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安全上のご注意
UR12セッ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。
お読みになったあとは、本製品を使用され
る方がいつでも見られる所に必ず保管して
ください。

「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
の程度により区分して掲載しています。

記号表示について
本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。

異常に気づいたら
下記のような異常が発生した場合、
すぐに電源を切り、USBケーブル
をコンセントから抜く。
• 製品から異常なにおいや煙が出た場合
• 製品の内部に水や異物が入った場合
• 使用中に音が出なくなった場合
• 製品に亀裂、破損がある場合
そのまま使用を続けると、感電や火
災、または故障のおそれがあります。
至急、お買い上げの販売店またはヤマ

ハ修理ご相談センターに点検や修理
をご依頼ください。

分解禁止
本製品を分解したり改造したりし
ない。 
感電や火災、けが、または故障の原因
になります。本製品の内部には、お客
様が修理/ 交換できる部品はありま
せん。 

水に注意
• 本製品の上に花瓶や薬品など液

体の入ったものを置かない。
• 浴室や雨天時の屋外など湿気の

多いところで使用しない。
内部に水などの液体が入ると、故障の
原因になります。

ぬれた手でケーブルを抜き差しし
ない。
感電のおそれがあります。

火に注意
本製品の近くで、火気を使用しな
い。
火災の原因になります。

設置と接続
不安定な場所や振動の多い場所に
置かない。
本製品が転倒して故障したり、けがを
したりする原因になります。

本製品を子供の手の届くところに
置かない。
本製品は子供がいる可能性のある場
所での使用には適していません。

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

警告
「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
です。

必ず実行

禁止

禁止

禁止

禁止

注意 「傷害を負う可能性が想定され
る」内容です。

禁止

禁止
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塩害や腐食性ガスが発生する場所
に設置しない。
故障の原因になります。

本製品を移動するときは、必ずす
べての接続ケーブルを外した上で
行う。
ケーブルをいためたり、お客様やほか
の方々が転倒したりするおそれがあ
ります。

長期間使用する場合、マイクスタン
ドのノブ、ソケット、アジャスター、
脚部のネジが緩んでいないことを
確認する。
緩んだまま使用すると、マイクが落下
したり、マイクスタンドが転倒したり
して、製品が破損することがありま
す。緩んだ場合は、締め直してくださ
い。

お手入れ
本製品をお手入れをするときは、
必ずUSBケーブルを抜く。
感電の原因になることがあります。

取り扱い 
本製品の上にのったり重いものを
のせたりしない。
本製品が破損したり、けがをしたりす
る原因になります。

使用上のご注意
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。

■ 製品の取り扱い/お手入れに関するご注意
• テレビやラジオなど、他の電気製品の近

くで使用しない。
本製品、または他の電気製品に雑音が生じる
原因になります。

• 極端に温度の高いところや低いところ、
ほこりや振動の多いところで使用しない。
本製品のパネルが変形したり、内部の部品が
故障したり、動作が不安定になったりする原
因になります。

• 温度変化が激しい場所に設置しない。
製品内部や表面に結露が発生し、故障する原
因になります。

• 結露が発生しているおそれがあるときは、
しばらく放置してから電源を入れる。
結露した状態で電源が入ると、故障の原因に
なります。

• 本製品上にビニール製品やプラスチック
製品、ゴム製品などを置かない。
パネルの変色/変質の原因になります。

• お手入れのときは、乾いた柔らかい布を
使用する。ベンジン、シンナー、洗剤、
化学ぞうきんなどで製品の表面を拭かな
い。
変色/変質する原因になります。

お知らせ
■ データの著作権に関するお知らせ
• 取扱説明書の著作権はヤマハが所有します。

■ 製品の機能/データに関するお知らせ
• XLRタイプコネクターのピン配列は、以下のと

おりです(IEC60268規格に基づいています)。
1: グラウンド(GND)、2: ホット(＋)、
3: コールド(－)

■ 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や

画面は、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。
• Steinberg、CubaseおよびWaveLabは、

Steinbergの登録商標です。

■ 廃棄に関するお知らせ
• 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、UR12セッ
トアップガイドのアフターサービスをご参
照ください。

禁止

必ず実行

必ず実行

必ず実行

禁止
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同梱品(お確かめください) 

ポッドキャストのセットアップの流れ
ポッドキャストを始めるためには、以下の準備をします。

1. UR12セットアップガイドを参照して、本体とコンピューターのセットアップを
完了します。

2. 本冊子を参照して、製品の組み立てと接続を完了します。

3. UR12オペレーションマニュアルを参照して、本体とマイクや周辺機器のセット
アップを完了します。

4. WaveLab Castをセットアップします。
・WaveLab Castセットアップ

以下のページを参照して、ダウンロードとライセンスのアクティベーションをしてくだ
さい。
https://new.steinberg.net/ja/go/

WaveLab Cast、UR12、Cubase AIのマニュアルは、以下のURLから検索して参照してく
ださい。
https://steinberg.help/ja

ST-M01コンデンサーマイク×1 マイクスタンド脚部×1 マイクスタンド軸部×1

ポップガード×1マイクホルダー×1

UR12 Podcast Starter Pack
パッケージガイド
(本書、保証書付き)×1

CUBASE AI
DOWNLOAD

INFORMATION×1

WAVELAB CAST
DOWNLOAD

INFORMATION×1

UR12
セットアップガイド
(保証書付き)×1

UR12本体

USBケーブル×1XLRケーブル×1

https://new.steinberg.net/ja/go/
https://steinberg.help/ja
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各部の名称 

生産のタイミングにより、部品の形状が図と異なります。

ST-M01
コンデンサーマイク

XLR(キャノン)
コネクター

マイクホルダー

傾き調整ノブ

マイクホールド
ソケット

マイクスタンド
脚部

高さ調整
ソケット

マイクスタンド
軸部

ポップガード

クランプ
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製品の組み立て方
組み立てイメージ 

マイクスタンドを立てる
1. マイクスタンド脚部の高さ調節ソ

ケットを回して緩めます。 

2. マイクスタンド脚部の軸穴に、マイ
クスタンド軸部を下側から差し込み
ます。このとき、軸穴内部とマイク
スタンド軸部それぞれの平らな面が
重なるようにします。 

3. マイクスタンド軸部をスライドさせ
て好みの高さ*になるように調節しま
す。

4. 高さ調節ソケットを回して固定しま
す。 

5. マイクスタンド軸部にマイクホル
ダーをつけます。回転が止まるまで
ゆっくりねじ込みます。 

6. マイクスタンド脚部の3本の足を開
ききり、平坦な場所に置きます。

注意 
机の上など高所に置く時は、マイクスタンド
が落下しないようにしてください。

ご注意
製品本来の性能を発揮するために、マイクス
タンド軸部は接地させないでください。マイ
クスタンドは、三脚の三点だけで支えるのが
正しい状態です。

平らな面

平らな面

*25 mm以上
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マイク(ST-M01)を
取り付ける
7. マイクホルダーの傾き調節ノブが締

まっていること確認します。 

注意
マイクを取り付けるときは必ず傾き調節ノブ
が締まっていることを確認してください。
傾き調節ノブがゆるんでいるとマイクスタン
ドが転倒する可能性があります。

8. ST-M01をマイクホルダーに据えな
がら、マイクホールドソケットを回
して締め、ST-M01をマイクホル
ダーに固定します。 

NOTE

マイクの正面は、Steinbergのロゴがあ
る方です。

9. マイクをつけた状態でぐらつかない
ことを確認します。
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ポップガードを取り付ける
10. クランプを回して緩めます。 

11. クランプでマイクスタンド軸部を挟
み込みます。

12. クランプを回して締め、ポップガー
ドを固定します。

13. ポップガードの位置を適宜調節しま
す。

TIPS

マイクとポップガードの間は10 cm程度
空けます。

14. ポップガードをつけた状態でぐらつ
かないことを確認します。不安定な
場合には、手順12に戻り、ポップ
ガードの位置を調節します。

10 cm
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接続例
同梱品の接続例です。

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。

コンピューター

フロントパネル

リアパネル

ST-M01コンデンサーマイク

iPhone/iPad モニタースピーカー

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）

XLRケーブル

USBケーブル

UR12本体

コンデンサーマイクを
接続したあとに
ON（外す前にOFF）

Check!

[5V DC]
端子を使用

[USB 2.0]
端子を使用

R

R

L

L
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1. 保証期間中、正常な使用状態（取扱説明書、本体貼
付ラベルなどの注意書に従った使用状態）で故障し
た場合には、無償修理を致します。

2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合
は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販
売店にご依頼ください。

3. ご贈答品、ご転居後の修理についてお買上げの販売
店にご依頼できない場合には、ヤマハ修理ご相談セ
ンター *にお問合わせください。

4. 保証期間内でも次の場合は有料となります。

（1）本書のご提示がない場合。

（2）本書または購入を証明する書類(レシート、売
買契約書、納品書など)にお買上げの年月日、
お客様、お買上げの販売店の記入がない場合、
及び本書の字句を書き替えられた場合。

（3）使用上の誤り、ほかの機器から受けた障害また
は不当な修理や改造による故障及び損傷。

（4）お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障
及び損傷。

（5）火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地
変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び
損傷。

（6）お客様のご要望により出張修理を行なう場合の
出張料金。

5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

6. この保証書は再発行致しかねますので大切に保管し
てください。

• この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無
償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、保証期間経過後の修理などについてご不明の
場合は、お買上げの販売店、ヤマハ修理ご相談センター *
にお問合わせください。

• ご記入いただきましたお客様のお名前、ご住所などの個
人情報は、本保証規定に基づく無料修理に関する場合の
み使用致します。取得した個人情報は適切に管理し、法
令に定める場合を除き、お客様の同意なく第三者に提供
することはありません。

* 保証、修理、その他の連絡窓口につきましては、UR12
セットアップガイドのアフターサービスをご参照くださ
い。

ご販売店様へ　※印欄は必ずご記入ください。

持込修理

品　　　　　名 ポッドキャストスターターパック

※品　　　　番

※シリアル番号

保　証　期　間 本　体 お買上げの日から
1ケ年間

※お買上げ日 　　　　　年　　　月　　　日

お　客　様
ご住所

お名前　　　　　　　　　　様

電　話　　　　（　　　）

本書は、本書記載内容で無償修理を行う事をお約束す
るものです。
お買上げの日から左記期間中に故障が発生した場合
は、本書をご提示の上お買上げの販売店に修理をご依
頼ください。
ご依頼の際は、購入を証明する書類(レシート、売買契
約書、納品書など)をあわせてご提示ください。

（詳細は下項をご覧ください）

株式会社ヤマハミュージックジャパン 
LM営業部 
〒108-8568　東京都港区高輪2-17-11
TEL. 03-5488-5430

※
販

売

店

店　名

所在地

電　話 　　　　　　（　　　）

印

保 証 書

保証規定
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