が起こると誤作
動につながることがあります。誤作動が起きた
場合は、少しの間機器をオフにしてください。

2.  サービスメニューと接続
2.1  前面

(2)

(1) (8)

(3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

図 2.1: FEX800 の前面のサービスメニュー

(1) 両方の LED の列は選択したエフェクトプリセッ
トを表示します。それぞれのプリセットの LED 
があります。

◊ プリセットは.4.つに分類されています:.
REVERB 1 (1-4),.REVERB 2 (5-8),.DELAY/
MODULATION (9-12),.SPECIAL FX/DUAL 
EFFECTS (13-16).

(2) プリセットコントローラーを使って 16 のエフェ
クトプリセットから選択します。

(3) 編集コントローラーでエフェクトパラメーター
を変更します。 中央位置はプリセットの工場
出荷時の設定です。

◊ プリセットを切り替えると、編集コントローラ
ーの設定に関わらず、選択したプリセットは
工場出荷時のパラメーター値またはユーザー
設定になります。ユーザー設定は、機器をオ
フにするか、または電源回路を切断するまで
有効です。

(4) TAP / 選択ボタンには 2 つの機能があります:
•	 TAP (テンポ / 速度の入力): 音楽のテンポのボ

タンを数回押して、プリセットのディレイタイム 
(9) と (15) またはプリセット (10-12) のモジュレ
ーション速度を調整します。ボタンは対応する
速度で点滅します。

•	 選択 (追加エフェクトパラメーター): ボタンを
押して、プリセット (1-8、13-14、16) で 2 つのエ
フェクト特性を切り替えます。選択したプリセ
ットのパラメーターがアクティブになると、ボタ
ンが点灯します。



6 MINIFEX FEX800 取扱説明書

◊ それぞれのプリセットの変更できるエフェ
クトパラメーターについては表.6.1.をご覧く
ださい。

(5) 入力レベルコントローラーで入力信号のレベル
を設定します。音割れしない程度の剛ｳまでレ
ベルを設定できます。

(6) L+R LED の列で入力レベルをモニターします。 
6 つの LED があります。FEX800 の入力にデジタ
ルの歪みがあるとクリップ LED が点灯します。 
その場合は入力信号のレベルを下げてくだ
さい。

(7) ミックスバランスコントローラーを使ってオリ
ジナル信号とエフェクト信号の比率を調整しま
す。処理済みのエフェクト信号だけを聞くには、
コントローラーを右端まで回します。未処理の
入力信号を聞くには、コントローラーを左端ま
で回します。

(8) 入力 / 出力ボタンでエフェクト信号をオン / 
オフにします。FEX800 の信号が処理されると
ボタンが点灯します。処理済みの信号を聞くに
は、ミックスバランスコントローラー (7) を使っ
てエフェクト信号とダイレクト信号の比率を設
定する必要があります。

(9) 出力レベルコントローラーを使って出力レベル
を設定します。

(10) � -スイッモで MINIFEX FEX800 をオンにします。
機器がオンになるとスイッモが点灯します。

◊ �.-スイッモをオフにしても、機器は電源回路
から完全に切断されません。機器を回路から
切断するには、回路プラグまたは機器プラグ
を抜きます。機器のインストールの際には、
回路プラグと機器プラグに破損がないことを
確認します。機器を長期間使用しない場合は
回路プラグを抜きます。

2.2  背面
(15)

(15) (12) (14)(13)

図 2.2: FEX800 の背面の接続

(11) 電源供給には 2 ピン電源接続端子を使いま
す。専用の回路アダプタが同梱されています。

◊ 機器の故障を防ぐために、必ず同梱の回路ア
ダプタをお使いください。

(12) 入力 / 出力接続に簡単なフットスイッチを接続
することができます。これで機器の前面の入力 
/ 出力ボタン (8) をリモートコントロールして 
MINIFEX のエフェクト信号をオン / オフにするこ
とができます。

(13) 2 つの出力端子には 6.3 mm ジャックプラグを
接続し、左右対称の L/R 信号を伝送します。

(14) 2 つの入力端子には 6.3 mm ジャックプラグを
接続し、非対称の信号を伝送します。モノ信号
はL端子に接続します。

(15) シリアル番号。

3.  エフェクト
MINIFEX FEX800 には、4 つに分類された 16 のプリセ
ットがあります。すべてのエフェクトはステレオエフ
ェクトです。
◊ それぞれのエフェクトプリセットの変更できる
パラメーターと.TAP./.選択ボタンの機能につ
いては表.6.1.をご覧ください。

3.1  REVERB 1
リバーブ 1 のプリセットは空間の広さの違いを表
現します。
•	 CATHEDRAL 広い大聖堂のサウンドをシュミレ

ートします。エフェクトは長い残響と独特なエ
コーが特徴で、楽器のソロ演奏や歌に適して
います。 

•	 CONCERT 中規模のコンサートホールのサウンド
をシュミレートします。このプリセットはピアノ
などのあらゆる楽器に適しています。低く設定
してバラードなどの歌で使うこともできます。

•	 CLUB は中規模のジャズクラブや劇場の雰囲気
をシュミレートします。サウンドは独特な初期
反射音と音が消える時間が短いことが特徴で
す。このプリセットは、歌、電気ピアノ、ドラム、
サクソフォンなどの楽器に適しています。

•	 CHAMBER ーはスタジオのサウンドをシュミレー
トします。このプリセットは、特に、ドラム、ギタ
ー、歌に適しており、信号を生き生きとさせる
控えめなサウンドが必要な場合にもお使いい
ただけます。
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3.2  REVERB 2
リバーブ 2 には、ここ数年数多くのポップ / ロック
音楽やダンス音楽の製作で使われている、人気の
人工的なサウンドアルゴリズムがあります。
•	 GOLD PLATE は、昔のスタジオサウンド機器で使

われていたようなサウンドプレートの伝説的な
サウンドをシュミレートします。エフェクトは厚
みのある独自のサウンドが特徴で、ドラムや歌
などで深みのあるサウンドが必要な場合にお
使いいただけます。

•	 GATED REV は、人気のある 80 年代のゲートで
遮られるサウンドをシュミレートします。このエ
フェクトはスネアドラムやバスドラムでよく使わ
れます。また、他の楽器や歌でも素晴らしいエ
フェクトがあります。

•	 REVERSE は逆回転した残響音のあるサウンドを
作り出します。 残響音の音量はサウンドタイム
で下がらずに上がります。このプリセットはま
ったく異なる信号の一風変わったエフェクトに
使うことができます。特にスネアドラムで人気
があります。 

•	 AMBIENCE は、信号に聞こえる残響音のない
空間サウンドを加えます。このプリセットはド
ラム、キーボード、ギター、歌に適しており、ま
た、残響音のない控えめな空間サウンドが必要
な場合にお使いいただけます。

3.3  DLY/MOD
ディレイ / モジュレーションには、特殊なサウンド
変更用のモジュレーションエフェクトが 3 つとステ
レオディレイプリセットが 1 つあります。 
•	 DELAY は入力信号を遅らせて、オリジナル信号

に低いレベルの遅れを加えます (エコーエフェ
クト)。ディレイプリセットでリズミカルなエフェ
クトを作り出すことができます。このプリセット
はあらゆる楽器で使うことができます。特に、
キーボード、ギター、歌に適しています。

•	 CHORUS は信号に奥行きと広がりを加えます。
コーラスは、サウンドが薄すぎるすべての信号
に使うことができます。

•	 FLANGER ー信号に素晴らしいレトロタッチを加
えます。フランジャーはギターとキーボードで
よく使われるエフェクトです。また、ドラム、歌、
その他の信号で味わいのあるサウンドを作り出
す場合にもお使いいただけます。 

•	 PHASER ーは、位相をずらして入力信号を重ね
るエフェクトです。フェイザーはギター、電気
ピアノ、キーボードでよく使われるエフェクトで
す。また、ドラムやその他の信号の目立つエフェ
クトサウンドにも使うことができます。

3.4  SFX/DUAL
この分類には、特殊なサウンド変更用の 2 つのエ
フェクトと、2 つのエフェクトの組み合わせができ
る 2 つのプリセットがあります。 
•	 ROTARY ーは、レズリーｮスピーカーシステムの

スタート、停止、回転をシュミレートします。
回転を速くして周波数を変更します。これはオ
ルガンサウンドによく使われるエフェクトです
が、他の信号にも使うことができます。 

•	 PITCH SHIFT は信号に元音の上下の音程を加え
ます。このエフェクトは特に歌やギターの響き
を豊かにする際に適しています。

•	 DELAY+REV はディレイエフェクトとコンサート
エフェクトの便利な組み合わせです。このエフ
ェクトの組み合わせは特にギター、キーボー
ド、歌に適しています。 

•	 CHORUS+REV はコーラスエフェクトとクラブエ
フェクトの便利な組み合わせです。このエフェ
クトの組み合わせはギターと電気ピアノに適し
ています。

4.  使用例
FEX800 は必要に応じてさまざまな方法で信号ルー
トに接続することができます。次にいくつかの接続
方法をご紹介します。

4.1  MINIFEX.を.AUX.端子に接続する
MINIFEX はミキサーの AUX 端子に接続することを
お薦めします。AUX ルートは、信号を受信する信号
母線 (バス) の 1 つです。それぞれのミキサーチャ
ンネルには AUX センド端子毎にレベルコントロー
ラーがあり、このレベルコントローラーを使って、
チャンネルから AUX 母線に伝送する信号を選択し
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ます。信号はミキサーから AUX 母線の出力を通って
エフェクターで処理されます。外部エフェクトプロ
セッサーの処理済みのエフェクト信号は、AUX リタ
ーン、または、その他のモノ入力やステレ入力を通っ
て、ミキサーに戻され、メインのミックスバスで未
処理のオリジナル信号とミキシングされます。 
この接続方法で、さまざまな楽器に異なるエフェ
クトを加えることができます。例えば、スネアドラ
ムにバスドラムよりサウンドを多く加えることがで
きます。ダイレクト信号とエフェクト信号の音量比
は AUX リターン用のレベルセッターで調整します。
また、それぞれの楽器のエフェクトは対応するチ
ャンネルの AUX センドコントローラーで調整しま
す。ステレオ処理には 2 つのモノ AUX 端子を使い
ます。それぞれの信号をモノ処理する場合は 1 つ
の AUX 端子を使います。この場合は、AUX センド出
力を FEX800 の入力部分 (14) の L (モノ) 端子と接続
します。
◊ その際には、FEX800.は.1.つのエフェクト信号
しか送信しません.(ミックスバランスコントロ
ーラー.(7).は右端の目盛り)。

XENYX X1222USB
AUX RET 1

AUX SEND (MON+FX SEND)

MINIFEX FEX800

図 4.1: MINIFEX を AUX 端子に接続する

4.2  MINIFEX.をインサート端子に接続する
ミキサーにインサート端子がある場合は、を組み合わせ入力 / 出力に
接続できます。インサート端子に接続すると、エフェクターは関係する
ミキサーチャンネルの信号ルートに直接組み込まれます。処理済みの
信号だけを利用し、ダイレクト信号とエフェクト信号のミキシングをし
ないので、コンプレッサーなどの信号プロセッサー用にこの様な組み
込みが必要です。MINIFEX などのエフェクターをインサート端子で稼動
するには、ダイレクト信号とエフェクト信号の音量比をミックスバラン
スコントローラー (7) で設定する必要があります。
特定の楽器を処理する場合はチャンネルインサートを使います。 楽
器グループやステレオミキシングにはサブグループ / メインミックスイ
ンサートを使います。

INSERT I/O 2

INSERT I/O 1

MINIFEX FEX800

XENYX X1222USB

図 4.2: MINIFEX をインサート端子に接続する

4.3  MINIFEX.を楽器用エフェクターとし
て使用する
MINIFEX はステージキーボードのエフェクトターして
使うこともできます。これは、キーボードにエフェク
トが少ない場合や、使用できる各出力を通して選
択したサウンドを MINIFEX のエフェクトで処理した
い場合に便利です。下の図は、アンプとの接続方法
や DI ボックスでミキサーと接続する方法を表しま
す。フットペダルを追加して、エフェクトを簡単にオ
ン / オフにすることができます。

DUAL A/B SWITCH
AB200

MINIFEX FEX800

ULTRA-DI DI100

ULTRATONE KT108

Keyboard

EURORACK UB1222FX-PRO

図 4.3: MINIFEX をアンプまたは DI ボックスと接続する

5.  オーディオ接続
FEX800 を組み込んだセットアップにはさまざまな
方法があります。用途によって必要な接続ケーブル
は異なります。次に必要なケーブルについて説明
します。

5.1  インサートケーブルを使った接続
MINIFEX をミキサーのインサート端子で稼動する場
合は、汎用のジャックプラグ付きインサートケーブ
ルが必要です。Y ケーブルは、片側に 6.3 mm モノジ
ャックプラグが 2 つあり、反対側に 6.3 mm ステレ
オジャックプラグが 1 つあります。「センド」と印さ
れたプラグをエフェクト機器の入力端子Ｌと接続し
ます。「リターン」プラグは機器の出力端子 L に接
続します。ステレオプラグは選択したミキサーチャ
ンネルのインサート端子と接続します。ステレオサ
ブグループインサートとメインミックスインサートに
は 2 つのインサートケーブルを使います。この場合
は、2 つめのケーブルを FEX800 の入力 / 出力端子 
R に接続します。
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図 5.1: 2 つのモノジャックプラグと 1 つステレオジャックプラグがあ
るインサートケーブル

5.2  ジャックケーブルを使った接続
MINIFEX を他の機器と並べたり、ミキサーの AUX 端
子で稼動する場合は、パッチケーブルと呼ばれる
ジャックケーブルが必要です。このケーブルには両
端に 6.3 mm ジャックプラグが付いています。 ミ
キサーの AUX センド出力を MINIFEX の入力と接
続し、AUX リターンを MINIFEX の出力と接続しま
す。MINIFEX の出力には左右対称のステレオジャック
ケーブルも使うことができます。

図 5.2: モノジャックプラグ付き非対称ジャックケーブル

strain relief clamp
sleeve

tip

sleeve
ground/shield

tip
signal

Return
(out)

strain relief clamp
sleeve

tip

sleeve
ground/shield

tip
signal

Send
(in)

strain relief clamp
sleeve
ring
tip

sleeve
ground/shield

ring
return (in)
tip
send (out)

strain relief clamp

sleeve

ring
tip

sleeve
ground/shield

ring
cold (-ve)

tip
hot (+ve)

strain relief clamp

sleeve

ring
tip

sleeve
ground/shield

ring
cold (-ve)

tip
hot (+ve)
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5.3  フットペダル接続
MINIFEX にはフットペダル用の接続があります。6.3 mm モノジャックプ
ラグ付きの汎用のフットペダルを接続することができます。 フットペ
ダルのピン配列は異なります。必ず、プラグ配置を確認してください。
必要なプラグ配置については次の図を参照してください。

図 5.3: フットペダル用のモノジャックプラグの配置

6.  付録
6.1  エフェクトとパラメータについて
エフェク
ト番号 エフェクト 編集パラメー

ター 1
TAP / 選択パラメ
ーター 2 TAP / 選択 LED

1 CATHEDRAL サウンドタイム ブリリアンス オフ / オン
2 CONCERT サウンドタイム ブリリアンス オフ / オン
3 CLUB サウンドタイム ブリリアンス オフ / オン
4 CHAMBER サウンドタイム ブリリアンス オフ / オン
5 GOLD PLATE サウンドタイム ブリリアンス オフ / オン
6 GATED REV サウンドタイム ブリリアンス オフ / オン
7 REVERSE サウンドタイム ブリリアンス オフ / オン
8 AMBIENCE 空間の広さ ブリリアンス オフ / オン

9 DELAY 反復する回数 インターバ
ル TAP

点滅  
(BPM テンポ)

10 CHORUS インテンシ
ティ 速度 TAP 点滅 (速度)

11 FLANGER インテンシ
ティ 速度 TAP 点滅 (速度)

12 PHASER インテンシ
ティ 速度 TAP 点滅 (速度)

13 ROTARY インテンシ
ティ 速度 オフ / オン

14 PITCH SHIFT 半音単位 (+/-12) 不協和音 オフ/オン

15 DELAY+REV ディレイ /  
リバーブ比

インターバ
ル TAP

点滅  
(BPM テンポ)

16 CHORUS+REV コーラス /  
リバーブ比 サウンドタイム オフ / オン

表 6.1: エフェクトとパラメータについて

7.  技術仕様
入力

接続 6.3 mm モノジャック、 
非対称

入力インピーダンス 約 30 kW 

出力

接続 6.3 mm ステレオジャッ
ク、インピーダンス-左右
対称

出力インピーダンス 最低 220 W

最大出力レベル +10 dBu 

入力./.出力

接続 6.3 mm モノジャック 
(フットペダル)

デジタル処理

コンバーター 24-Bit Delta-Sigma、 
128 種類のオーバー 
サンプリング

走査レート 48 kHz

システムデータ

周波数特性 10 Hz ~ 22 kHz、-3 dB

ダイナミックレンジ 96 dB、10 Hz ~ 22 kHz

歪み率 0.01% typical @ 0 dBFS

信号クロストーク -75 dB @ 1 kHz

S/N 比 10 Hz ~ 22 kHz <86 dB @ 
0 dBu、A-weighted

strain relief clamp

sleeve

ring
tip

sleeve
ground/shield

¼" TRS footswitch connector

ring
FX2

tip
FX1
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電源

回路接続 外部回路アダプタ、 
9 V˜、750 mA

電圧.
米国 / カナダ 120 V~、60 Hz 

英国 /  240 V~、50 Hz 
オーストラリア

中国 220 V~、50 Hz 

欧州 230 V~、50 Hz 

日本 100 V~、50 - 60 Hz

入力 約 7.5 W

外撃寸法./.質量

外撃寸法  約 48 x 120 x 242,6 mm 
(剛ｳ x 幅 x 奥行)

質量 約 0.66 kg

ベリンガー社では常に最剛品質を提供する努力をしております。
必要に応じて予告なく変更することがあります。そのため、機器の
テクニカルデータや外観が本説明書の記述や図と異なる場合があ
ります。

8.  Mini.シリーズの他の商品
MINIFEX は BEHRINGER の Mini シリーズに属する商品
です。該当シリーズに属する全ての 8 種類の商品
が機能を果たせるため、簡単にご紹介させていた
だきます。
MINIAMP AMP800.
スタジオやステージ向き超小型.9.5".ヘッドフォン・
アンプシステム
•	 4 個の完全独立型ステレオ・ハイパワー・アンプ

セクション
•	 大音量時にも最高品質の音響を維持
MINICOM COM800 
スタジオやステージ向き超小型.9.5".ステレオ・モ
デリングコンプレッサー
•	 コンプレッションを使用する典型的な用途 

(ヴォーカル、ドラム、ギター、キーボードなど) 
にあわせた究極のプリセットモデル 16 種

•	 選択したダイナミックプログラムを LED で表示
するコンプレッサーモデリング専用ツール

MINIMIC MIC800 
スタジオやステージ向き超小型.9.5".マイク・モデ
リング・プリアンプ
•	 あらゆるマイク、楽器、ラインレベルソースに対

応するハイエンド・プリアンプ。スタジオ級のコ
ンデンサーマイクを完全化

•	 超フレキシブルなプリアンプモデリングによ
り、レコーディングの敏速最適化が可能に

MINIMON MON800 
スタジオやステージ向き超小型.9.5".モニタ・マト
リクスミキサー
•	 4 個の選択・ミキシング可能なステレオ入力を

装備した入力専用セクション
•	 正確な 6 桁 LED によるメインステレオ出力メー

ターで精確なレベル表示が可能に
MINIBEAT BEAT800 
スタジオやステージ向き超小型.9.5".デュアルビー
ト・カウンター./.フォノ・プリアンプ
•	 テンポずれインジケータを装備したインテリジ

ェント・デュアル BPM カウンター
•	 超フレキシブルなビートアシストおよびシンク

ロック機能
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MINIFBQ FBQ800.
スタジオやステージ向き超小型.9.5".グラフィック
イコライザー
•	 革命的な FBQ フィードバック検知システムが問

題となる周波数を即座に検出し、オーディオア
ナライザーとしても機能

•	 追加ローカットフィルターが耳障りな周波数 
(床音など) を除去

MINIMIX MIX800 
スタジオやステージ向き超小型.9.5".カラオケマ
シン
•	 革命的なヴォイスキャンセラー。あらゆるス

テレオソースからヴォーカル音だけを効  的に
消去

•	 24-bit/40 kHz 分解能による内蔵型デジタル・エ
コー / リバーブプロセッサーで究極のヴォー
カル強化を

図 8.1: それぞれの MINI 製品が最高品質をお届けします
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