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Q. モニタースピーカー

モニタースピーカーはどこの製品が好きです
か？以下の選択肢から選んでください。
 ken さん http://www.dtmstation.com

投票できません

総投票数

416

AKAI/ALESIS

BEHRINGER
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EVE AUDIO
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GENELEC

KRK

MACKIE

M-AUDIO

ROLAND

YAMAHA

ADAM

その他

答えは追加でき
ません

コメント

お名前

パスワード

選んだ回答 内緒

本⽂

※ タグの書き込みはできません
※ コメントの修正、削除には必ずパスワードが必要ですので必ず保管してください。
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確認画⾯へ

やっぱりモニタースピーカーというとテンモニ（NS-10M）という世代からするといかんせんYAMAHAになっちゃいますよね。

2017-11-06 17:49:29   

SC204です。NF-01Aからの乗り換えで満⾜しています。

2014-07-12 22:33:12   

A-3Xを使ってます。 デザイン、繊細な⾼域がとても気に⼊ってます。 

2013-09-29 01:13:27   

TASCAM VL-M3という品をオークションで落札し、愛⽤しております。
現在は⽣産完了してしまいましたが、オークションでの取引相場も⽐較的安価で⾳質も良いパワードモニターです。

2013-09-28 23:39:42   

Auratoneの5Cを⼤切に使っています。

2013-09-28 12:53:05   

ｓEのEggです。

2013-09-27 02:36:47   

⾃宅のシステムがNS10です。DTM⽤ではなくて、⾳楽鑑賞に専ら使っております。
⾳源によって調整に神経を使いますが、⾃分の基準になるスピーカーです。
DTM⽤はSONY SRS-Z1。最終チェックにNS10です。

2013-09-25 00:37:02   

ちっちゃいのにスケール感が有ります。空間で結ぶ⾳像が良く出来たヘッドフォンの様にフォログラムっぽくて聴いていて快感が有り
ます。

2013-09-18 19:14:21   

ADAMのA3XやA5Xは⼩⾳量でも定位がハッキリして，⾼低のバランスも良く出る貴重なスピーカーなので，狭い⾃宅・マンションでの
モニタリングには⽋かせないですね．
他のモニタースピーカーはやはりある程度⾳量を出さないとその辺安定しないのも多いので…．

2013-09-18 19:13:23   

マイナーだけど TANNOY の REVEAL の 601-a 愛⽤してます。501 よりこっちの⽅が情報量が多いし使いやすい感じ。圧縮⾳源かどう
かなんてあっさりわかっちゃう。無理に低域を出しているわけでもないのも良かったかなと。何より投げ売りになっちゃってますしね
ーもちろん他の媒体に書き出して、Old Diatone や iPod なんかでもチェックしてますけど。

YAMAHA おじさん

EVE AUDIO KGT

ADAM ぷ〜

その他 げんちゃん

その他 Temotibutasan

その他 Lince

YAMAHA sy

KRK 北⾵くるみ

ADAM ginkiha
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2013-09-14 20:38:58   

NF-01を使ってみて、⾳の輪郭がすごくハッキリ⾒えるし、要らない低⾳が出てるのが、ほのかに漂ってくる「⾵」で分かるから。ホン
トに⾼温から低温までフラットで癖がないと思います。

2013-09-11 18:19:29   

5cとtad....

2013-09-10 13:21:08   

adamが最⾼
最近は１０mよりadamのほうがきてる

2013-09-08 16:55:41   

この⼿のアンケートではRolandはいつもそつなく上位にいるので、苦戦してるのは珍しいですね。
とはいえ、たしかにモニターのイメージは薄いので納得。
(⾃分はCM-30を2台使ってますが)

2013-09-07 01:44:33   

SONY SMS-2P。恐ろしく旧型だがずっと使ってるからこれに慣れちゃった

2013-09-06 11:25:57   

Fujitsu TenのEclipse TD512とTD508IIを使⽤してます。

2013-09-05 21:58:38   

AURATONE 5C いまどきこんな微妙なモニター使うというのもアレですが。

2013-09-04 23:10:39   

ADAM、YAMAHAも良いが、初代624はサイコー！！

2013-09-02 21:29:11   

MSP3はマジで貧乏学⽣の味⽅！
ペアで\30000⾏かないありがたみを噛み締めて愛⽤してます！

2013-09-01 01:10:19   

その他 dogatana

FOSTEX 加藤隆志

その他 tps

内緒 tk

FOSTEX かわと

その他 ypsm

その他 Junie

その他 samohn

MACKIE ROCK

YAMAHA North
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