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安全上のご注意
UR22Cスタートアップガイドの安全上
のご注意に加え、ご使用の前に、必ずよ
くお読みください。

必ずお守りください
ここに示した注意事項は、製品を安全に正
しくご使用いただき、お客様やほかの方々
への危害や財産への損害を未然に防止する
ためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がい
つでも見られる所に必ず保管してください。

「危険」、
「警告」、
「注意」について
誤った取り扱いをすると生じることが想定
される内容を、危害や損害の大きさと切迫
の程度を区分して掲載しています。

危険

警告

記号表示について
この製品や取扱説明書に表示されている記
号には、次のような意味があります。

注意喚起を示す記号

禁止を示す記号

行為を指示する記号

• この製品の内部には、お客様が修理/交換できる部
品はありません。点検や修理は、必ずお買い上げ
の販売店または巻末のヤマハ修理ご相談センター
にご依頼ください。
• データが破損したり失われた場合の補償や、不適
切な使用や改造により故障した場合の補償はいた
しかねますので、ご了承ください。

「死亡する可能性または重傷を
負う可能性が切迫して生じる」
内容です。

「死亡する可能性または重傷を
負う可能性が想定される」内容

危険
使用時の注意

です。

「傷害を負う可能性または物的

注意

損害が発生する可能性が想定さ
れる」内容です。

禁止

自動車や自転車を運転中に使用
しない。また、踏切や工事現場
など、周囲の音を聞く必要のあ
る場所では使用しない。
事故の原因になります。

警告
聴覚障害

必ず実行
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ヘッドフォンを機器に接続する前
や電源を入れたり切ったりする前
に、必ず機器の音量(ボリューム)
を最小にする。
聴覚障害または機器の損傷になるこ
とがあります。

PA-9 2/2

安全上のご注意

注意
取り扱い
接続機器からヘッドフォンプラグ
を抜くときは、ケーブルを持たず
に必ずプラグを持って抜く。
接続されたケーブルを引っ張ると、接
続した機器が転倒して破損したり、け
がをしたりする原因になります。

ヘッドフォンがお肌に合わないと
きはすぐにご使用を中止する。
異常が現れたときは、医師にご相談
ください。

必ず実行

保管

■ 製品の取り扱い/お手入れに関する注意

• ご使用の際は、接続機器の取扱説明書も
あわせてご参照ください。
• ヘッドフォンを故障したまま使用しない
でください。

• コンデンサーマイクを保管するときは、
湿度の高い所を避けて、同梱の乾燥剤と
一緒に袋に入れてください。

お知らせ
■ 著作権に関するお知らせ

小さな部品をお子様が飲み込ま
ないよう、製品はお子様の手の
届かない場所に保管する。
必ず実行

製品の故障、損傷や誤動作、データの損失
を防ぐため、以下の内容をお守りください。

飲み込んだ場合は、すぐに医師にご
相談ください。

• 取扱説明書の著作権はヤマハが所有しま
す。

■ 取扱説明書の記載内容に関するお知らせ

• この取扱説明書に掲載されているイラス
トは、すべて説明のためのものです。

• 本書に記載されている会社名および商品
名等は、各社の登録商標または商標です。
• 本製品は、リサイクル可能な部品を含ん
でいます。廃棄される際には、廃棄する
地方自治体にお問い合わせください。

同梱品のサポートに関しては、UR22Cス
タートアップガイドのアフターサービスを
ご参照ください。

日本語

必ず実行

使用上のご注意
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同梱品(お確かめください)

同梱品(お確かめください)

UR22C本体

ST-M01コンデンサーマイク

XLRケーブル

USB 3.0 ケーブル
(3.1 Gen1, Type-C to Type-A, 1.0 m)

UR22C
スタートアップガイド
(保証書付き)

CUBASE AI
DOWNLOAD
INFORMATION

ST-H01ヘッドフォン

WaveLab LE
DOWNLOAD
INFORMATION

マイクアダプター

UR22C Recording Pack
パッケージガイド(本書、保証書付き)

ESSENTIAL
PRODUCT LICENCE
INFORMATION

STEINBERG
PLUS DOWNLOAD
INFORMATION

コンピューターのセットアップの流れ
本体をコンピューターで使う前に、以下の2つの準備をします。

• TOOLS for UR-Cを以下のSteinbergウェブサイトからダウンロードし、コンピューター
へインストール
https://japan.steinberg.net/jp/support/downloads/

• Cubase AIをコンピューターにダウンロード
NOTE

• 詳細は、同梱のUR22Cスタートアップガイドをご参照ください。
• WaveLab LEは、必要に応じてコンピューターにダウンロードしてください。

• UR22Cオペレーションマニュアル

Steinbergウェブサイトより入手できます。
https://steinberg.help/ja
製品の機能や使い方については、こちらのマニュアルをご参照ください。

• Cubase AI/WaveLab LEオペレーションマニュアル

ソフトウェアメニュー内、もしくはSteinbergウェブサイトより入手できます。
ソフトウェアの機能や使い方については、こちらのマニュアルをご参照ください。
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接続例

接続例
ST-M01コンデンサーマイク

ギター

ST-H01ヘッドフォン

Check!
エレキギターや
エレキベースを
接続したあとに
ON（ ）
（外す前に OFF）
XLRケーブル

UR22C本体

Check!
コンデンサーマイクを
接続したあとに
ON（外す前に OFF）

フロントパネル

リアパネル

USBケーブル

R

L
R

[USB 3.0]
端子を使用
USB電源アダプター
または
USBモバイルバッテリー
（外部電源で使用）

L

[5V DC]
端子を使用

iPhone/iPad

コンピューター

モニタースピーカー

NOTE
iOS機器と本体の接続には、Apple社のアクセサリが必要な場合があります。詳細は、UR22Cス
タートアップガイドをご参照ください。

UR22C Recording Pack パッケージガイド

5

Steinberg Website
https://www.steinberg.net/
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