FOR IMMEDIATE RELEASE

IK Multimedia、Rig KEYS を発表
iPhone/iPod touch/iPad、Mac/PCの両方に対応した
ユニバーサル・キーボード
August 30th, 2012 ‒IK Multimedia は、iPhone、iPod touch、iPad および Mac/Windows コ
ン ピ ュ ー タ で 使 え る ユ ニ バ ー サ ル ・ キ ー ボ ー ド 、 iRig™ KEYS を 発 表 し ま し た 。

iRig KEYS には、iOS 機器接続端子と USB 端子が装備されているので、iPhone、iPod touch、
iPad と、Mac/Windows コンピュータのどちらでも直接つなげて使うことができます。
iRig KEYS は、Core MIDI、USB クラス仕様に準拠しているので、iOS 機器、Mac/Windows コン
ピュータとも、特別なドライバーをインストールする必要はなく、プラグ&プレイですぐにお
使いいただけます。iRig KEYS の電源消費はとても少なく、iPhone、iPod touch、iPad の Dock
コネクタに接続するだけで動作するので、電源の無い外出先でもモバイル使用可能です。USB
端子をバス・パワーを供給可能な Mac/Windows コンピュータやハブに接続すれば、さらに長
時間安心して使うことができます。
3 オクターブ+1 音をカバーする 37 鍵のベロシティ付きのミニ鍵盤を備えながら、とてもコン
パクトな iRig KEYS。バッグパックや鞄に入れて気軽に持ち運ぶことができるでしょう。iOS、
Mac/Windows それぞれに無償のソフトウェア音源アプリも用意されているので、いつでも、
どこでも、作曲、演奏をお楽しみいただけます。.

小さなボディに、プロの求める仕様を。
10 年以上に渡り、プロの作曲家に使われている製
品をリリースしてきた IK Multimedia。iRig KEYS に
も、プロのワークフローに必要な仕様がコンパクト
なボディに集約されています。
例えば、フル・サイズのピッチベンドとモジュレー
ション・ホイール。サスティンまたはエクスプレッ
ションを切り替え可能なペダル端子。4 つのセット
アップを保存、呼び出しする SET、オクターブ・シ
フト、プログラム・チェンジといった頻繁にアクセ
スする機能には、バックライト付きのボタンを採用。ボリュームの他、各種コントロール・チ
ェンジをアサイン可能な大型のツマミは、さまざまなエディット時のデータ・エントリーの効
率を高めてくれます。

購入後すぐに楽しめる、ソフトウェア音源を用意。
iRig KEYSには、iOS、Mac/Windowsそれぞれに無償のソフトウェア音源アプリが用意されて
いるので、買ったその日から、作曲、演奏をお楽しみいただけます。
l SampleTank FREE for iPhone/iPad：MIDIレコーダー付きの、4 パート音源+グルーブ・
ワークステーション。ドラム、ベース、ギター、ピアノ、エレピ、オルガンストリング
ス、ブラス、木管、シンセ、パーカッションなどの音色と各楽器にあわせたリフ、フレ
ーズ、グルーブも 900 種類以上収録。iRig KEYS購入・登録者には、FREE版の 20 音色の

他、48 種類のボーナス音色が提供されます。（App Storeにてダウンロード提供）
l SampleTank 2 L for Mac/PC：数多くのヒットソング、映画音楽で使われている、16 パ
ートのソフトウェア音源。iRig KEYS購入・登録者には、2GB以上、349 音色を収録した
SampleTank 2 Lのライセンスを提供。GarageBand、Logic、ProTools、Cubase、Live、
Sonarなどの人気DAWでプラグインとして使える他、スタンドアローンの音源としても
プレイ可能です。（IK MultimediaウェブサイトのUser Areaにてダウンロード提供）
主な仕様
l

ベロシティ付きの 37 鍵ミニ鍵盤（3 オクターブ+1 音）

l

ピッチ・ベンド、モジュレーション・ホイール（CCアサイン可能）

l

大型のボリューム/データ・ツマミ（CCアサイン可能）

l

オクターブ・シフト、プログラム・チェンジ用のタッチ・ボタン

l

4 つのセットアップを保存、呼び出しできるSETボタン

l

サスティン/エクスプレッション・ペダル（別売）入力端子

l

Core MIDI、USBクラス仕様に準拠し、iOS機器、Mac/PCでプラグ&プレイを実現

l

iOS機器Dock接続端子とMac/PC USB端子を備え、バスパワーで動作

l

無償のiPhone/iPadアプリを用意：SampleTank FREE + 48 ボーナス音色（App Storeでダウンロー
ド）

l

Mac/PCソフトウェア音源ライセンス付き：SampleTank 2 L（IK User Areaでダウンロード）

製品情報
l

メーカー：IK Multimedia（アイケイ・マルチメディア）

l

製品名：iRig KEYS（アイリグ・ミックス）

l

種別：iPhone/iPad、Mac/PC対応ユニバーサル・キーボード

l

対応：iPhone/iPod touch/iPad（Dockコネクタ）、Mac/Windowsコンピュータ（USB）

l

価格：10,480 円（本体価格 9,981 円）

l

発売：2012 年秋頃

同梱品
l

iRig KEYS本体

l

30-pin Dockコネクタ・ケーブル

l

USBケーブル

l

ソフトウェア・ライセンス・カード

l

クイック・スタート・ガイド（日本語対応）

動作環境
l

iOS 4.3 以降

l

iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS

l

iPad 3rd generation、iPad 2、iPad

l

iPod touch (4th and 3rd generation)

l

Mac OS X 10.5 以降

l

Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1) or Windows 7

http://www.ikmultimedia.com/products/irigkeys/index.php?pp=irig-keys-specs
製品情報
http://www.ikmultimedia.com/irigkeys
画像
http://www.ikmultimedia.com/products/irigkeys/index.php?pp=irig-keys-images
高解像度データは、画像選択後に右下の Download Hi-Res file [↓] をクリックしてください。
お問い合わせ
レビュー、プロモーション等のご相談は、お気軽に下記フォームよりお申し付け下さい。
http://www.ikmultimedia.com/contact-us
最新情報
http://twitter.com/ikmultimedia̲jp
http://www.facebook.com/ikmultimedia.jp
本リリース関連リンク
http://www.ikmultimedia.com/irigkeys
IK Multimedia. Musicians First.
www.ikmultimedia.com

About IK Multimedia: IK Multimedia is a computer music technology company that offers a diverse range of affordable and easy-to-use music
production tools with great sound quality and a realistic look and feel. With over one million installations worldwide, the IK range has been adopted by
musicians of every level, from beginners to professionals, to gain access to high-end, studio-quality gear from their computers or mobile devices.
SampleTank® and iRig™ are trademarks property of IK Multimedia Production. All other product names and trademarks are the property of their
respective owners, which are in no way associated or affiliated with IK Multimedia. iPhone®, iPod touch®, iPad®, Mac and the Mac logo are trademarks
of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

