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Q. オーディオインターフェイス

あなたは、どこのメーカーのオーディオイン
ターフェイスを使ってますか？
 ken さん http://www.dtmstation.com
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確認画⾯へ

藤本はローランドから⾦もらって記事書いてる銭ゲバなんだから ローランドをヨイショするランキングになるわな
タスカムに⾦もらうようになったら タスカムがランキングトップになるんだよね？

2018-08-10 18:56:20   

apollo twin

2018-01-08 18:39:51   

RME UCX
⾳も安定性も⽂句ない

2014-10-05 13:53:45   

828

2013-07-28 11:11:30   

RME

2013-04-30 11:28:46   

RME

2013-04-30 03:04:12   

BEHRINGER UCA222を使ってます。安いので２台使ってます。

2013-04-29 11:01:04   

komplete audio6を使っています。

2013-04-27 22:26:49   

TransitUSBと、MICROBOOKIIの併⽤です。余談ですけど、このグラフはiPadからだと⾒えません。Flashの弊害か。

2013-04-27 14:25:05   

RME Babyfaceです。

2013-04-27 12:21:58   

UA-25EXを⼤事に使っています。

その他 ステマ撲滅

その他 ｇ

その他 サドル

MOTU MOTU

その他 安定のRME

その他 タグ

その他 べりんがー

内緒 syojiーt

AVID(Digi,M-Audio) Maxmachine-LE

その他 はおう丸
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2013-04-24 10:18:54   

Audio 4 DJ を使ってて、「あ、”その他”なんだ」と思ったりしましたが‥‥
コメント⾒たら、他にも Native Instruments 系の⽅が居て、
それなりに持ってる⼈多そうだなー、と思ってムダに安⼼してみたり。 (^^;

2013-04-22 11:10:22   

Audio I/Fを導⼊するまでの代⽤でONKYO SE-300PCIを使⽤していますが、今のところASIO設定=1で安定しています。

サンプリングレート48kHz設定時のCubase7での表⽰は･･･⼊⼒レイテンシー：3.083ms、出⼒レイテンシー：1.000ms･･･です。

Creative X-Fiプロセッサー搭載なので“SE-300PCIE Synth A/B”というSoundFont Deviceが表⽰されているにも関わらず“SoundFont ﾊﾞ
ﾝｸ ﾏﾈｰｼﾞｬ”が同梱されていませんが、CreativeからDLしたものをインストールできました。

因みに、説明書にもHPにも記載が無いので⾮公式⾮サポートですが、何故かWinXPのドライバーが同梱されており、WinXPでも安定動
作しています。但し、WinXP⽤のMixer等は⽤意されていませんが、設定ユーティリティーでWindowsのMixerを統合する設定で使⽤し
ています。

2013-04-19 11:37:13   

⻑く使ってたローランドは持ち出しようになりました。
今はElleven Rackです。

2013-04-18 06:30:21   

MOX6に内蔵されているオーディオI/Fを使ってます。
モバイル環境だとRoland QUAD-CAPTUREですが、使⽤頻度は低いです。
同じモバイルじで⼊⼒が不要な時はFocusrite VRM Boxも使っています。

2013-04-15 16:56:57   

FOCUSRITEも持ってるけどメインは昔から使ってるM-AUDIOのFirewire Soloだったりする

2013-04-13 14:45:18   

ＮＩのKompleteAudio6使⽤してます

2013-04-10 16:25:56   

わりとNIユーザーの⽅居ますよね。私はTraktor Kontrol S4を使⽤してます

2013-04-10 11:36:54   

MOTUの896MKⅡと録り数が少ないときはAPOGEEのDUETを使っています。

2013-04-10 11:23:16   

NIのKompleteAudio6使ってます。

2013-04-08 16:44:07   
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ニコ⽣配信の⽤途として"QUAD - CAPTURE"を使⽤しています。DTMとしてもMIDIケーブルで古いハード⾳源（XV-5050）を繋いでま
す。

2013-04-07 12:37:38   

⼊⼒を使わないのでNative InstrumentsのAUDIO 2 DJを使ってます。
でもDTMステーション読んでたらいろいろと魅⼒的なオーディオインターフェイスが
紹介されるんで買い換えたいと思うことしばし。

2013-04-07 10:48:44   

DJ＆リスニング⽤にRME Fireface UC、配信⽤にFocusrite Scarlett 2i2を使⽤してます。

2013-04-07 10:43:00   

現在Apogee Duet2を使⽤。MOTU UltraLiteMK3も所有。
DSPは有った⽅がいいですね

2013-04-07 02:49:21   

RME FIREFACE UFXを使⽤中。値段⾼いけどその分、⾳のクオリティのあまりの⾼さにビックリ。思いきって買ってホントに良かった
です。

2013-04-06 14:37:44   

Apogee Duetを使ってます。

2013-04-06 10:21:11   

Roland SIVNSON

その他 DJパターサン

その他 ぷ〜

その他 ふみゆき

その他 hd

その他 marunibus
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