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はじめに
このたびはKORG RHYTHM KR-55 Proをお買い上げいた
だきまして、まことにありがとうございます。
本製品を末永くご愛用いただくためにも、取扱説明書をよく
お読みになって、正しい方法でご使用ください。

おもな特長
リズム・プレーヤー機能
• 生録音されたリアルなドラムやパーカッションの演奏とセッショ
ンすることができます。

• 24種類のリズム・スタイルを内蔵しています。これらのリズム・
スタイルは、トップ・パネルのボタンで直接選ぶことができます。

• 各リズム・スタイルは、2つのバリエーションを持ち、それぞれの
バリエーションにはベーシック、フィルイン1、フィルイン2の3つ
のリズム・パターンが収録されています。演奏構成に合わせて
リアルタイムにバリエーションやリズム・パターンを切り替える
ことができます。

• チェイン機能を使用して1曲分のリズム構成を作成して自動演
奏させることができます。

ACOUSTAGE（ワイド）機能
• アコーステージ（Acoustage）技術による広がりのあるサウンド
が得られるワイド機能を搭載しています。

*Acoustage（Virtual Surround Technology by KORG）ユ
ニークなパーソナル音響空間を創造できる画期的なコルグ・
オリジナルのバーチャル・サラウンド技術です。OUTPUT L/
MONO、R端子にステレオ接続したパワード・モニター・スピー
カーなどで、従来にない立体音響体験を演出できます。再生
システムを実際に音響測定し、それぞれに最適化を施すため
に、最大限の効果を発揮できます。

充実したミキサー機能
• マイク入力×1、ギター入力×2、AUX入力×1を使用した多チャ
ンネルのミキシングが可能です。

• MIC IN端子、INPUT 1端子、INPUT 2端子からの入力にはリバー
ブ・エフェクトをかけることができます。

• イコライザーで音質を調節することができます。

チューナー機能
• 大きく見やすいメーター表示を見ながらチューニングすること
ができます。

• チューニング・ガイド音で実際の音を参考にしながらチューニン
グすることができます。

レコーディング機能 *1

• チェインに組んだリズム・スタイルの再生音と自分の演奏を一
緒に録音して、本格的な曲作りを行うことができます。

• SDカード内のオーディオ・ファイルに合わせて一緒に録音する
ことができます。

• できあがったソング・データは、汎用のオーディオ・ファイルに
エクスポート（書き出し）して、市販のオーディオ・プレーヤー
で再生したり、コンピューターのDAWに取り込んだりすること
ができます。

プレーヤー機能 *1

• SDカードに収録した汎用のオーディオ・ファイル（WAV）を再
生することができます。

• プレイリスト機能を使用して、お好みのオーディオ・ファイルを
順番に再生することができます。作成したプレイリストはBGM
やライブ演奏などに利用できます。

• オーディオ・ファイルの再生スピードを変更することができま
す。

フット・スイッチ・コントロール機能
• VOX VFS5のフット・スイッチを使用すると、楽器を演奏しなが
らリズム演奏や録音/再生などの操作を行うことができます。

*1 SDカードを本体に挿入する必要があります。

データについて
操作ミス等により万一異常な動作をしたときに、メモリー内容が
消えてしまうことがあります。大切なデータは、あらかじめ他の
メディア等へセーブしておいてください。データの消失による
損害については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承
ください。
また、本製品の使用に伴い、メモリー・カードなどに書き込んだ
データの消失、破損などの、お客様に対してなされた損害賠償請
求に基づく損害については、当社は一切の責任を負いかねます
のでご了承ください。

著作権について
著作権者から許諾を得ていない著作物を、個人、家庭内、または
その他のこれに準ずる限られた範囲以外で使用した場合、著作
権侵害となり、損害賠償を含む補償を負う場合があります。そ
のような著作物を録音したものはもちろん、著作物に手を加え
て作られたものにも、著作権者の権利が含まれていますので、こ
れら成果物の転載、配信などは、著作権侵害となります。著作権
侵害によって発生した損害賠償などは、当社は一切の責任を負
いかねます。使用者自身の権利について不明確なときは、法律
の専門家に相談してください。

取扱説明書について
KR-55 Proの取扱説明書は以下のように構成されています。
• KR-55 Proクイック・スタート・ガイド（印刷物）
• KR-55 Pro取扱説明書（PDF、本書）

PDFはコルグ・ウェブサイトでダウンロードすることができま
す。  www.korg.com

Tip: STAGEMAN 80ビデオ・マニュアルを参考にご覧いただく
ことをお薦めします。コルグ・ウェブサイトで視聴することがで
きます。
www.korg.com
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各部の名称と機能

トップ ・パネル

1. ミキサー・
セクション

2. セレクト・
セクション

3. コントロール・
セクション

3-a: モード・ボタン
3-b: ファンクション・ボタン 3-c: コントロール・ボタン

VALUEダイヤル
ディスプレイ

1. ミキサー・セクション

MIC IN端子（XLR端子)
ダイナミック・マイクを接続します。 2: HOT

1: GND
3: COLD

	コンデンサー・マイクは使用できません。

INPUT 1端子、INPUT 2端子
ギターやベースなどを接続します。

 TUNERボタン

チューナー機能がオンになります。

 ACOUSTAGEボタン

ACOUSTAGE（ワイド）機能のオン/オフを切り替えます。

	録音時にはACOUSTAGE機能は利用できません。

	ヘッドホン使用時はACOUSTAGE（ワイド）機能をオフ
にしてください。ACOUSTAGE機能はOUTPUT	L/
MONO、R端子にステレオ接続したパワード・モニター・
スピーカーなどを使用したときに最良となるように調整さ
れています。

 電源ボタン
電源を入れます。

	" 9	ページの「電源の入れ方/切り方」
Note: 電池で動作中に電池残量が少なくなると、電源ボタンが
速く点滅します。

KR-55 Proにはオート･パワー ･オフ機能があります。オート･パ
ワー ･オフ機能は、ある一定時間（設定可能）操作しない状態と
入力がない状態が続くと、電源が自動的にオフになります。オー
ト・パワー・オフ機能によって電源がオフになったら、再度電源
をオンにしてください。

Tip: オート・パワー・オフ機能は、オフになる時間を設定するこ
とができます（"24 ページの「 [M3]オート・パワー・オフ機能
「APOF」」）。

 MICノブ、ピークLED

MIC IN端子に接続したマイクからの入力レベルを調節しま
す。声を最も大きく入力したときにピークLEDが少し点灯する
ように調節します。
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（INPUT） 1ノブ、（INPUT） 2ノブ、ピー
クLED

INPUT 1端子、INPUT 2端子に接続した楽器からの入力レベ
ルを調節します。楽器側の音量を最大にしたときにピーク
LEDが少し点灯するように調節します。
ピークLEDは、INPUT 1とINPUT 2で共用です。両方の入力端
子を使用する場合は、（INPUT） 1ノブ、（INPUT）2ノブの両方
を調節します。

 RHYTHM/PLAYノブ

• リズム・モード：リズム・スタイルやメトロノームの音量を調節
します。

• レコーダー・モード、プレーヤー・モード： レコーダー、プレーヤー
の再生音量を調節します。

Note: 右に回しきった位置がユニティ・ゲインです。

 REVERBノブ

リバーブ・エフェクトへのセンド・レベルを調節します。
MIC IN端子、INPUT 1端子、INPUT 2端子からの信号に対して
リバーブ・エフェクトをかけることができます。

初期状態では、MIC IN端子、INPUT 1端子、INPUT 2端子のす
べてにリバーブ・エフェクトがかかります。MIC IN端子のみ、
またはINPUT 1とINPUT 2端子にのみエフェクトをかけること
もできます（" 24 ページの「[M2]エフェクト動作「EFF」」）。

 BASSノブ 

低音域の音質を調節します。

 TREBLEノブ

高音域の音質を調節します。

 VOLUMEノブ

全体の音量を調節します。

2. セレクト・セクション
選択しているモードによって、各ボタンの機能が異なります。

 ～  ボタン
• リズム・モード：リズム・スタイルやメトロノーム音色を選びま
す。また、チェイン・オン時は再生されるリズム・スタイルを表
示します。

• レコーダー・モード：メトロノーム・オン時のメトロノームの音
色を選びます。

• プレーヤー・モード：再生するオーディオ・ファイルを選びます。
• チューナー機能：ピッチの高低を表示します（" 11 ページの
「チューナー機能を使用する」)。

  ～  ボタン

• リズム・モード：現在選択しているリズム・スタイルの演奏位置
を点滅で表示します。チェイン機能オン時には、リズム・スタイ
ルの登録箇所の確認に使用します。 

また、好みのリズム・バリエーションと演奏テンポを登録し、瞬
時に呼び出すことができます（メモリー機能）。

• レコーダー・モード：ソングの位置を登録します（" 21 ペー
ジの「マーク機能」）。

• プレーヤー・モード：挿入したSDカード内のフォルダーを選びま
す（"25 ページの「フォルダー、ファイル構成」）。

• システム・モード：システム設定項目を選びます。
• チューナー機能：ガイド音を発音します（" 11 ページの
「チューナー機能を使用する」)。

3. コントロール・セクション

3-a: モード・ボタン

 ボタン
リズム・モードに入ります。リズム・モードでは、24種類のリ
ズム・スタイルを再生します。チェインのリズム・スタイルと
自分の演奏を一緒に録音することもできます。

	" 12	 ページの「リズム・スタイルの再生と録音（リズム・
モード）」

	"１９	ページの「リズム・モード」

 ボタン
レコーダー・モードに入ります。レコーダー・モードでは、新規
録音、オーバーダビング、区間録音などが行えます。
	" 21	ページの「レコーダー・モード」

 ボタン
プレーヤー・モードに入ります。 
プレーヤー・モードでは、SDカードに収録したオーディオ・ファ
イルを再生します。オーディオ・ファイルの再生に合わせて、
自分の演奏を一緒に録音することもできます。

	" 17	ページの「オーディオ・ファイルの再生と演奏の録音
（プレーヤー・モード）」
	" 23	ページの「プレーヤー・モード」

 ボタン
システム・モードに入ります。システム・モードでは、システ
ムの状態確認やシステム全体の設定を行います。

	" 24	ページの「システム・モード」

Tip: [SYSTEM]ボタンと[Count Start]ボタンを同時に押すと、デ
モ・モードに入ります（" 10 ページの「デモ演奏を聴いてみ
ましょう」）。
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3-b: ファンクション・ボタン

 ボタン

• リズム・モード：チェイン機能のオン/オフを切り替えます（" 
19 ページの「チェイン機能」）。  

• プレーヤー・モード：プレイリスト機能のオン/オフを切り替え
ます（" 23 ページの「プレイリスト機能」）。

 ボタン

• リズム・モード、レコーダー・モード：メトロノーム機能のスター
ト/ストップを切り替えます。   
[Metronome]ボタンを押しながらVALUEダイヤルを回して、メ
トロノームの拍子を設定します（" 20 ページの「メトロノー
ム機能」）。

 ボタン

• レコーダー・モード：ループ機能のオン/オフを切り替えます。ルー
プ・オン時は、マーク機能で指定された区間をループ再生や、録
音ができます（" 21 ページの「マーク機能」、21 ページの
「ループ再生と区間録音機能」）。

• プレーヤー・モード： ループ/自動連続再生機能のオン/オフを
切り替えます。ループ/自動連続再生機能オン時は、1ファイル
または全ファイルのループ再生や連続再生ができます（" 23 
ページの「ループ/自動連続再生機能」）。

Tip: ループ/自動連続再生機能オン時の動作は、いくつか
の設定の中から選択できます。

 ボタン
• リズム・モード、レコーダー・モード：カウント・スタート機
能のオン/オフを切り替えます。オンにすると、カウントが2小
節入ってから再生や録音を開始します。カウントのテンポは
VALUEダイヤルで設定します（" 20 ページの「カウント・ス
タート機能」）。

Note: オーバーダビング時は、ソングに合ったテンポを選んでお
く必要があります。

Tip: カウントの音量は、リズム・モードではRHYTHM/PLAYノ
ブで調節します。レコーダー・モードでは固定されているため
RHYTHM/PLAYノブでコントロールできません。

Tip: カウントを4/4拍子以外にする場合は、拍子設定を変更しま
す（" 20 ページの「カウント・スタート機能」）。

 ボタン
SDカードを挿入すると、ボタンが点灯します。  
ボタンを押すと、録音可能時間をディスプレイに表示します。
システム・モードでは、SDカード・テスト機能を呼び出します
（"24 ページの「SDカード・テスト機能「tESt」」)。

 ボタン
• レコーダー・モード：録音後に、録音前の状態に戻します（ボタ
ン点灯）。もう一度ボタンを押すと録音後の状態に戻ります（ボ
タン消灯）。

 ボタン

• リズム・モード：チェイン機能オン時、現在選ばれているチェイ
ンに割り当てられているリズム・スタイルをすべて削除します。

• レコーダー・モード：現在選ばれているソングを削除します。
• プレーヤー・モード：現在選ばれているオーディオ・ファイル
を削除します。

[Delete]ボタンを点灯するまで押して、[Set/OK]ボタンを押す
ことによって、削除されます。

 ボタン

• レコーダー・モード：現在選択しているソング・データを元にして、
プレーヤー・モードで再生できるオーディオ・ファイルにエクス
ポート（書き出し）します。

• プレーヤー・モード：現在選択しているオーディオ・ファイルを
レコーダー・モードにインポート(読み込み）します。

 ボタン、  ボタン

• リズム・モード：チェインの編集や、メモリーの登録/解除に使
用します。

• レコーダー・モード：マークの登録や、ソング・データの削除や
エクスポートのOK/キャンセル操作で使用します。

• プレーヤー・モード：プレイリストの編集やオーディオ・ファイル
のインポートのOK/キャンセル操作で使用します。

Note: エラー ･メッセージが表示されると、[Set/OK]ボタンが
点滅します。[Set/OK]ボタンを押してエラーを解除して、表示
を戻してください。

3-c: コントロール・ボタン、VALUEダイヤル、ディ
スプレイ

 ボタン
録音待機状態にします。録音待機にして[  ]ボタンを押す
と録音が開始します。マイク、ギターなどの外部入力音から
の演奏や、リズム・モードで再生するリズム・スタイルなどを
録音します。

• リズム・モード：リズム・スタイルの再生に合わせて演奏を録
音します。

• レコーダー・モード：演奏を録音します。また、録音したソング・
データに演奏をオーバーダビングします。

• プレーヤー・モード：再生しているオーディオ・ファイルに合
わせて演奏を録音します。
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録音待機または録音時は、ディスプレイ内左側の3つのLEDが
録音レベル・メーターとなります。

 、 	ボタン

• リズム・モード： チェイン機能オン時、リズム・スタイルを編集
するポジションに移動します。

• レコーダー・モード：ソングの録音/再生ポジションを移動します。

• プレーヤー・モード： オーディオ・ファイルの再生ポジションを
移動します。

  ボタン

再生または録音を開始/一時停止します。

• リズム・モード：リズム・スタイルの再生を開始/停止します。

• レコーダー・モード：ソング・データの再生を開始/一時停止し
ます。

• プレーヤー・モード：オーディオ・ファイルを再生/一時停止し
ます。

Note: [	 	]ボタンの上のLEDが点滅している間は、データ
を準備しています。しばらくお待ちください。

  （  ）ボタン

• リズム・モード：現在選択しているリズム・スタイルのフィル
インを指定します。   
録音待機時、録音先のソング番号を選びます。

• レコーダー・モード：ソング・データを選択します。

• プレーヤー・モード：オーディオ・ファイルを選択します。プレ
イリスト・オン時、[VAR]ボタンを押しながら、これらのボタンを
押すとプレイリストのバンクが切り替わります。  
録音待機時、録音先のソング番号を選びます。

 （■）ボタン

• リズム・モード：現在選択しているリズム・スタイルのバリエーショ
ンを切り替えます。チェイン機能オン時、チェインの先頭位置に
戻ります。

• レコーダー・モード：ソング・データの録音/再生を停止し、先
頭位置に戻ります。

• プレーヤー・モード：オーディオ・ファイルの再生を停止し、先
頭位置に戻ります。

 ボタン

リズム・スタイルのエンディング指定やテンポを設定します。
テンポ設定は、複数回押して設定します。また、ボタンを押す
とメトロノームに設定されている音色が発音します。

• リズム・モード：リズム再生中はリズム・スタイルのパターン
をエンディングに切り替えます。リズム停止時やメトロノーム・
オン時はテンポを設定します。

• レコーダー・モード：メトロノーム・オン時にメトロノームのテ
ンポを設定します。

• プレーヤー・モード：再生スピードを元に戻します。

• システム・モード：システムの項目名を表示します。

• チューナー機能： チューナーのガイド音を変更します。

VALUEダイヤル

• リズム・モード：リズム・スタイル/メトロノームのテンポを変
更します（48～ 240）。

• レコーダー・モード：メトロノーム・オン時にメトロノームのテ
ンポを変更します（48～ 240）。

• プレーヤー・モード：オーディオ・ファイルの再生スピードを変
更します（－25%～＋25%）。

その他、各設定値の変更などに使用します。

ディスプレイ
リズム・スタイルやメトロノームのテンポ、オーディオ・ファ
イルの再生スピード、ソング・データやオーディオ・ファイル
の番号、再生位置、各設定値、チューナー機能の音名、エラー・
メッセージなどさまざまな情報を表示します。

Song LED
ディスプレイにソング・データやオーディオ・ファイルの番号
を表示しているときに点灯します。

Pos. LED
ディスプレイにリズム・モードのチェイン機能での現在の位置
やソング・データやオーディオ・ファイルの再生位置などを表
示しているときに点灯します。

Edit LED
各種設定値の編集や確認中に点灯します。

Tempo LED
ディスプレイにリズム・スタイルやメトロノームのテンポを表
示しているときに点灯します。

REC Level LED
録音待機または録音時（ [ ● ]ボタンが点滅または点灯時）、左
側のSong LEDやPos. LEDを含む3つのLEDが録音用のレベ
ル・メーターとなります。一番上のLED (Song LED)がピーク
を示し、過大入力時に点灯します。

	一番上のピークLEDが少し点灯するくらいに録音レベルを
調節します。

Note: ディスプレイが上記以外の内容を表示しているときは、こ
れらのLEDは消灯します。
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リア・パネル

21 4 5 673

1. DC 9V端子
付属のACアダプター（DC 9V）を接続します。

2.  端子 （ステレオ・ミニ・ジャック） 
ヘッドホンを接続します。

	必ずステレオ・プラグを接続してください。モノラル・プ
ラグを接続すると音が出力されません。

3. FOOT SW端子
VOX VFS5フット・スイッチ（市販品）を接続します。
フット・スイッチでリズム・スタイルの再生などを操作できます
（26 ページの「フット・スイッチを使用する」）。

4. AUX IN 端子（ステレオ・ミニ・ジャック）
電子楽器などを接続します。KR-55 Proで再生しているリズム・
スタイルや音楽などに合わせて演奏することができます。音
量レベルは、接続機器側で調節してください。

5. OUTPUT L/MONO、R端子 （モノラル・フォーン・
ジャック） 
パワード・モニター・スピーカーなどの外部機器等を接続します。

6. SDカード・スロット
SDカードを挿入します（8 ページの「SDカードについ
て」）。

7. バッテリー・カバー
単3形乾電池を6本入れます。使用できる電池はアルカリ乾電
池、またはニッケル水素電池です。
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セットアップ

接続
次図は、KR-55 Proの基本的な接続例です。あなたが必要とす
るシステムに置き換えて機器を接続してください。

	各接続は、必ず電源が切れている状態、または音量を最小
の状態で行ってください。不注意な操作を行うと、スピー
カー・システムなどを破損したり、誤動作を起こしたりす
る原因となりますので、十分に注意してください。

	マイク、アコースティック・ギター接続時、マイクやアコー
スティック・ギターの位置、KR-55	Proの音量などの設定
によっては、ハウリングを起こす場合があります。このよ
うなときは、以下のように対応してみてください。

• 外部スピーカーとマイク、アコースティック・ギターとの距
離を離してください。

• マイク、アコースティック・ギターの向きを変えてください。

• KR-55 Proの音量を調節してください。

SDカードについて
KR-55 Proで使用できるSDカード
KR-55 Proで使用できるSDカードは、SDHC（UHS-I推奨） 
4GB～ 32GBです。

SDカードを入れる、取り出す
1. 電源がオフになっていることを確認します。

2. 本体リア・パネルのSDカード・スロットに、カチッと音が
するまでSDカードを奥に差し込みます。

3. SDカードを取り出すときはカチッと音がするまでSDカー
ドを押し込み、指を離します。

4. SDカードが手前に出てきたら、取り出します。
Note: SDカードの取り扱いについては、SDカードに付属の取
扱説明書をよくお読みください。

	SDカードは挿入方向や表裏に注意し、確実に奥まで差し
込んでください。また、無理な挿入はしないでください。

	本体の電源を入れたまま、SDカードの抜き差しをしない
でください。本体やSDカードのデータが失われる、または
SDカードが使用できなくなる可能性があります。

SDカードのフォーマット（初期化）について
コンピューター、携帯電話やデジタル・カメラなどで使用して
いたSDカードを、そのまま本機で使用することはできません。
これらのSDカードを使用する場合は、本機でフォーマットをす
る必要があります。

また、起動時やソングの再生や録音をしているときにディスプ
レイにエラー・メッセージ（Err-Crd-＊＊＊）が表示された場合
にもフォーマットをしてください。

SDカードをフォーマットする
フォーマットする場合は、録音や再生を停止してください。

Note: SDカードが挿入されていることを確認してください。

1. [SYSTEM]ボタンを押してシステム・モードに入ります（ボ
タン点灯）。

2. [M8]ボタンを押します（ボタン点滅）。
ディスプレイに「 Init」（ Initialize）が表示され、[Set/OK]ボ
タンが点滅します。

3. フォーマットを実行するには、[Set/OK]ボタンを約1秒間
押します。
フォーマット中はディスプレイの「Init」が点滅します。
フォーマットが正常に終了すると、ディスプレイに「End」が
表示されます。
エラーが発生したときは「Err」が表示されます。再度、
フォーマットする場合は、手順2から操作し直してください。

	フォーマットを実行すると、SDカード内のすべてのデー
タが消去されます。残しておきたいデータは、コンピュー
ターなどへバックアップしてからフォーマットしてくださ
い。

SDカードに録音できるかをテストする
	SDカードによっては本機で録音できない場合がありま
す。本機の録音で使用できるカードかテストできます。
24	ページの「SDカード・テスト機能「tESt」」を参照
してください。

録音時間について
1Gバイト当たり約100分、録音1分当たり約10Mバイトを使用
します。

Note: 録音時間は目安です。カード内のソング数が増えると、最
大録音時間が多少短くなります。

Note: 上記の録音時間は、新規ソングで初回録音の場合の時間
です。オーバーダビングを行った場合は、実際に録音を行った時
間の合計になります。

録音可能時間を表示する
Tip: 現在のSDカードへの録音可能時間を表示します。

1. [SD Card]ボタンを押します。
ディスプレイに「Sd: ＊＊（空き容量）」が表示されます。
空き容量が1時間以上なら、1h、2h・・と表示されます。
空き容量が1時間未満なら、59～ 00と表示されます。

Note: SYSTEMモードではディスプレイに「 tESt」が表示
され、SDカード・テスト機能になります。

SDカードのライト・プロテクトについて
SDカードに保存したデータを誤って消去したり、書き替えてし
まったりすることを防ぐには、Lock（ライト・プロテクト）スイッ
チでプロテクトをかけます。プロテクトをかけると、データの
保存や削除、オーディオ・レコーダーの録音、SDカードのフォー
マットなどができなくなります。これらの作業を行うには、ス
イッチを元の位置に戻してください。
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3. システム・モードで、電池の種類を設定します。
	" 24	ページの「[M1]バッテリーの種類「batt」」

	使用する電池の種類を変えたときには、必ずシステム・モー
ドで電池の種類を設定しなおしてください。

電池の交換について
電源ボタンが点滅したら電池を交換してください。

	電池が少なくなると、ノイズが出たり、音が途切れたりする
ことがあります。

	使えなくなった電池は、すぐに取り出してください。その
ままにしておくと、故障の原因（電池の液もれ等）となりま
す。また、長時間使用しない場合も、電池を取り外してく
ださい。

電源の入れ方/切り方
KR-55 Proは、ACアダプターまたは電池で動作します。

ACアダプターを使用する
	ACアダプターは必ず付属のものをお使いください。他の
ACアダプターを使用した場合、故障の原因となります。

	電源は必ずAC100Vを使用してください。

1. KR-55 Proの電源が切れていることを確認します。
ディスプレイに表示がなく、ボタンが消灯していることを確
認してください。

2. ACアダプターのDCプラグを、リア・パネルのDC 9V端子
に接続します。

3. ACアダプターのプラグをコンセントに接続します。

電池を使用する
	電池は付属していません。別途お買い求めください。

1. リア・パネルの電池カバーを外します。

2. 単3形のアルカリ乾電池またはニッケル水素電池6本を、図に
従って電池の向きを間違えないように入れます。

SDカード

MIC ININPUT 1/INPUT 2

電子楽器など

VOX VFS5

ヘッドホン

ACアダプター

パワード・モニター・スピーカー

電源
コンセントへ

ギター、ベースなど

マイク

DCプラグ
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	電池は、必ず6本ずつの組み合わせで交換してください。
同じ組の中で、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
でください。

電源を入れる
Note: AUX	IN端子に機器を接続している場合は、あらかじめ接
続機器の電源を入れます。

Note: SDカードは電源を入れる前にSDカード・スロットに挿入し
てください（"8	ページの「SDカードについて」）。

1. トップ・パネルのVOLUMEノブを最小レベル（左一杯の
最小位置）に設定します。

2. トップ・パネルの電源ボタンを1秒以上押して、ボタンを
点灯させます。
起動処理が終了すると、KR-55 Proは音が出る状態になり
ます。

3. OUTPUT L/MONO、R端子に接続したパワード・モニ
ター・スピーカーなどの外部出力機器の電源を入れます。

4. 外部出力機器の音量と、KR-55 ProのVOLUMEノブで
音量を調節します。

電源を切る
 録音やデータの変換時、およびシステムへのデータ書き込
み時には、絶対に電源を切ったり、ACアダプターを抜いた
りしないでください。

	 本機が故障したり、SDカード内のデータが破損したりする
可能性があります。SDカードのデータが破損した場合は、
SDカードをフォーマットしてください。

1. 録音または再生している場合は[  ]ボタンを押して停
止します。

2. 電源ボタンを1秒以上押して、ボタンを点滅させます。
しばらくすると、電源ボタンやディスプレイ表示が消灯し、
KR-55 Proの電源が切れます。

電源を切るときのご注意！
KR-55 Proの電源を切るときは、必ずパネル上の電源ボタン
を押して、終了させてください（KR-55 Proはこのときに各種
データが保存されます）。

	電源が入っている状態で、ACアダプターや電池を絶対に
取り外さないでください。

クイック・スタート
このクイック・スタートでは、KR-55 Proの基本的な機能と操作
について説明しています。まずこの章を読んで基本的な機能を
理解してから、その後の章をお読みください。

デモ演奏を聴いてみましょう
KR-55 Proには、デモ・ソングが内蔵されています。はじめに
KR-55 Proのサウンドを確認してみましょう。

1

4

3

1

2

1. [SYSTEM]ボタンと[Count Start]ボタンを同時に押し
て、デモ・モードに入ります。
[SYSTEM]ボタンと[Count Start]ボタンが点滅し、デモ・ソ
ングを再生します。
トップ・パネル上のボタンがデモ曲に合わせて点灯します。

2. VOLUMEノブでデモ・ソングの音量を調節します。

3. [  ] または[  ] ボタンを押すと、前のデモ曲または次
のデモ曲が再生されます。

4. デモ演奏を終了するときは、[RHYTHM]、[RECORDER]、
[PLAYER]、[SYSTEM]のいずれかのモード・ボタンを押
します。



クイック・スタート

11

楽器などを接続して演奏する
KR-55 Proでは、マイク入力端子×1、ギターやベースに対応し
た入力端子×2を使用した多チャンネルのミキシングが可能で
す。ギターやベース・ギター、マイクなど、さまざまな入力ソー
スに対応しています。

ギターを演奏する
ここでは、まずギターを接続してみましょう。

5

6

1,2

1

1,34

1. （ INPUT）1ノブとVOLUMEノブを最小の状態にして、
INPUT 1端子にギターを接続します。

2. （INPUT）1ノブで入力レベルを調節します。
ギターを最も強く弾いたときにピークLEDが少し点灯する
くらいにノブを調節します。

3. ギターを演奏しながら、VOLUMEノブでOUTPUT L/
MONO、R端子に接続したパワード・モニター・スピー
カーから出力される音量を調節します。

4. TREBLEノブとBASSノブで音質を調節します。

5. 必要に応じて、REVERBノブでエフェクトを調節します。
MIC IN端子とINPUT 1端子、INPUT 2端子からの信号には
リバーブ・エフェクトをかけることができます。

Tip: VOX VFS5フット・スイッチを使用すると、リバーブの
オン/オフを切り替えることができます。

6. [ACOUSTAGE]ボタンをオンにすると、ステレオ感がさら
に拡がります。
[ACOUSTAGE]ボタンをオンにしたときの効果は、
KR-55 Proから出力されるすべての信号にかかります。

	ヘッドホン使用時はオフにしてください。ACOUSTAGE
機能はOUTPUT	L/MONO、R端子にステレオ接続した
パワード・モニター・スピーカーなどを使用したときに最
良となるように調整されています。

チューナー機能を使用する
KR-55 Proはオート・チューナーを内蔵しています。

ここでは、ギターをチューニングする例で説明します。

1,5

2

1. [TUNER]ボタンを押してチューナーをオンにします（ボ
タン点灯）。

2. キャリブレーションを変更するときは、VALUEダイヤルを
回します。
キャリブレーションは435Hz～ 445Hzの範囲で変更できま
す。初期値は440Hzです。

3. ギターの任意の開放弦を弾きます。
弾いた弦の音名がディスプレイに表示されます。
ディスプレイに目的の音名が表示されるように大まかに
チューニングします。

1弦/6弦：「E」、2弦：「b」、3弦：「G」、4弦：「d」、5弦：「A」

4. [(1) 8 BEAT1]～ [(24) SAMBA]ボタンを見ながらギ
ターを正確にチューニングします。
ボタンがメーターとして機能します。中央の縦2列のボタン
だけが点灯するようにチューニングします。

5. チューニングが終了したら[TUNER]ボタンを押して
チューナー機能をオフにします。

Tip: チューナー・オン時、セレクト・セクションの[M1]～
[M8]ボタン等でガイド音を鳴らすことができます。音色は
ギター、ベース、ピアノの3種類です。[TAP/END]ボタンを
押すたびに音色が切り替わります。

ディスプレイ ボタン ガイド音

Guit（ギター） M1～M6
1 ～ 6弦 (1E, 2B, 3G, 
4D, 5A, 6E)

bass（ベース） M1～M4 1～ 4弦（1G、2D、3A、4E）

Pian（ピアノ）

M1～M8、
[(17)16 BEAT ]、[(18)16 
BEAT SHUFFLE]、[(20)
JAZZ]～ [(22)BOSSA]

C、D、E、F、G、A、B、C、
C#、D#、F#、G#、A#
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マイクを使用する
MIC IN端子にマイクを接続してみましょう。KR-55 Proで使用
できるマイクはダイナミック・マイクです。

	コンデンサー・マイクは使用できません。

1,2 1,34

1

5

6

1. MICノブとVOLUMEノブを最小の状態にして、MIC IN
端子にマイクを接続します。

2. マイクで声を入力しながら、MICノブでマイクの入力レベ
ルを調節します。
声を最も大きく出したときにピークLEDが少し点灯するく
らいにノブを調節します。

3. VOLUMEノブでOUTPUT L/MONO、R端子に接続した
パワード・モニター・スピーカーから出力される音量を
調節します。

4. TREBLEノブとBASSノブで音質を調節します。

5. 必要に応じて、REVERBノブでエフェクトを調節します。
Tip: VOX VFS5フット・スイッチを使用すると、リバーブの
オン/オフを切り替えることができます。

6. [ACOUSTAGE]ボタンをオンにすると、ステレオ感がさら
に拡がります。

リズム・スタイルの再生と録音（リ
ズム・モード）
KR-55 Proは、24種類のリズム・スタイルを内蔵しています。
リズム・スタイルを再生しながら歌ったり、楽器を演奏したり
することができます。また、リズム・スタイルと一緒に演奏を
レコーダーに録音することができます。

ここでは、さまざまなジャンルのリズム・スタイルを確認して
みましょう。

リズム・スタイルを選んで再生する

1

4,8

3,7

6

2,52

1. [RHYTHM]ボタンを押してリズム・モードに入ります（ボ
タン点灯）。

2. VOLUMEノブを小さめの位置、RHYTHM/PLAYノブを
3時方向の位置にしておきます。

3. [(1) 8 BEAT1]～ [(24) SAMBA]ボタンでリズム・スタ
イルを選びます。
選んだリズム・スタイルのボタンが点灯します。

4. [  ]ボタンを押してリズム・スタイルを再生します。
再生中は[  ]ボタンの上にあるLEDが点灯します。また、
リズム・スタイルの現在再生している小節を[M1]～ [M8]
ボタンの点滅で示します。

5. VOLUMEノブで音量を調節します。

6. VALUEダイヤルでテンポを設定します。
テンポは、q =48～ 240の範囲で設定できます。
ディスプレイにテンポの値が表示されます。

Tip: リズム演奏が停止しているときに、[TAP/END]ボタン
を複数回押すことでもテンポを設定できます。

7.  他のリズム・スタイルのボタンを押すと、小節が切り替わ
るタイミングで、選択したリズム・スタイルに切り替わり
ます。

Note: 少し早めのタイミングでボタンを押して、リズム・ス
タイルを切り替える準備をしてください。

8. [  ]ボタンを押して再生を停止します。
Tip: チェイン機能を使用して、1曲分のリズム構成を作成し、再
生することができます（"19 ページの「チェイン機能」）。
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バリエーションを切り替える、フィルイン
やエンディングをいれる
1つのリズム・スタイルには、2種類のバリエーションがありま
す。そして、各バリエーションにはベーシック、フィルイン1、フィ
ルイン2の3つのリズム・パターンがあります。

2

1

41 3

1. リズム・スタイルを選んで再生します。
	" 12ページ「リズム・スタイルを選んで再生する」

2. [VAR]ボタンを押して、リズム・スタイルのバリエーショ
ンを切り替えます。
小節が切り替わるタイミングでバリエーションBに切り替わ
ります。[ VAR]ボタンの上にあるLEDが点灯してバリエー
ションBであることを示します。

再度ボタンを押すとバリエーションAに戻ります（LEDが消
灯）。

3. 再生中に[F1]、[F2]ボタンを押します。
小節が切り替わるタイミングでフィルインを再生し（LED点
灯）、ベーシックのリズム・パターンに戻ります。

Tip: 停止時に[F1]、[F2]ボタンを押して再生を開始するこ
とによって、フィルから始めることができます。

4. 再生中に[TAP/END]ボタンを押します。
次の小節でエンディング演奏を再生し、リズム・スタイルが
停止します。

Tip: VOX VFS5のフット・スイッチを使用すると、楽器を演奏しな
がらリズム・スタイルの再生をコントロールすることができます。

リズム・スタイルと一緒に自分の演奏を
録音する
リズム・モードでは、リズム・スタイルと自分の演奏を一緒に
録音することができます。

あらかじめ演奏する曲に合わせてリズム・スタイルのチェインを
作成しておきます（"19 ページの「チェインを作成する」）。
ここではすでに登録されているチェインを使用して録音する例
を説明します。

41,4

4

2

2 4

3

5,7 3

3

1

録音の準備
	録音したデータは、SDカード・スロットに挿入したSDカード
に保存されます。録音するときは、電源を入れる前にSDカー
ド・スロットにSDカードを入れてください（" 8	ページ
の「SDカードを入れる、取り出す」）。

1. マイクや楽器を接続します。
	" 11ページ「楽器などを接続して演奏する」

Note: 録音時にはACOUSTAGE機能は利用できません。

2. チェインを選びます。
[Chain/Playlist]ボタンを押して（ボタン点灯）、チェイン機
能をオンにします。再生するチェインを[F1]または[F2]ボタン
で選びます。
ここでは、[F1]ボタンを押して、C01のチェインを選んでくだ
さい。必要に応じて、テンポを設定します。

3. 録音待機の状態にして、録音先のソング番号を選びます。

[ ● ]ボタンを押して録音待機にします（ボタン点滅）。
ディスプレイにソング番号（d01、d02…）が表示されます。
新規ソングの番号は点滅し、録音済みのソング番号は点灯
します。

[F1]または[F2]ボタンを押して、録音するソング番号を選
びます。

Tip: 新規ソングがあるときは、自動的に数の小さい番号の新
規ソングが選ばれます。

	録音済みの（ソング番号が点灯する）ソングを選んで、録音を
開始すると、録音されていたデータは消去されて、新しく録音
するデータに書き替えられます。
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4. リズム・スタイルとマイクや楽器の録音レベルを調節し
ます。
リズム・スタイルの音量をRHY THM/PLAYノブを回して3
時方向の位置にします。それに合わせてマイクや楽器の
音量レベルをMICノブや(INPUT) 1、2ノブで調節します。

Note: 録音待機または録音時（ [ ● ]ボタンが点滅または
点灯）は、ディスプレイ内左側の3つのLEDが録音レベル・
メーターとなります。一番上のLEDが少し点灯するように、
上記の各ノブで調節します。

リズム・スタイルの録音レベルを確認するときは、 
[  ]ボタンを押して、録音しながら調節します。

調節が終わったら、[  ]ボタンを押してリズム・スタイ
ルを停止します。

Note: VOLUMEノブは録音レベルに影響しません。ハウ
リング等を起こす場合はここで全体の音量を下げてくださ
い。

録音開始

1. 13 ページの「録音の準備」を行います。

2. [Count Start]ボタンを押してカウント・スタート機能を
オンにします（ボタン点滅）。

Tip: 「カウント・スタート機能」とは、[ ● ]ボタンを押して
から録音を開始する前に2小節分のカウントが入る機能で
す。

3. [ ● ]ボタンを押して録音待機状態にします。
[ ● ]ボタンと[  ]ボタンの上のLEDが点滅します。

4. [F1]、[F2]ボタンを押して、録音先のソング番号を選びま
す。
Note: 13 ページの「録音の準備」手順3で選んだソン
グ番号を選びます。

5. [  ]ボタンを押します。
2小節分のカウント音が鳴った後に録音を開始します。
録音を開始すると、[ ● ]ボタンと[  ]ボタンの上のLED
が点灯します（[Count Start]ボタン消灯)。

6. リズム・スタイルに合わせて演奏します。
Tip: あらかじめチェインを設定したリズム・スタイルだけ
を録音し、あとから演奏をオーバーダビングすることもでき
ます（"15 ページの「録音したソングにオーバーダビン
グする」）。

7. 演奏が終了したら、[  ]ボタンを押して録音を停止し
ます。
録音したソングは、レコーダー・モードで聴きます（"14 
ページの「録音した演奏を再生する」）。

Tip: あらかじめチェインに停止の設定が含まれている場
合は自動的に停止します。

レコーダー機能を使用する 
（レコーダー・モード）

KR-55 Proには、さまざまな入力ソースを録音できるレコー
ダーが搭載されています。個人練習を録音してチェックした
り、思いついたアイデアなどを記録したりしておくなど、さま
ざまな使い方ができます。

ここではレコーダー・モードでの録音について説明します。
なお、録音できる内容はモードごとで次のように異なります。

• リズム・モード：リズム・スタイルの再生に合わせて演奏を録
音します。

• レコーダー・モード：演奏を録音します。また、録音したソング・
データに演奏をオーバーダビングします。

• プレーヤー・モード：再生しているオーディオ・ファイルに合
わせて演奏を録音します。

Note: BASS、TREBLE、ACOUSTAGEに よ る 効 果 は 録
音できません。MIC	IN、INPUT	1、2端子からの入力音には
REVERBによる効果をかけて録音することができます。

	録音したデータは、SDカード・スロットに挿入したSDカー
ドに保存されます。録音するときは、電源を入れる前に
SDカード・スロットにSDカードを入れてください（"8 
ページの「SDカードを入れる、取り出す」）。

録音した演奏を再生する
本機で録音した演奏はレコーダー・モードで再生します。

1. [RECORDER]ボタンを押してレコーダー・モードに入り
ます（ボタン点灯）。

2. [F1]または[F2]ボタンを押して再生するソングを選びます。

3. RHYTHM/PLAYノブで録音した演奏の再生音量を調節
します。

	録音済みの音を、録音したときと同じ音量で再生するに
は、RHYTHM/PLAYノブを右に回し切ります。

4. [  ]ボタンを押して再生します。

5. [  ]ボタンを押して停止します。または曲の先頭に戻
すには[VAR]ボタンを押します。
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演奏を録音する

2

2

36,8

1 4 6

5

1. [RECORDER]ボタンを押してレコーダー・モードに入り
ます（ボタン点灯）。

2. 録音するマイクや楽器を接続し、音量を調節します。

 " 11 ページの「楽器などを接続して演奏する」

3. 新規ソングを選びます。 [F2]ボタンを何度か押して、ディ
スプレイに表示されているソング番号を点滅させます。
点滅している番号が、新しいソングとなります。点灯する番
号は録音済みのソングです。

Tip: KR-55 Proでは、録音したデータを「ソング・データ」
と呼び、「ソング」という単位で扱われます。

4. メトロノーム音をガイドにしながら録音したいときは、
[Metronome]ボタンを押してメトロノーム機能をオン
にします。
[(1) 8 BEAT1]～ [(16) BLUES2]ボタンでメトロノームのサ
ウンドを選択します。（" 25	ページの「ボイスネーム・
リスト」）

メトロノームの拍子は、初期値として4/4に設定されていま
す。拍子を変更する場合は、[Metronome]ボタンを押しな
がらVALUEダイヤルを回します。
拍子の設定範囲は3/4、4/4、5/4、7/4、5/8、6/8、7/8、9/8、
12/8の9種類の中から設定できます。拍子の値が、ディスプ
レイに表示されます。

拍子の表示例　4/4拍子：「04:04」

5. [Count Start]ボタンを押してカウント・スタート機能を
オンにします（ボタン点滅）。

6. [ ● ]ボタン、[  ]ボタンの順に押して録音を開始しま
す。
2小節分のカウント音が鳴った後に、録音が開始されます
（[Count Start]ボタン消灯）。

ディスプレイにソング・ポジションが時間表示されます。

7. 楽器を演奏します。

8. 演奏が終了したら[  ]ボタンを押して録音を停止しま
す。

録音したソングにオーバーダビングする
オーバーダビングとは、すでに録音したデータに、さらに演奏
を重ねて録音することです。

1

2

2

2 2

2,3,5

2

2

1. [F1]または[F2]ボタンでオーバーダビングするソングを
選びます。

2. 再生音と、マイクや楽器の録音レベルを調節します。
再生音の音量をRHYTHM/PLAYノブを回して3時方向の位
置にします。それに合わせてマイクや楽器の音量レベルを
MICノブや(INPUT) 1、2ノブで調節します。

	録音済みの音を、録音したときと同じ音量で録音するには、
RHYTHM/PLAYノブを右に回し切ります。

Note: 録音待機または録音時（ [ ● ]ボタンが点滅または
点灯）は、ディスプレイ内左側の3つのLEDが録音レベル・
メーターとなります。一番上のLEDが少し点灯するように、
上記の各ノブで調節します。

Note: 再生音の録音レベルを確認するときは、[  ]ボタ
ンを押して、録音しながら調節します。

調節が終わったら、[ VAR]ボタンを押して、ソングの先頭に
戻します。

録音してレベルを調節した後は、[Undo]ボタンを押して、
録音する前の状態に戻してください。

Note: VOLUMEノブは録音レベルに影響しません。ハウリ
ング等を起こす場合はここで全体の音量を下げてください。

3. [ ● ]ボタン、[  ]ボタンの順に押してオーバーダビン
グを開始します。

Tip: [Count Start]ボタンを押してカウント・スタート機
能をオンにすると、2小節分のカウント音が鳴った後にオー
バーダビングが開始されます。

4. 楽器を演奏します。

5. 録音が終了したら[  ]ボタンを押して録音を停止します。
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録音したソングにパンチインでオーバー
ダビングする
ソングを再生し、重ね録りしたい箇所で[ ● ]ボタンを押して録
音を開始します。

3

4,6

1

2

1. [F1]または[F2]ボタンでオーバーダビングするソングを
選びます。

2. [  ]または[  ]ボタンでパンチインする箇所の少し前
の位置へ移動します。
ディスプレイにソング・ポジションが表示されます。

3. [  ]ボタンを押して再生を開始します。

4. オーバーダビングしたい箇所の手前で[ ● ]ボタンを押し
て録音を開始します（ボタン点灯）。

5. 楽器を演奏します。

6. 演奏が終了したら[ ● ]ボタンを押してオーバーダビングを
終了します。
録音から再生に切り替わります（ボタン消灯）。

Tip: VOX VFS5のフット・スイッチを使用すると、フット・スイッ
チでパンチ録音を操作できます。

Tip: マーク機能を使用して区間録音することもできます
（"21 ページの「マーク機能」）。

録音前の状態に戻す（アンドゥ）
録音をやり直したい場合などに[Undo]ボタンを使用します。

Note: アンドゥ機能はレコーダー・モードの録音に対してのみ可
能です。

1. 録音後に[Undo]ボタンを押すと、録音前の状態に戻りま
す（ボタン点灯）。

2. 再度ボタンを押すと、録音後の状態になります（ボタン消
灯）。

録音したソングを消去する
1枚のSDカードに録音できるソング数は、50ソングまでです。ただ
し、録音するソングの長さやSDカードの容量によっては、録音でき
るソング数が50に満たない場合もあります。

SDカードの空き容量が少なくなった場合は、別のSDカードを
準備するか、SDカード内の録音したデータを消去する必要が
あります。

1

32

1. [F1]または[F2]ボタンで消去するソングを選びます。

2. [Delete]ボタンを点灯するまで押します。
[Set/OK]ボタンと[Clear/Cancel]ボタンが点滅します。

3. [Set/OK]ボタンを押します。
消去をキャンセルする場合は、[Clear/Cancel]ボタンを押
します。
[Delete]ボタンが消灯すると、消去が完了します。
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オーディオ・ファイルの再生と演奏
の録音（プレーヤー・モード）
プレーヤー・モードでは、SDカードに収録されているオーディオ・
ファイルWAV形式（44.1kHz/16bit、ステレオ）を再生します。
また、オーディオ・ファイルの再生と一緒に演奏をレコーダー
に録音することができます。

SDカードに収録されているオーディオ・
ファイルを再生する
ここでは、コンピューターに保存してあるオーディオ・ファイルを
SDカードにコピーして、そのファイルをKR-55 Proで再生する手
順を説明します。

1

5

6 6

7

2,5

3

2

 4,8,9

オーディオ・ファイルの準備

1. KR-55 ProでSDカードをフォーマットします。
	" 8	ページの「SDカードをフォーマットする」

2. KR-55 Proの電源を切り、SDカードを取り出します。

3. SDカードをコンピューターに挿入し、コンピューター
に保存してあるオーディオ・ファイルをSDカード内の
PLAYERフォルダー内の[M1]～ [M8]のいずれかにコ
ピーします。

 " 25 ページの「フォルダー、ファイル構成」

4. オーディオ・ファイルのコピーが終了したらSDカードを
コンピューターから取り出し、KR-55 Proに挿入します。

5. KR-55 Proの電源を入れます。

再生

1. 「オーディオ・ファイルの準備」（17ページ）を行います。

2. [PLAYER]ボタンを押してプレーヤー・モードに入ります。
[SD Card]ボタンが点灯します。
SDカードに収録されているオーディオ・ファイルの番号がディ
スプレイに表示されます。SDカードの1番目のデータが選ば
れます。KR-55 Pro上で表示されるSDカードのPLAYERフォル
ダー内のオーディオ・ファイルの順番は、ファイル名のアルファ
ベットの順になります。

3. 再生するソングが入ったSDカード内のフォルダーを[M1]

～ [M8]ボタンで選択します。
選んだフォルダーに対応するボタンが点滅します。

 " 25 ページの「フォルダー、ファイル構成」

4. [  ]ボタンを押してファイルを再生します。
ファイルの再生が終了すると、次のファイルを再生します。
SDカード内のファイルをすべて再生すると停止します。

Tip: 初期設定ではLoop/Autoオンで動作モードがLP:C1
になっています。この動作は変更することができます（" 
23 ページの「ループ/自動連続再生機能」）。

5. [F1]または[F2]ボタンで、再生するオーディオ・ファイル
を選ぶことができます。

6.  RYHTHM/PLAYノブでオーディオ・ファイルの再生音
量を調整し、VOLUMEノブで全体の音量を調節します。

7. 再生中、VALUEダイヤルで再生スピードを変えること
ができます。
±25％の範囲でスピードを調節することができます。
ディスプレイに値が約1秒間表示され、オーディオ・ファイル
の番号表示に戻ります。

8. 再生中に[  ]ボタンを押すと一時停止します。
[VAR]ボタンを押したときは、停止して先頭に戻ります。

9. もう一度[  ]ボタンを押すと、一時停止した位置か
ら再生を開始します。

Tip: プレーヤー・モードでは、プレイリスト機能を使用して、好
きなファイルだけを聴きたい順番に再生することができます（" 
23 ページの「プレイリスト機能」）。
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再生しているオーディオ・ファイルと一
緒に自分の演奏を録音する
リズム・スタイルと演奏の録音と同様に、オーディオ・ファイ
ルと一緒に演奏した内容を録音できます。

1

1,3

 3,4,6

3

3

2

2

2,3

3

	録音したデータは、SDカード・スロットに挿入したSDカード
に保存されます。録音するときは、電源を入れる前にSDカー
ド・スロットにSDカードを入れてください（"8 ページ
の「SDカードを入れる、取り出す」）。

1. 録音するマイクまたは楽器を接続し、音量を調節します。
	" 11	ページの「楽器などを接続して演奏する」

2. [M1]～ [M8]、[(1) 8 BEAT1]～ [(24) SAMBA]または
[F1]、[F2]ボタンでオーディオ・ファイルを選びます。

3. 録音待機にして、録音するソング番号を選びます。
[ ● ]ボタンを押して録音待機にし、[F1]または[F2]ボタン
を押して、録音するソング番号を選びます。
ディスプレイにソング番号（d01、d02…）が表示されます。
新規ソングの番号は点滅し、録音済みのソング番号は点灯
します。
Tip: 新規ソングがあるときは、自動的に数の小さい番号の新
規ソングが選ばれます。

	録音済みの（ソング番号が点灯する）ソングを選んで、録音を
開始すると、録音されていたデータは消去されて、新しく録音
するデータに書き替えられます。

• オーディオ・ファイルの再生音と、マイクや楽器の録音レベ
ルを調節します。
オーディオ・ファイルの音量をRHYTHM/PLAYノブを回し
て3時方向の位置にします。それに合わせてマイクや楽器
の音量レベルをMICノブや(INPUT) 1、2ノブで調節します。

Note: ディスプレイ内左側の3つのLEDの一番上のLEDが
少し点灯するように調節します。

Note: オーディオ・ファイルの録音レベルは[  ]ボタン
を押して、録音状態にして確認してください。調節が終わっ
たら、[  ]ボタンを押して停止し、再度録音待機にして
ソングを選び直してください。

Note: VOLUMEノブは録音レベルに影響しません。ハウ
リング等を起こす場合はここで全体の音量を下げてくださ
い。

4. [  ]ボタンを押して、録音を開始します。
[ ● ]ボタンと[  ]ボタンの上のLEDが点灯します。

5. 再生しているオーディオ・ファイルと一緒に楽器を演奏し
ます。

6. 録音が終了したら[  ]ボタンを押して録音を停止しま
す。
録音したソングは、レコーダー・モードで聴きます（"14 
ページの「録音した演奏を再生する」）。

Tip: 先にレコーダー・モードで使用できるデータにインポートし
てから、レコーダー・モードでオーバーダビングをすることもで
きます（"15 ページの「録音したソングにオーバーダビングす
る」）。

Note: プレーヤー・モードでの録音は、再生途中の位置から、ま
たは特定区間のみを録音することはできません。オーディオ・ファ
イルの先頭からの録音のみが可能です。再生途中の位置から、ま
たは特定区間のみを録音したい場合は、インポート機能を使用し
てください。
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リズム・モード
リズム・モードには、リズム・スタイルの再生や演奏の録音の他に、
以下の機能があります。

• 好みのリズム・バリエーションと演奏テンポを登録する「メモリー機
能」。

• 小節ごとにリズム・スタイルを登録し、1曲分のリズム・スタイルを
作成する「チェイン機能」。

• 指定した拍子やテンポでメトロノームを鳴らす「メトロノーム機
能」。

• リズム・スタイル再生時に2小節分のカウントを入れる「カウント・
スタート機能」。

この「リズム・モード」では、これらの機能について説明します。
基本的な使い方は、14 ページの「レコーダー機能を使用する 
（レコーダー・モード）」をご覧ください。

リズム・バリエーションとテンポを[M1]
～ [M8]ボタンに登録する
好みのリズム・バリエーションと演奏テンポを[M1]～ [M8]ボタン
に登録できます。

リズム・バリエーションとテンポを登録する
1. 登録したいリズム・バリエーションを選び、テンポを設定します。

Note: フィルイン、エンディングは登録できません。

2. [  ]ボタンを押してリズム・スタイルを停止します。

3. [Set]ボタンを押しながら、[M1]～ [M8]ボタンを押します。
リズム・スタイルのバリエーションとテンポが登録されます。

リズム・バリエーションとテンポの登録を解除
する
1. リズム・スタイル停止中に、[Clear]ボタンを押しながら、登録
を解除するボタンを押します。
登録された内容が消去されます。

メモリー・ボタンの呼出し操作
Tip: 工場出荷時、[M1]～ [M8]ボタンには、あらかじめリズム・スタイ
ルとテンポが登録されています。

1. リズム・スタイル停止中に、[M1]～ [M8]ボタンを押して、登
録したリズムを選びます。
ボタンに登録したリズム・スタイルのバリエーションとテンポ
に切り替わります。
バリエーションとテンポが登録されている[M1]～ [M8]ボタン
は、リズム・スタイル停止中には点灯しています。ボタンを押
してリズムを選択すると点滅に変わります。

2. [  ]ボタンを押します。
ボタンに登録したリズム・スタイルのバリエーションを再生し
ます。

チェイン機能
チェイン機能では、小節ごとにリズム・スタイルを登録し、1曲分の
リズム・トラックを作成することができます。

チェインを作成する

1. [Chain/Playlist]ボタンを押してチェイン機能をオンにします
（ボタン点灯）。

2. [F1]ボタン、[F2]ボタンを押して、チェイン・バンクを選択します。
チェインは最大30バンクまで作成することができます。起動時
は1番目のチェイン（C01）が選ばれています。

3. [Chain/Playlist]ボタンを点滅するまで押します。
[Chain/Playlist]、[Set/OK]、[Clear/Cancel]の3つのボタンが
点滅して、リズム・スタイルを小節に登録することができること
を示します。
リズム・スタイルが鳴っているときは、[  ]ボタンのLEDが
点滅します。
ディスプレイには小節数が表示されます。また、指定した小節
位置を8小節ごとに区切ってガイド表示する[M1]～ [M8]ボタ
ンが点滅します。
すでにリズム・スタイルが登録されているチェインを選択した
場合は、先頭の小節、または指定した小節に登録されているリ
ズム・スタイルが鳴ります。
まだリズム・スタイルを登録していないチェインの場合は、初
期設定として1小節目に「8 BEAT1」のリズム・スタイルが登
録された状態で鳴ります。

4. テンポを設定します。

5. [(1) 8 BEAT1]～ [(24) SAMBA]ボタン、[VAR]ボタン、[F1]
ボタン、[F2]ボタンで、登録したいリズム・スタイル、バリエー
ション、フィルインを指定します。

6. [Set/OK]ボタンを押してリズム・スタイルの登録を確定します。
小節へのリズム・スタイルの登録が完了し、次の小節へ移動し
ます。登録が完了した小節は、対応するボタン（[M1]～ [M8]）
が点灯に変わります。

7. 登録する小節を指定するときは、[  ]または[  ]ボタンを
押します。

8. 手順5～ 7を繰り返し、登録操作を繰り返します。
1つのチェインで999小節までリズム・スタイルを登録できます。

9. 指定した小節のリズム・スタイルを削除するときは、[Clear/
Cancel]ボタンを押します。
小節に対応した[M1] ～ [M8]ボタンが消灯します。

10. 指定した小節の前に1小節追加するときは、[Set/OK]ボタン
を約1秒間押したままにします。指定した小節を削除するとき
は、[Clear/Cancel]ボタンを約1秒間押したままにします。

11. 演奏の終わりの小節位置を登録する場合は、[  ]ボタンを
押してLEDを消灯し、[Set/OK]ボタンを押します。またエン
ディング・パターンを登録して演奏を終了する場合は、[TAP/
END]ボタンを押してLEDを点灯させ、[Set/OK]ボタンを押
します。

12. すべての登録が終了したら、[Chain/Playlist]ボタンを押し
ます（ボタン点灯）。
この時点ですべての設定やテンポが確定します。

13.  作成したチェインを1小節目から確認するときは、[VAR]ボタ
ンを押して1小節目に戻してから、[  ]ボタンを押して再
生します。
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作成したチェインを再生する

1. [Chain/Playlist]ボタンが点灯した状態で[  ]ボタンを押
します。
登録したリズム・スタイルを1小節目から再生します。最後の
小節まで再生したら停止します。
再生途中で[  ]ボタンを押すと一時停止します。再度ボタ
ンを押すと、停止している位置から再生を開始します。
再生途中で[VAR]ボタンを押したときは、停止して1小節目に戻
ります。

チェインに登録したリズム・スタイル全体を削除
する
1. [F1]ボタン、[F2]ボタンを押して、登録したリズム・スタイル
全体を削除するチェインを選択します。
選択したチェインの番号（C**）がディスプレイに表示されます。

2. [Delete]ボタンを点灯するまで押します。
[Set/OK]ボタンと[Clear/Cancel]ボタンが点滅します。また、
ディスプレイに表示されているチェインの番号が点滅します。

3. [Set/OK]ボタンを押します。
[Delete]ボタンが消灯すると削除が完了します。
初期設定（8 BEAT1のリズム・スタイルが登録された状態）に
なります。

メトロノーム機能
指定した拍子やテンポでメトロノームを鳴らすことができます。

1. [Metronome]ボタンを押してメトロノームをスタートさせます
（ボタン点灯）。

2. [(1) 8 BEAT1]～ [(16) BLUES2]ボタンでメトロノームの音
色を選びます。

3. VALUEダイヤルでメトロノームのテンポを設定します。

Tip: [TAP/END]ボタンでも設定することができます。

4. RHYTHM/PLAYノブでメトロノームの音量を調節します。
Note: メトロノームを鳴らしながら録音しても、メトロノーム音は録音
されません。

Note: リズム・モードでは、メトロノームかリズム・スタイルのどちらか
を鳴らすことができます。メトロノームが鳴っているときに[	 	]ボ
タンを押すとメトロノームがオフになり、リズム・スタイルの演奏に切
り替わります。
レコーダー・モードでは、メトロノームのみが使用可能です。プレー
ヤー・モードではどちらも使用できません。

メトロノームの拍子について
メトロノームの拍子は、通常4/4に設定されています
（ [Metronome]ボタンを押している間、ディスプレイに「04：04」
と表示されます）。拍子を変更する場合は、[Metronome]ボタン
を押しながらVALUEダイヤルを回します。選べる拍子は3/4、4/4、
5/4、7/4、5/8、6/8、7/8、9/8、12/8です。

カウント・スタート機能
カウント・スタート機能は、リズム・スタイルを再生する前に、2小
節カウントを入れる機能です。

カウント・スタート機能を使用する

1. [Count Start]ボタンを押してカウント・スタート機能をオン
にします（ボタン点滅）。

2. [  ]ボタンを押します。
2小節分のカウントが鳴った後にリズム・スタイルがスタートし
ます（[Count Start]ボタン消灯）。

テンポ/再生スピード調節による音質につ
いて
KR-55 Proのリズム・モードでは、リズム・スタイル専用のオーディ
オ・データを再生しています。
各オーディオ・ファイルは、テンポ範囲に合わせて自然な演奏にな
るように、複数のオーディオ・データが用意されています。
テンポ調節時、調節範囲によって再生するオーディオ・データが変
わるため、テンポごとに音質に少し違いが生じることがあります。
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レコーダー・モード
KR-55 Proは、INPUT 1端子またはINPUT 2端子に接続した楽器
の演奏、MIC IN端子に接続したマイクからの音声、AUX IN端子に
接続した電子楽器など、さまざまな入力ソースを録音できます。

録音したデータは、44.1kHz/16bitステレオWAV形式でSDカード・ス
ロットに挿入したSDカードに保存されます。

SDカード・スロットに挿入したSDカードには、最大50曲（ソング）を録
音することができます。ただし、録音した曲の長さやSDカードの容量
によっては、録音データが50曲分に満たない場合もあります。

基本的な操作については、19 ページの「リズム・バリエーションと
テンポを[M1]～ [M8]ボタンに登録する」を参照してください。

 再生時と録音時、ディスプレイにCrd - bSy（Card-Busy）や
「Err-Crd-＊＊＊」（Error Card ＊＊＊）のエラー・メッセージが
表示されたときはフォーマットを実行してください。（8 
ページの「SDカードをフォーマットする」）

KR-55 Proには、録音を行うときに有効な、以下の機能があります。
• 録音時に、指定された拍子やテンポでメトロノームを鳴らすことが
できる「メトロノーム機能」。

• 録音開始時に2小節分のカウントを入れる「カウント・スタート機能」。
• ソング中の位置をあらかじめ登録し、録音時などに呼び出すことが
できる「マーク機能」。

• 指定したマークの区間でループ再生や録音ができる「ループ再生と
区間録音機能」。

この「レコーダー・モード」の章では、これらの機能などについて説明
します。

メトロノーム機能
録音時に、指定された拍子やテンポでメトロノームを鳴らすこと
ができます。
レコーダー・モードではメトロノームの音量は固定されているた
めRHYTHM/PLAYノブでコントロールできません。
また、レコーダー・モードでは、メトロノームのみが使用可能です。
それ以外の操作の方法などは、リズム・モードと同様です。

Tip: メトロノーム音は録音されません。

 " 20 ページの「メトロノーム機能」

カウント・スタート機能
カウント・スタート機能は、録音を開始する前に、2小節分のカウン
トを入れます。

1. [Count Start]ボタンを押してカウント・スタート機能をオン
にします（ボタン点灯）。

2. [ ● ]ボタンを押してから[  ]ボタンを押します。
2小節分のカウント音が鳴った後に録音がスタートします。

Tip: オーバーダビング時に、カウント・スタート機能を使用する場合は、
テンポをソングに合った設定にしておく必要があります。

カウントの拍子について
カウントの拍子は、メトロノームの設定が使用されます。変更する場
合は[Metronome]ボタンを押しながらVALUEダイヤルを回します。

マーク機能
ソング中の位置にマークを登録して録音時などに呼び出す機能で
す。マークは、ソング中の8箇所に登録でき、ボタンを押すことで
登録箇所に直接移動することができます。

マーク登録手順
1. [F1]、[F2]ボタンでソングを選択します。

2. [  ]ボタンを押してソングを再生します。

3. マークを登録したい位置で[Set/OK]ボタンを押しながら
[M1]～ [M8]ボタンを押します（ボタン点灯）。

4. [  ]ボタンを押してソングを停止します。

5. 登録した[M1]～ [M8]ボタンを押します。
ソング中のマーク登録した位置に移動できます。

マークの削除
1. [Clear/Cancel]ボタンを押しながら、削除するマークが登録
されているボタン（[M1]～ [M8]）を押します。
押したボタンに登録されていたマークが削除されます（ボタン
消灯)。

ループ再生と区間録音機能
指定したマークの区間でループ再生や区間録音を行います。

ループ再生と区間録音をする
あらかじめ、[M1]ボタンと[M2]ボタンにマークが登録されている
区間をループ再生して録音する例で説明します。

1. [Loop/Auto]ボタンを押してループ機能をオンにします（ボ
タン点灯）。

2. [M1]ボタンを押してループ開始位置を指定します。
ボタンが点滅し、[M1]～ [M2]の登録区間がループ区間となり
ます。

Note: ループ区間は2秒以上の間隔を空けてください。

ループ区間の設定は、ループの開始位置に設定されたボタンの
次の番号（右隣）のボタンに登録された位置までの区間となり
ます。例えば、開始位置に[M1]ボタンを指定した場合は[M1]
～ [M2]の区間、[M2]ボタンを指定した場合は[M2]～ [M3]の
区間となります。次の番号のボタンにマークが登録されていな
い場合、ループ設定は無効になります。また、[M8]ボタンは開
始位置として指定できません。

3. [  ]ボタンを押します。
[M1]ボタンと[M2]ボタンの区間でループ再生します。

4. [ ● ]ボタンを押します。
ループの折り返し位置まで再生した後、ループ開始位置から録
音を開始します。

5. 楽器などを演奏して録音します。
ループの折り返し位置にきたところで録音が終了し、ループ再
生に戻ります。
さらにオーバーダビングを行う場合は、再度[ ● ]ボタンを押し
て操作を繰り返します。

6. [  ]ボタンを押して録音を終了します。
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ソング・データのエクスポート
録音したソング・データを、オーディオ・ファイルとしてSDカード
にエクスポート（書き出し）します。

書き出したオーディオ・ファイルは、KR-55 Proのプレーヤー・モー
ドや市販のオーディオ・プレーヤーで再生したり、コンピューターの
DAWに取り込んだりすることができます。

エクスポートされるファイル形式は以下のとおりです。

• ファイル形式：WAVEフォーマット非圧縮リニアPCM
• サンプリングビット数：16bit
• サンプリング周波数：44.1kHz
• ファイル名文字数：SONGnnnn.WAV（ｎｎｎｎの4文字は連番数字
が自動的に割り当てられます）

エクスポート手順
1. [F1]、[F2]ボタンを押してエクスポートするソングを選びます。

2. [Write]ボタンを押します。

3. [Set/OK]ボタンを押してエクスポートを実行します。
キャンセルする場合は、[Clear/Cancel]ボタンを押します。
エクスポートされたデータは、SDカード内のM1フォルダーに保
存されます。

エクスポートが終了すると、[Write]ボタンが消灯して、エクス
ポートしたファイルの番号が4桁で表示されます。

	エクスポートに必要な時間はSDカードの空き容量や書き
出す曲の長さによって異なります。

オーディオ・ファイルのインポート
プレーヤー・モードで再生できるSDカードに収録したオーディオ・
ファイルをレコーダー・モードで使用できるソング・データにイン
ポート（読み込み）します。インポートしたデータは、レコーダー・
モードで再生したり、オーバーダビングしたりすることができます。

 プレーヤー・モードで再生できるオーディオ・ファイルは、レ
コーダー・モードで直接再生できません。レコーダー・モー
ドで再生できるソング・データとしてインポートする必要があ
ります。

インポートできるファイル形式は以下のとおりです。

• ファイル形式：WAVEフォーマット非圧縮リニアPCM
• サンプリングビット数：16bit
• サンプリング周波数：44.1kHz、ステレオ・ファイル

インポート手順
1. プレーヤー・モードで、[F1]、[F2]ボタンを押してインポート
するオーディオ・ファイルを選びます。

2. [Write]ボタンを押します。

3. [F1]、[F2]ボタンを押して、インポート先のソング番号を選び
ます。
ディスプレイにソング番号（d01、d02…）が表示されます。
新規ソングの番号は点滅し、録音済みのソング番号は点灯
します。
Tip: 新規ソングがあるときは、自動的に数の小さい番号の新
規ソングが選ばれます。

	録音済みの（ソング番号が点灯する）ソングを選んで、イン
ポートを開始すると、選択されたソング・データは消去されて、
インポートしたデータに上書きされます。

4. [Set/OK]ボタンを押してインポートを実行します。
キャンセルする場合は、[Clear/Cancel]ボタンを押します。
インポートしたソング・データは、指定したソング番号に入り
ます。
インポートされたデータは、SDカード内のD***フォルダーに保
存されます。
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プレーヤー・モード
プレーヤー・モードでは、SDカードに収録されたオーディオ・ファ
イルを再生することができます。

再生できるオーディオ・ファイルは以下の形式です。

• WAV形式（44.1kHz/16bit）

プレーヤー・モードで再生しているオーディオ・ファイルに合わせて、
KR-55 Proに接続した楽器を演奏したり、演奏を録音したりすること
ができます（" 18 ページの「再生しているオーディオ・ファイル
と一緒に自分の演奏を録音する」）。

 レコーダー・モードで録音したソングはプレーヤー・モードで
直接再生できません。プレーヤー・モードで再生できるオー
ディオ・ファイルに変換する必要があります。

プレーヤー・モードでは、オーディオ・ファイル再生時に有効な以下
の機能があります。

• プレイリストにオーディオ・ファイルを登録し、好みの曲順で再生す
ることができる「プレイリスト機能」。

• 再生時にループ/自動連続再生を行うことができる「ループ/自動連
続再生機能」。

この「プレーヤー・モード」では、これらの機能などについて説明しま
す。基本的な操作については、17 ページの「オーディオ・ファイル
の再生と演奏の録音（プレーヤー・モード）」を参照してください。

プレイリスト機能
プレイリストは、10バンクあり、各バンクにオーディオ・ファイルを24
曲まで登録することができ、好みのオーディオ・ファイルを順番に再
生することができます。

プレイリストを作成する

1. [Chain/Playlist]ボタンを押してプレイリスト機能をオンにし
ます（ボタン点灯）。

2. [VAR]ボタンを押しながら、[F1]、[F2]ボタンを押して、作成
するプレイリストを選びます。

3. [Chain/Playlist]ボタンを点滅するまで押します。
[Chain/Playlist]ボタンと[Set/OK]ボタンが点滅し、オーディ
オ・ファイルの登録待機状態になります。

4. [M1]～ [M8]ボタンでファイル・バンクを選び、[F1]、[F2]ボ
タンで登録したいオーディオ・ファイルを選択します。
ディスプレイにオーディオ・ファイルの番号が表示されます。

Tip: SDカード内のM1～M8フォルダーは、[M1]～ [M8]ボタンで選ぶこと
ができます。（"25 ページの「フォルダー、ファイル構成」）。

5. [(1) 8 BEAT1]～ [(24) SAMBA]ボタンを押して、選択した
オーディオ・ファイルをプレイリストに登録します。
[(1) 8 BEAT1]～ [(24) SAMBA]ボタンがプレイリストに登録で
きる24曲に対応します。各ボタンにオーディオ・ファイルを割
り当てることでプレイリストに登録されます。[(1) 8 BEAT1]ボ
タンに割り当てたファイルが1曲目、[(2) 8BEAT2]ボタンが2曲
目・・・となります。
ファイルを登録するとボタンが点灯します。

6. 手順4と5を繰り返してオーディオ・ファイルをプレイリストに
登録していきます。

Tip: 登録を取り消す場合は、[Clear/Cancel]ボタンを押して
から、取り消したいオーディオ・ファイルが割り当てられている
[(1) 8 BEAT1]～ [(24) SAMBA]ボタンを押します。ボタンが
消灯したら取り消しが完了します。

7. プレイリストへの登録が終了したら、[Chain/Playlist]ボタン
を押します（ボタン点灯）。
[Set/OK]ボタン、[Clear/Cancel]ボタンが消灯します。

プレイリストを使って再生する

1. [Chain/Playlist]ボタンを押してプレイリスト機能をオンにし
ます（ボタン点灯）。

2. [VAR]ボタンを押しながら、[F1]、[F2]ボタンを押して、再生
するプレイリスト（P01, P02...）を選びます。

3. [(1) 8 BEAT1]～ [(24) SAMBA]ボタンで再生したいオー
ディオ・ファイルを選びます。

4. [  ]ボタンで再生をスタートします。

5. プレイリストに登録した順番でオーディオ・ファイルが再生さ
れます。

ループ/自動連続再生機能
プレーヤー・モードでは、再生時にループ再生や自動連続再生を
行うことができます。

1. [Loop/Auto]ボタンを押してループ/自動連続再生機能をオ
ンにします（ボタン点灯）。

2. [  ]ボタンを押します。
プレーヤーが再生を開始します。
一つのオーディオ・ファイルの再生が終了すると、次のファイ
ルの再生が自動的に始まります。最後のファイルが終了するま
で連続で再生します。
これは動作モードがLP:C1になっている場合です。この動作は
変更することができます。手順3で設定します。
オフ時は、1ファイルの再生/録音が終わるとそのファイルの先
頭に戻ります。

3. [Loop/Auto]ボタンを押しながらVALUEダイヤルを回して、
動作モードを変更します。

LP:1L： 1ファイル・ループ
LP:AL： 全ファイル・ループ
LP:C1： 連続再生（ループなし、通常動作）
LP:C2： 連続再生（ループなし）ファイル間で一時停止。パネル
や接続したフット・スイッチの再生ボタンを使用して、任意のタイ
ミングで次のファイルを再生することができます。

再生スピード調節
オーディオ・ファイルの再生スピードを、ピッチを変えずに 
－25%～＋25%の範囲で変更することができます。

1. VALUEダイヤルでオーディオ・ファイルの再生スピードを変更
します。

2. [TAP]ボタンを押すと、元のスピードに戻ります。
Note: オーディオ・ファイルの再生スピードを一定範囲以上に変更し
た場合は、音質が悪くなります。

Note: レコーダー・モードのソング・データは、再生スピードを変更す
ることはできません。
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システム・モード
システム・モードでは、KR-55 Proの全体に関する以下の設定を行
います。

システム設定を行う
1. [SYSTEM]ボタンを押してシステム・モードに入ります（ボタ
ン点灯）。

2. [M1]～ [M3]ボタンでシステム設定項目を選びます。
押されたボタンが点滅します。
ディスプレイは、選択した設定項目の省略名を約1秒間表示し
た後に、現在の設定値を表示します。

3. VALUEダイヤルで各項目を設定します。

4. 他のモード・ボタンを押してシステム・モードを終了します。

設定項目
操作については「システム設定を行う」を参照してください。

[M1]バッテリーの種類「batt」
使用するバッテリーの種類を選択します。

aL：アルカリ乾電池

nH：ニッケル水素電池

 使用する電池と異なる種類を選択すると、電池の残量が正し
く表示されません。

Note: バッテリーを使用時に、[M1]ボタンを押してこの項目を
選ぶと、[(1)	8	BEAT1] ～ [(16)	BLUES2]ボタンが点灯して電
池の残量を表示します。残量が少なくなるほど、点灯するボタンの
数も少なくなります。

[M2]エフェクト動作「EFF」
リバーブ・エフェクトを有効にする入力端子を指定します。

AL：MIC IN端子、INPUT 1端子、INPUT 2端子

M：MIC IN端子

In： INPUT 1端子、INTPUT 2端子

[M3]オート・パワー・オフ機能「APOF」
オート・パワー・オフが機能する時間を設定します。

oF：オート・パワー・オフ機能オフ
10：10分
30：30分
1h：1時間
4h：4時間

SDカードのフォーマット[M8] 「Init」
SDカードをフォーマットします（「SDカードをフォーマットする」
（8ページ））。

SDカード・テスト機能「tESt」
SDカードの自動読み書きを行い、本機で使用することができる
かどうかをテストします。録音時に必要な書き込み速度より遅い
カードは、使用できないと判定します。
このテストにより、使える録音条件が判断できますので、お手持ち
のSDカードを有効に使用することができます。

 このテストの結果は、絶対的な動作保障をするものではあり
ません。録音できると判定されても、録音条件や使用状況等
により、「Crd - bSy 」(Card-Busy)などのエラーになる場合が
あります。

Note: SDカードが挿入されていることを確認してください。

1. [SYSTEM]ボタンを押してシステム・モードに入ります（ボタ
ン点灯）。

2. [SD Card]ボタンを押します（ボタン点灯）。
ディスプレイに「 tESt」(test)が表示され、[Set/OK]ボタンと
[Clear/Cancel]ボタンが点滅します。

Note: 他のモードでは、[SD	Card]ボタンを押すとディスプレイに録
音可能時間が表示されます。

3. カード・テストを実行するには、[Set/OK]ボタンを約1秒
間押します。
実行中はディスプレイの「 tESt」と[Clear/Cancel]ボタンが
点滅します。

Note: SDカードの種類によって、時間がかかる場合があります。
テストをキャンセルするときは、[Clear/Cancel]ボタンを押しま
す。
テストが完了すると、ディスプレイにテストの結果が表示され
ます。

Good：このSDカードに録音できます。
bad：このSDカードへの録音が制限されます。

Good bad 制限事項

RHYTHM ○ × 録音できません

RECORDER ○ △
録音はできますが、オーバーダビングはできま
せん

PLAYER ○ △ WAVの再生はできますが、録音はできません

Note: 再度、テストする場合は、手順2から操作し直してください。
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付　録

ボイスネーム・リスト

メトロノーム

No. Name No. Name

1 Metronome (Wood) 9 Closed HH 1

2 Metronome (Electronic) 10 Closed HH 2

3 Analog Clave 11 Analog HH 1

4 Analog Woodblock 1 12 Analog HH 2

5 Analog Woodblock 2 13 Maracas

6 Analog Bongo 14 Tambourine

7 Cowbell 15 Bass Drum

8 Sidestick 16 Hand Clap

デモ曲
1　Demo Song 1: リズム＆機能紹介
2　Demo Song 2: デモ・ソング (Pops)　曲名“Open Heart”
3　Demo Song 3: デモ・ソング (Blues)　曲名“Day In and 
Day Out”

KR-55 Proのデータ構成
KR-55 Proでフォーマットおよび録音したSDカードは、以下のよう
な構成になっています。

フォルダー、ファイル構成

レコーダー・モード

RECORDER D001

D002

D050
最大50ソングまで

1. RECORDER（データ・フォルダー）
KR-55 Proのシステム・データと録音データが保存されます。
このフォルダー内にソング・フォルダーが50個作成されます。

Note: 使用しているSDカードの容量によっては、50個のソング・ファ
イルを作成できない場合があります。

[RECOREDER]：レコーダー・モード用のソング・データ・フォルダー

レコーダー・モードのデータのバックアップをとっておく場合や、別
のSDカードでレコーダー・モードのデータを利用したい場合は、コン
ピューターを使用して[RECORDER]フォルダーをコピーしてください。

2. D001（ソング・フォルダー）
KR-55 Proで録音したときにソングごとにできるフォルダーです。
新規ソングはD001から順番に作成されます。Dに続く3桁の数字
がソング番号に対応します。

Tip: レコーダー・モードでエクスポートしたソングは、[PLAYER]フォル
ダー内に保存されます。

[D001] ～ [D050]：ソングのデータ・フォルダー

各ソング・データ・フォルダーには録音データ・ファイルや管理ファ
イルが入っています。

プレーヤー・モード

PLAYER M1

M8

1: ****.WAV

99: ****.WAV

1: ****.WAV

99: ****.WAV

3. PLAYERフォルダー
外部のオーディオ・ファイル（WAV）を再生するときに使用します。

[PLAYER]：プレーヤー・モード用のオーディオ・データ・フォルダー

4. 外部WAVファイル
本機で再生、オーバーダビングするための外部ファイルです。
以下のフォーマットを再生、オーバーダビングできます。

ファイル形式：WAVファイル

ファイルビット数：16bit

サンプリング周波数：44.1kHz

チャンネル：ステレオ

[M1] ～ [M8]：オーディオ・データのデータ・フォルダー

****.WAV ：オーディオ・ファイル

フォルダーごとに最大99ファイルまで利用できます。KR-55 Proで
再生やオーバーダビングを行いたいオーディオ・ファイルは、コ
ンピューターを使用して、これらのフォルダーにコピーしてくださ
い。

レコーダー・モードで録音したソングを、エクスポート機能でオーディ
オ・ファイルに変換した場合は、M1フォルダー内にファイルが追加さ
れます。ファイル名は「SONG****.WAV 」となります。  ****は自動
で割り当てられた連番数字になります。
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フット・スイッチを使用する
VOX社製VFS5フット・スイッチ（市販品）をリア・パネルのFOOT 
SW端子に接続すると、プログラムの切り替え、録音の操作が足元
でできるようになります。

各スイッチの機能は以下のようになります。

スイッチ リズム・モード レコーダ－・モード プレーヤー・モード

BANK 再生/停止 再生/一時停止 再生/一時停止

CH1

フィルイン1を選択
（チェイン機能がオ
ンの時はバンク選択
－）

録音 ソング選択　－

CH2

フィルイン2を選択
（チェイン機能がオ
ンの時はバンク選択
＋）

停止 ソング選択　＋

CH3

バリエーション切り
替え

ソングの位置を移動	－

オーディオ・データ
の位置を移動　－

リバーブ・オン/オフ
（停止中に約1秒間
押したままにする）

リバーブ・オン/オフ
（停止中に約1秒間
押したままにする）

CH4

エンディングを選択
(リズム再生中)

ソングの位置を移
動　＋

オーディオ・データ
の位置を移動　＋タップ・テンポ

(リズム停止時やメト
ロノーム・オン時)

Tip: リバーブ・オン時は、REVERBノブの設定が有効になります。

Tip: リズム・モードでのCH4スイッチによるテンポ調節時は、スイッチ
を押すたびにメトロノームに設定されている音色が発音します。

 FOOT SW端子への接続や取り外しは、電源オフの状態で行っ
てください。電源オンのまま抜き差しすると、誤動作や故障の
原因となります。

 複数のスイッチを同時に押さないでください。誤動作する場
合があります。

Note: BANKスイッチのLEDは、KR-55	Proでは無効です。

故障とお思いになるまえに

1. 電源が入らない
• リア・パネルのDC 9V端子にACアダプターのDCプラグが接続され
ていますか?

• コンセントにACアダプターの電源プラグが接続されていますか?
• コンセントが故障していませんか?
• 電池をご利用の場合、電池が正しく取り付けられていますか？

2. OUTPUT L/MONO、R端子および  端子から音が出ない
（音量が小さい）。

• ギターのボリュームを絞っていませんか?
• ギター・ケーブルで正しく接続されていますか?
• ギター・ケーブルが断線していませんか?
• トップ・パネルのVOLUMEノブが小さい値になっていませんか?
• （ INPUT） 1ノブ、（ INPUT）2ノブやMICノブの設定を確認してくだ
さい。

3. AUX IN端子に接続した機器の音が出ない。
• 外部機器が正しく接続されていますか？
• 外部機器のボリュームを絞っていませんか？

4. リズム・スタイルが再生できない。
• リズム・モード以外が選ばれていませんか？
• トップ・パネルのRHYTHM/PLAYノブが小さい値になっていません
か？

• メトロノームがオンになっていませんか？
メトロノームがオン時（LED点灯）は、リズム・スタイルは再生され
ず、メトロノーム音が鳴ります。

5. リズム・スタイルやメモリーが切り替えられない。
• チェインがオン（[Chain]ボタン点灯）になっていませんか？
• メモリーは再生中に切り替えることができません。

6. 録音できない
• 入力レベルは正しく設定されていますか？
• SDカードは入っていますか？ （"8 ページの「SDカードについて」）
• SDカードの残量はありますか？
• 本機で録音可能なSDカードですか？（"24 ページの「SDカード・テ
スト機能「tESt」」）

7. 録音された音がおかしい、途切れる
• 入力レベルは適切に設定されていますか？
• 録音中に本体に衝撃を与えていませんでしたか？
• リバーブ・エフェクト設定は正しいですか？

8. ソングやオーディオ・ファイルを再生できない、再生音が出ない
• SDカードは入っていますか？ （"8 ページの「SDカードについて」）
• SDカードの中にデータがありますか？
• トップ・パネルのRHYTHM/PLAYノブが小さい値になっていませんか？
• プレーヤー・モード、レコーダー・モード以外になっていませんか？

9. レコーダー・モード、プレーヤー・モードに入れない
• SDカードは入っていますか？
• プレーヤー・モードに入れない場合、SDカードに再生可能なオー
ディオ・ファイル（WAV 44.1kHz 16bit ステレオ）が入っていますか？
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エラー・メッセージ
本体やSDカードにエラーが発生した場合、ディスプレイに以下の
メッセージが表示されます。

Crd - bSy（Card-Busy）
SDカードのアクセスが遅く、録音や再生が間に合いませんでし
た。別のSDカードを使用してください。
• ソングの書き込みや削除を繰り返すことによって、SDカード内のソン
グの並びが不規則になり、処理能力が低下することがあります。この
場合には、必要なソングをコンピューターにバックアップしてから、SD
カードをフォーマットして使用してください。

Err - Crd - ＊＊＊ （Card Error）
SDカードのアクセス中にエラーが発生しました。
SDカードをコンピューターに接続してチェックしてください。エ
ラー・メッセージが表示される場合は、SDカードをフォーマットし
てください。

Err/Un-/SUP/Frt（Error Unsupported [File] Format）
KR-55 Proで再生できない形式の音楽データです。

Crd - FUL（Card Full）
SDカードの残量が足りません。不要なソングを削除してください。

Err - FSY - ＊＊＊ （FileSystem Error）
SDカード処理でエラーが発生しました。SDカードを変更しても
頻繁に発生する場合は、お客様相談窓口にお問い合わせくださ
い。

no-Crd (No Card)
SDカードが入っていません。

no-dat (No data)
SDカードに再生可能なオーディオ・ファイルが入っていません。

Un - Frt（Unformat）
SDカードがフォーマットされていません。

その他のメッセージ
本体の不具合、故障などの場合に表示されます。お客様相談窓口
にお問い合わせください。

工場出荷時の設定に戻す（初期化）
電源が切れた状態で、[SYSTEM]ボタンと[Delete]ボタンを押しな
がら、電源ボタンを押します。
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入力端子

MIC IN端子：XLR-3-32タイプ（平衡）、入力インピーダンス 4.7kΩ、 
規定レベル －43dBV

INPUT 1端子、INPUT 2端子（ギター、ベース）：φ6.3mmモノラル・
フォーン・ジャック（不平衡）、入力インピーダンス1MΩ、 
規定レベル －26dBV

AUX INPUT端子： φ3.5mmステレオ・ミニ・フォーン・ジャック（不
平衡）、入力インピーダンス10kΩ、規定レベル －17dBV

FOOT SW端子：φ6.3mmステレオ・フォーン・ジャック、使用可能なフッ
ト・スイッチ： VOX VFS5フット・スイッチ

出力端子

OUTPUT L/MONO、R端子：φ6.3mmモノラル・フォーン・ジャック（不
平衡）

 端子：φ3.5mmステレオ・ミニ・フォーン・ジャック、最大レベル：
0dBV 30mW 32Ω

電源：
DC 9V 、単3乾電池6本（アルカリ乾電池またはニッケル水素電池
に対応）

電池寿命：
約7時間（アルカリ乾電池使用時）
約7時間（ニッケル水素電池使用時）
* 使用電池、使用状況により変動あり

消費電流
330 mA

外形寸法（W×D×H）
244 x 220 x 68 mm

質量
1.4 kg （電池含まず）

付属品
ACアダプター（DC 9V、 ) 

オプション（別売）
フット・スイッチ：VOX社製VFS5 

* 仕様および外観は改良のため予告無く変更される場合があります。

* すべての製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

仕様

リズム機能

リズム・スタイル数: 24、 各リズム・スタイルで2バリエーション、バリ
エーションごとに3種類のパターン（ベーシック、フィルイン1、フィル
イン2）。

テンポ：48 ～ 240bpm

チェイン機能：30バンク（各最大999小節まで登録可）

レコーダー機能

録音フォーマット：PCMオーディオ・フォーマットWAV形式（拡張
子.wav）、44.1kHz 16bit

録音時間：使用SDカードに依存 1GB当たり約100分

最長連続録音時間：3時間

ソング数：最大50

多重録音数：SDカードの残り容量に依存

アンドゥ /リドゥ：1回

プレーヤー機能

再生フォーマット：PCMオーディオ・フォーマットWAV形式（拡張
子.wav）44.1kHz 16bit ステレオ

最大データ・サイズ（時間）：使用メモリ－・カードに依存 1GBあた
り約100分（WAV時）

最大データ・ファイル（フォルダー数）：最大99ソング（1フォルダー
当たり）、PLAYERフォルダー内のM1～M8の合計8つのフォルダー
を利用可能

プレイリスト機能：10バンク（各最大24曲まで登録可）

ミキサー・エフェクト部

エフェクト：リバーブ・エフェクト

イコライザー：BASS、TREBLE

ACOUSTAGE （ステレオワイド効果)

チューナー機能

音律：12平均律

クロマチック

キャリブレーション：435 ～ 445Hz

チューニング・ガイド音：3タイプ（ギター、ベース、ピアノ）

ディスプレイ 
7セグ4桁LED

SDカード

使用可能カード：SDHCカード（UHS-I推奨）：4GB ～ 32GB
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KR-55 Pro 信号経路

Guitar INPUT 1

Mic

INPUT 1 GAIN

REVERB 
SEND

REVERB 
SEND

REVERB

PLAYER

SD CARD

RHYTHM

REC LEVEL LED

PEAK LED

AUX IN
Audio 
player,
etc. 6

 PLAY LEVEL
(RHYTHM/PLAY)

PLAY

VOLUME

HEADPHONES

OUTPUT 
L/MONO, R

INPUT 2

INPUT 2 GAIN

EQ
BASS/
TREBLE

MIC IN

MIC GAIN PEAK LED

RECORDER

SD CARD  PLAY LEVEL
(RHYTHM/PLAY)

REC PLAY

PLAY/

RHYTHM LEVEL
(RHYTHM/PLAY)

RHYTHM

METRONOME

PLAYER MODE

RECORDER MODE

RHYTHM MODE
ACOUSTAGE

METRONOME
Metronome

METRONOME
Metronome
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