
取扱説明書
注意！
安全のためにご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みくださ
い。本製品の設置、セットアップ、オペレーションを行なう際は、こ
の取扱説明書をよくお読みになり、指示に従ってください。また、
メンテナンス、サービスを受ける場合には、適切な資格のあるサー
ビスマンに依頼してください。この製品は、ヨーロッパと国家規制
要件に準拠しており、適合が証明されています。それぞれの声明と
文書はメーカーに保管されています。

警告！
火災や感電を防ぐため、装置を水や液体にさらさないでください！
また、本体は分解しないでください！

RP8000MK2
PROFESSIONAL QUARTZ DIRECT DRIVE TURNTABLE
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この度は「Reloop RP-8000 MK2」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全のためにご使用になる前に必ずこの取扱説明書を
お読みください。本製品の設置、セットアップ、オペレーションを行なう際は、この取扱説明書をよくお読みになり、指示に従ってください。また、
メンテナンス、サービスを受ける場合には、適切な資格のあるサービスマンに依頼してください。この製品は、ヨーロッパと国家規制要件に準拠
しており、適合が証明されています。それぞれの声明と文書はメーカーに保管されています。

本製品をご使用の前に、すべての項目をお読みいただき内容に従ってください。
また、最初に本製品を梱包から取り出した際に、破損や欠品がないことをご確認ください。
もし、電源ケーブルや外装に損傷があった場合は、直ちに使用を中止し、お求めの販売店ご連絡ください。

1. 本製品は完全な状態で工場を出荷しています。この状態を維持し 
 てリスクのないオペレーションを確実にす るためにユーザーは、 
 この取扱説明書に記載されている安全に関する指示と警告を読む 
 必要があります。

2. 安全性と認可（CE）の理由から、本製品の未許可の改造、修正は 
 禁止されています。本製品の未許可の修正に起因する損害の場合、 
 どのような保証請求も除外される点にご注意 ください。

3. 外部から交換可能な消耗部品を除いて、製品の内部はメンテナン 
 スを必要とするパーツはありません。資格を有するスタッフがメ 
 ンテナンスを行なう以外は、保証が適用され ません。

4. ヒューズは、同じクラスのヒューズと交換しなければなりません。

5. 本製品を完全にセットアップしたあとに、電源を供給するだけの 
 状態であることを確認してください。常にメインプラグを最後に 
 接続してください。製品に電源ケーブルを接続する際にメインス 
 イッチが「オフ」の位置にあることを確認してください。

6. 規格に準拠したケーブルのみをご使用ください。すべてのジャッ 
 クやネジが締められ、正しく接続されていることを確認してくだ 
 さい。ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店にご確認 
 ください。

7. 本製品をセッティングする際に、ケーブルが鋭い物によって押し 
 つぶされ、損害を受けないようにご注意ください。

8. ケーブルが他のケーブルと接触しないようにご注意ください。電 
 源ケーブルを接続する際は十分にご注意ください。濡れた手でこ 
 れらのパーツに決して触れないでください。

9. 電源ケーブルは、耐震性のある電源アウトレットに接続してくだ 
 さい。使用可能な唯一の電源サプライポイントは、公共の電源供 
 給ネットワークの仕様に適合したアウトレットです。

10. 使用しない場合、また掃除を行う前には本製品を電源アウトレッ 
 トから外してください。その際、必ずケーブルのプラグを持つよ 
 うにしてください。ケーブルを持って引き抜かないようにしてく 
 ださい。

11. 本製品は、水平の安定した不燃性の高い場所に設置してください。

12. 本製品を設置し、操作を行う場合には、激しい衝撃を与えないで 
 ください。

13. 設置する場所は、本製品が過度の熱、湿度、ほこりにさらされな 
 い場所に設置してください。ケーブルが煩雑に置かれていないこ 
 とを確認してください。上記を守れない場合、使用者を危険にさ 
 らす場合があります。

14. 本製品の上に液体をこぼしやすい容器を置かないでください。万 
 が一、液体が本製品内にこぼれた場合、直ちに電源プラグを抜い 
 てください。再度使用する場合には、資格のあるサービス技術者 
 によって確認された製品をご使用ください。製品内部への液体の 
 混入による損害は保証の対象外となります。

15. 極端な高温（35°C 以上）、または極端な低温（5°C 以下）で本製 
 品を使用しないてください。直射日光、ラジエーター、オーブン 
 （閉じられた車内も含みます）などの熱源に直接触れ るような場 
 所に本製品を置かないでください。冷却ファンや通気孔をふさが 
 ないでください。常に十分な換気を確保してください。

16. 本製品は、暖かい環境から冷えた環境に移動した直後に動作させ 
 ないでください。この状況で起こる結露によって故障の原因とな 
 ります。周囲の温度に達するまで電源を入れずにお待ちください。

17. コントロールやスイッチには、クリーニング剤や潤滑油などのス 
 プレーを使用しないでください。本製品は湿った布できれいに拭 
 きとるだけにしてください。クリーニングのために石油ベースの 
 溶剤や、洗浄液を使用しないてください。

18. 本製品を、移動や輸送する際、購入時に梱包されていた箱をご使 
 用ください。

19. 電気が供給される本製品は小さなお子様の手の届かない場所に保 
 管してください。また、お子様のいる環境下でのご使用には十分 
 ご注意ください。

20. 商業的な施設では、管理者や責任者によって定められた事故防止 
 の規則を遵守しなければなりません

21. 学校、トレーニング施設、趣味、ワークショップなどで本製品を 
 使用する際は、訓練されたスタッフの責任のもとで監視する必要 
 があります。

22. 後に質問や問題が発生した場合、参照するためにこの取扱説明書 
 を安全な場所に保管してください。

注意！
電源ケーブル（AC100～240 V、50/60Hz）を取り扱うときは十分にご注意ください。この定格電圧は深刻な感電につながる可能性があります。
取扱説明書の定める使用方法を遵守されない場合の損害はいかなる補償請求も対象外とします。メーカーは、資産に対する損害、または安全上の
指示を遵守しない不適切な使用による人身損害の責任を負いません。
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1. 本製品は、12 インチおよび 7 インチのレコードを再生するためのプロフェッショナル・ターンテーブルです。本製品は、通常、DJ ミキサー 
 に接続して使用します。

2. 本製品は、付属の電源アダプターを介して 100 ～ 240V、50/60Hz の AC 電源に接続するために認可されており、室内使用専用に設計され 
 ています。

3. 取扱説明書に記載されている目的以外のために本製品を使用する際、製品に損害が起こる場合があり、その場合は保証の対象外となります。 
 また指定した目的に準拠しない使用方法では、回路のショートや火災、感電などの危険を伴う場合があります。

4. メーカーによって定められたシリアルナンバーは、保証の権利を証明するために大切に保管してください。

1. 定期的に、電源ケーブルまたはケースへの損害、ならびに本体のパーツ（ノブ、スライダーやフェーダーなど）、製品への取り付けに関する 
 技術的な安全をチェックしてください。

2. 安全な操作が可能ではないと仮定される状況下では、直ちに本製品の使用を中止し、安全を確保してください。必ず電源プラグをアウトレッ 
 トから外してください。

3. 本製品が、好ましくない状況下、または輸送や長期間の保管により機能していない、または目に見える欠陥を負った場合は、安全な操作は不 
 可能と仮定しなければなりません。

規則に従った使用方法について

メンテナンス
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テクニカルサポートについて
本書をご覧いただいても解決できない問題がございましたら、Dirigent カスタマーサポートまでご連絡ください。

尚、サポート・サービスをご利用いただくためには、Dirigent へのユーザー登録が必要です。登録の確認ができない場合、サポート・サービス
をご利用いただくことができません。予めご了承ください。

■ Dirigent へのご登録方法：
Dirigent サポートページにアクセスし、Reloop オンライン登録フォームよりご登録をお願いいたします。

■ Dirigent カスタマーサポート：
電話でお問い合わせの際は、Dirigent へのご登録確認のため、お名前・製品名・製品シリアルナンバーをお伺い
いたします。また、メールでのお問い合わせは、Dirigent サポートページのお問い合わせフォームをご利用くだ
さい。

電話番号：03-6264-7818（受付時間：平日 10:30～17:00）
休業日：土日祝日および弊社特別休業日
Dirigent サポートページ：https://dirigent.jp/support/



1. プラッター
2. センタースピンドル
3. モーター・オン / オフ・スイッチ（プラッターライト付き）
4. スタート / ストップ・ボタン
5. 回転数切り替えボタン（33/45/78 回転）
6. スタイラスライト・ソケット
7. ブレーキング調整 ＜BRAKE ADJUST＞
8. トルク調整 ＜TORQUE＞
9. リバース・スイッチ ＜REVERSE＞
10. ピッチレンジ選択スイッチ ＜+/- 8 | +/- 16＞
11. ピッチリセット・スイッチ ＜RESET＞
12. ピッチリセット LED
13. ピッチフェーダー
14. ヘッドシェル（本製品には付属しません）
15. トーンアーム
16. トーンアーム・リング
17. トーンアーム・レスト
18. トーンアーム・リフト
19. アンチスケーティング・ホイール ＜ANTI-SKATING＞
20. トーンアーム・リング・ロック機構 ＜LOCK＞
21. カウンターウェイト目盛り
22. カウンターウェイト
23. ピッチ液晶ディスプレイ
24. パフォーマンスモード切り替えボタン
25. ドラムパッド
26. ナビゲーション・エンコーダー ＜NAV＞
27. RCA 音声出力端子（グラウンドネジ付き）
28. USB 端子（コンピューター接続用） ＜USB TO PC＞
29. TT LINK 端子 ※
30. 電源ケーブルソケット
31. ダストカバー・マウント
32. 電源スイッチ

※ 最大電圧 / 電流出力は、5V / 0.2A です。接続される機器の消費電力にご注意
ください。
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1. プラッター [1] をセンタースピンドル [2] に取り付けます。
2. 付属のスリップマットをプラッターに乗せます。
3. カウンターウェイト [22] をトーンアーム [15] に取り付けます。

注意：カウンターウェイト目盛り [21] を必ず手前（ヘッドシェル側）に向けてください。

4. カートリッジを取り付けたヘッドシェル [14] を、図のようにトーンアーム [15] に取り付けます。

5. 付属のスタイラスライトをスタイラスライト・ソケット [6] に取り付けます。
6. オーディオケーブルとアース（グラウンド）線を RCA 音声出力端子 [27] に接続します。
7. 付属の電源ケーブルを電源ケーブルソケット [31] に接続します。

1. カウンターウェイトの調整
トーンアーム・リフト [18] を一番下に下げ、次にトーンアーム [15] をトーンアーム・レスト [17] の位置からプラッター [1] の前まで移動し
ます。カウンターウェイト [22] を回して前後に移動させ、トーンアーム [15] が水平にバランスが取れた状態にし、水平になったら、トーンアー
ムをトーンアーム・レスト [17] に戻します。次に、カウンターウェイト目盛り [21] だけをトーンアームの「0」の線に合わせます。最後に、
お使いのカートリッジの適正針圧とカウンターウェイト目盛り [21] の値を合わせるように、カウンターウェイト [22] を時計回りに（ヘッドシェ
ル側が重たくなるように）回します。

2. アンチスケーティングの調整
アンチスケーティング・ホイール [19] をカートリッジの適正針圧と同じ値に調整してください。

3. トーンアームの高さ調整
使用するカートリッジでトーンアームの高さ調整が必要な場合は、まずトーンアーム・リング・ロック機構 [20] を「LOCK」から解除し、トーンアー
ム・リング [16] を回して、最大 6mm まで高さ調整が可能です（初期状態は 0mm）。希望の高さに設定したら、トーンアーム・リング・ロック
機構 [20] を「LOCK」の位置に戻します。

注意：トーンアームの損傷を避ける為に、6mm以上の高さにならないように設定してください。

4. 電源を入れる
音声ケーブルの接続が終わったら、電源スイッチ [33] とモーター・オン / オフ・スイッチ [3] をそれぞれ「ON」にします。プラッターライト 
[3] とスタイラスライト [6] が点灯します。

5. 再生
スリップマットをプラッター [1] に乗せ、更にレコード盤を乗せませす。回転数切り替えボタン [5] でそのレコード盤に合った回転数を選択し
ます。対応するボタンの LED が点灯します。

注意：78 回転を選ぶ場合は、「33」と「45」のボタンを両方同時に押します。両方のボタンの LED が点灯します。

スタート / ストップ・ボタン [4] を押してプラッター [1] を回転させます。カートリッジのスタイラス保護カバーを外してから、トーンアーム・
リフト [18] を上げてトーンアーム [15] をレコード盤の演奏したい位置まで動かし、トーンアーム・リフト [18] を下げてトーンアームをレコー
ド盤に下ろします。

注意：トーンアーム・リフト [18] を下げたままにしておいて、手でトーンアームを動かすこともできます。その場合は、カートリッジを傷つけ
ないようにご注意ください。

リバース・スイッチ [9] を押すと、スイッチの LED が点灯し、プラッターは反時計回りに逆回転します。この状態でも、本体のすべての機能は
使用可能です。もう一度スイッチを押すと、LED は消え、プラッターは再び時計回りに正回転します。

6. スタイラスライト
モーターの電源を入れると、スタイラスライト [6] は自動的に点灯します。ライトは 360°自由に動かせます。

注意：スタイラスライトを使用したくない場合は、ライトをソケットから引き抜いてください。

a） 以下の通りヘッドシェルとカートリッジをワイヤーで接続します。
 
 色： チャンネルと極性
 I 白（L+）  左、プラス
 II 青（L-）  左、マイナス
 III 赤（R+）  右、プラス
 IV 緑（R-）  右、マイナス

b） 付属のネジでカートリッジをヘッドシェルに取り付けます。

注意：ダイレクトマウントタイプのカートリッジを利用される場合は、直接トーンアーム [15] に
取り付けます。この場合、ヘッドシェルは必要ありません。

設置と接続

操作
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7. ピッチ（回転スピード）の調整
ピッチフェーダー [13] を使用して、レコードのピッチ（回転スピード）を調整できます。ピッチレンジ選択スイッチ [10] で、調整幅を +/- 
8% と +/- 16% で選択可能です。

注意：調整幅 +/- 50% に設定する場合は、「+/- 8%」と「+/- 16%」のボタンを両方同時に押します。両方のボタンの LED が点灯します。

レコードのオリジナルのピッチ（回転スピード）で再生する場合は、ピッチフェーダー [13] を中央の「+/- 0」に合わせるか、ピッチリセット・スイッ
チ [11] を押します。ピッチリセット・スイッチ [11] を有効にすると、スイッチの LED が点灯し、ピッチフェーダー [13] での変更は無効にな
り「+/- 0」に合わせた場合と同じ状態にリセットされます。スイッチをもう一度押してリセットを解除すると、ピッチフェーダー [13] での変
更が再び有効になり、LED が消灯します。ピッチリセット LED [12] は、ピッチフェーダー [13] が中央にあり「+/- 0」になっている場合、または、
ピッチリセット・スイッチ [11] がオンでピッチフェーダー [13] での変更が無効の場合に点灯します。

8. ブレーキスピードの調整
ブレーキング調整ノブ [7] で、モーターの停止時間を、0.2（左に回転）～6 秒（右に回転）の間で無断階に調整できます。

9. トルク調整
トルク調整ノブ [8] で、モーターのトルクを 2.8（左に回転）～4.5kg/cm（右に回転）の間で無断階に調整できます。

10.  MIDI
RP-8000 MK2 は、USB 端子 [28] 経由で MIDI 対応のソフトウェアを制御することができます。この端子は、Serato DJ Pro を始めとする多
数の MIDI 互換ソフトウェアに対応し、Windows 7/8/10、macOS 10.10 以上のコンピューターであれば、特別なドライバーを必要とせずに
自動的に「RP8000MK2」として認識されます。

10.1 パフォーマンスモード・セクション
パフォーマンスモード切り替えボタン [24] を使用して、Serato DJ Pro の様々なモードを切り替えて、コントロールすることができます。パ
フォーマンスモード切り替えボタン [24] の一回押すことでファースト・レイヤーにアクセスでき、有効なパフォーマンスモード切り替えボタン 
[24] を押すと、セカンド・レイヤーに移動します。更に、「SHIFT」を押すことで、サード・レイヤーに移動します。

10.2 ナビゲーション・エンコーダー
このエンコーダー [26] で、DJ ソフトウェアのアクティブ・プレイリストをブラウズすることができます。エンコーダー [26] を押すと、選択し
たソングがそれぞれのデッキにロードされます。

10.3 デッキの選択
DJ ソフトウェアの様々なデッキを RP-8000 MK2 にアサインすることができます。以下の手順で、どのデッキをコントロールするか選択できま
す。

 1.  RP-8000 MK2 の電源が入っていることを確認します（電源スイッチ [32] でオンにします）。
 2.  ナビゲーション・エンコーダー [26] を 3 秒以上長押しすると、ピッチ液晶ディスプレイ [23] には現在使用されているチャンネルが 
   表示されます。「CH1」は「デッキ A」に、「CH2」は「デッキ B」、「CH3」は「デッキ C」、「CH4」は「デッキ D」にそれぞれ対応します。
 3.  ナビゲーション・エンコーダー [26] を回して希望のチャンネルを選択します。
 4.  ナビゲーション・エンコーダー [26] を押して確定します。

注意：この操作は、プレイ中でも実行できます。

ファースト・レイヤー

CUE MODE（CUE）：
8 つのドラムパッド [25] を使用すると、最
大 8 つのキューポイントを保存してトリ
ガーすることができます。SHIFT ボタンを
押すことで、対応するキューポイントを削
除できます。パッドの LED は Serato DJ 
Pro のキューポイントカラーに依存してい
ます。

SAMPLER MODE（SMPL）：
このボタンを押すと、Serato DJ Pro の 8
つのサンプルスロットにロードされている
サンプルが再生されます。SHIFT ボタンを
押すことで、再生中のサンプルを停止しま
す。

LOOP MODE（LOOP）：
設定したループ長の範囲に応じて、オート
ループの長さを設定・変更することができ
ます。SHIFT ボタンとパッド 1+2 を押すこ
とで、この範囲を移動することができます。

サード・レイヤー

USER MODE 1 & 2
（USER1 & USER2）：
ここで自分の MIDI マッピングを保存するこ
とができます。Serato DJ Pro で MIDI パ
ネルを開き、対応する要素をクリックする
ことで空いているパッドに保存可能です。

SLICER MODE（SLICE）：
SLICER が有効な時に、選択しているセク
ションが 8 つの部分にスライスされ、この
8 つのパッド [25] にアサインされます。再
生ヘッドがセクションの終わりに達すると、
セクションの前方に移動して新たなセク
ションが設定されます。

セカンド・レイヤー

SAVED LOOP MODE（SAVED）：
保存されたループを有効にしたり無効にし
たり、空のスロットに保存したりすること
ができます。SHIFT ボタンを押すことで、
対応するループに直接ジャンプできます。

PITCH PLAY MODE（PITCH）：
それぞれのキューポイントを異なる音程で
再生することができます。SHIFT ボタンを
押すことで、キューポイントを決定するこ
とができます。初期状態では、最初のキュー
ポイントが選択されています。

※ こ の 機 能 を 使 用 す る に は、別 売 の
Serato Pitch 'n Time DJ プラグインが必
要です。

ROLL MODE（ROLL）：
ループ・ロール・モードでは、パッドが押
されている間決められたループ長が繰り返
されます。各パッドには、異なるループ長
が含まれます。
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10.4 ターンテーブル・リンク
ターンテーブル・リンク（TT LINK）機能を使うことで、最大 4 台までの RP-8000 MK2 を使って DJ ソフトウェアを同時にコントロールする
ことができます。

最大 4 台の RP-8000 MK2 は、それぞれ 1 台ずつをコンピューターと接続する必要がなく、コンピューターと接続した最初の 1 台の RP-8000 
MK2 に、最大 3 台までの RP-8000 MK2 同士をリンクして接続することができ、コンピューターの USB 端子を消費してしまうことを防ぎます。

1 台目の RP-8000 MK2 の USB 端子 [28] とコンピューターを接続し、次にその RP-8000 MK2 の TT LINK 端子 [29] と 2 台目の RP-8000 
MK2 の USB 端子 [28] を接続します。以降、USB 端子 [28] と TT LINK 端子 [29] を順に接続していきます。

1台目のRP-8000 MK2が常にマスターターンテーブルとして認識され、自動的にデッキ1（CH1）に割り当てられます。以降、2台目のターンテー
ブルはデッキ 2（CH2）…に割り当てられます。また、この TT LINK 端子 [29] には、RP-8000 MK2 シリーズのみを接続することを推奨します。

10.5 プラッタープレイ
プラッタープレイ（Platter Play）とは、パフォーマンスパッドを使ってターンテーブルのプラッタースピードをコントロールすることで、楽器
を演奏するように音楽的なライブパフォーマンスを実現する機能です。22 種類のスケールと 34 のキーで完全なメロディを「演奏」できます。

10.5.1 プラッタープレイ機能のオン・オフ
プラッタープレイ・モードを有効（または無効）にするには、SHIFT ボタンと RESET ボタン [11] を同時に押します。

10.5.2 パッド・セクション
通常のプラッタープレイ・モードでは、現在選択されているオクターブ・レンジに従って、パッドは赤、緑、黄色で点灯します。いずれかのパッ
ドを押すと、プラッターのスピードが変わり、キーが変化します。

10.5.3 オクターブ・レンジ・セレクター
ナビゲーション・エンコーダー [26] を回して、選択したスケールのオクターブとそのオクターブ内の対応するキーを切り替えることができます。

10.5.4 スケール選択
スケール選択ボタン ＜SCALE＞で、22 のスケールからいずれかを選択できます。現在選択されているスケールはディスプレイ [23] に表示され、
パッド [25] を長押しするとそのパッドのキー（音階）表示に切り替わります。

11. ファームウェア設定

11.1 LED チェック
以下の機能テストによって、RP-8000 MK2 のすべての LED が問題なく機能しているかどうかをチェックすることができます。
1. RP-8000 MK2 の電源をオフにし、USB ケーブルも外します。
2. パフォーマンスモード切り替えボタン [24] 内の、CUE ボタンと SHIFT ボタンを同時に押しながら本体の電源をオンにします。
3. CUE ボタンと SHIFT ボタンを離します。
4. すべての LED が点灯します。ナビゲーション・エンコーダー [26] を回して LED の明るさを調整できます。
5. 本体の電源をオフにして LED チェックを終えます。調整した LED の明るさは記憶されます。

11.2 ファームウェアの更新
Reloop から将来的に新しい機能と改良を含んだ RP-8000 MK2 のファームウェアが提供された場合、以下の手順でユーザー自身でファームウェ
ア・アップデートを行うことができます。
1. RP-8000 MK2 の電源をオフにし、USB でコンピューターと接続します。
2. パフォーマンスモード切り替えボタン [24] 内の、SMPL ボタンと SHIFT ボタンを同時に押しながら本体の電源をオンにします。
3. SMPL ボタンと SHIFT ボタンを離します。ピッチ液晶ディスプレイ [23] に「Update」と表示されます。
4. アップデートプログラムを起動します。
5. 正しいファームウェアファイルを選択して「Start」を押すと、アップデートが実行されます。正しく完了したら、RP-8000 MK2 から USB ケー 
 ブルを抜きます。

注意！アップデートを実行するには、Java Runtime Environment がコンピューターにインストールされていることを確認してください。
Java Runtime Environment の詳しい情報は、www.java.com にあります。

日
本
語
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タイプ：................................................... MIDI コントロール可能クォーツ駆動ターンテーブル
ドライブ：............................................... クォーツコントロール、アッパートルク
モーター：............................................... 3 スピード、フルマニュアル、ブラシレスモーター
回転数：................................................... 33 1/3、45、78 回転
プラッター：........................................... アルミダイキャスト
ピッチ：................................................... 可変幅設定可能（+/- 8%、+/- 16%、+/- 50%）
トルク：................................................... 2.8 ～ 4.5 kg/cm（調整可能）
起動特性：............................................... 0.2 sec 以下
ブレーキ機構：....................................... 電子ブレーキ
ワウフラッター：................................... 0.01% WRMS
S/N 比：.................................................. -55dB 以上
適正カートリッジ質量：....................... 3.5 ～ 8.5 g（13 ～ 18 g・ヘッドシェル含む）
アンチスケーティング・レンジ：........ 0 ～ 3 g
停止時間：............................................... 0.2 ～ 6 sec（調整可能）
USB LINK 出力：................................... 0.2A
消費電力：............................................... 17W
電源：....................................................... AC 100V 50/60 Hz
サイズ：................................................... 458（w） x 354（d） x 144.6（h） mm
重量：....................................................... 11.8 kg（含む：USB ケーブル、スリップマット、スタイラスライト）

11.2 高度なMIDI 機能
パフォーマンスモード切り替えボタン [24] 内の LOOP ボタンと SHIFT ボタンを同時に押しながら RP-8000 MK2 本体の電源をオンにすると、
詳細設定メニューに入り、各ドラムパッドで、割り振られている機能のオンオフを切り替えることができます。パッドが緑色に点灯しているとそ
の機能は有効に、赤色に点灯しているとその機能は無効になっています。

設定後、再度 LOOP ボタンを押すと、ピッチ液晶ディスプレイ [23] に「SAVE」と表示され、設定が保存されます。

各パッドでオンオフを切り替えられる機能は、以下の通りです。

ドラムパッド 機能
　#1   スタート / ストップ・ボタン [4]、リバース・スイッチ [9]、回転数切り替えボタン [5]、ピッチリセット・スイッチ [11]、
    ピッチフェーダー [13]、トルク調整ダイヤル [8]、ブレーキング調整ダイヤル [7]、ピッチレンジ選択スイッチ [10] の各 
    操作子とMIDI 送信のオンオフを切り替えられます。初期設定ではオン（有効）になっています。但し、操作子のアナログ 
    機能は無効にできません。

　#2   電源オン時の LED シーケンスのオンオフを切り替えられます。初期設定ではオン（有効）になっています。

　#3   この機能がオン（有効）の場合、リバース・スイッチ [9] を押している間だけプラッターが逆回転します。初期設定ではオ 
    フ（無効）になっています。

　#4   この機能がオン（有効）の場合、プラッタープレイ・モードで、CUE ボタンと LOOP ボタンをピッチベンドに使用可能です。 
    初期設定ではオフ（無効）になっています。

　#5   この機能がオン（有効）の場合、回転数切り替えボタン [5] の「33」と「45」のボタンを両方同時に押して、78 回転に 
    切り替えられます。初期設定ではオン（有効）になっています。

日
本
語
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