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アンケート新規作成  お知らせ ヘルプ

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

投票できません
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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。

ツイート いいね︕ 0 0

      

97

51

73
43

28

25

20

55

総投票数

427

22



Roland
97 票 (23 %)

http://www.ninja.co.jp/
http://www.ninja.co.jp/home/
http://www.ninja.co.jp/enqueteform/
http://www.ninja.co.jp/home/enqueteform/make
http://www.ninja.co.jp/information/enqueteform/
http://www.ninja.co.jp/enqueteform/help/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/enquete/117040/
http://dtmstation.enq1.shinobi.jp/
http://www.dtmstation.com/
http://line.me/R/msg/text/?%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%20-%20%E5%BF%8D%E8%80%85%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%0Ahttp%3A//dtmstation.enq1.shinobi.jp/enquete_p/117040/%23RjRh3dD.line_ninja_86x20
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fdtmstation.enq1.shinobi.jp%2Fenquete_p%2F117040%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%20-%20%E5%BF%8D%E8%80%85%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fdtmstation.enq1.shinobi.jp%2Fenquete_p%2F117040%2F%23RjRh3dD.twitter_tweet_count_no_m
https://b.hatena.ne.jp/entry/dtmstation.enq1.shinobi.jp/enquete_p/117040/
https://b.hatena.ne.jp/entry/dtmstation.enq1.shinobi.jp/enquete_p/117040/


2019/12/2 オーディオインターフェイス - 忍者アンケートフォーム

dtmstation.enq1.shinobi.jp/enquete_p/117040/ 2/4

確認画⾯へ

NIの KOMPLETE audio 6を使⽤しています。

2014-05-30 11:45:47   

NI KOMPLETE audio 6は、コスパ最⾼のダークホースだと思います。
M-audio TransitUSB＋Unoからの買い替えで、前者同様に使い倒します。

2014-05-28 23:28:40   

⼊⼒8CHも要らないけど4⼊⼒では⾜りない･･･ということでUR-44を導⼊しました。
INPUT 5・6にSE-300PCIE のLINE OUTを繋いでSoundBankも活⽤できます。
メインはWin7ですが、試しにXPにもインストールしてみたら問題なく使えました。

2014-05-27 06:35:59   

先⽉ＵＲ44に買い換えました。ＤＳＰエフェクトに惹かれました。前はＥｍｕ0404つ買ってました。難しくて使いこなせませんでし
た。ＵＲはわかりやすくて良いです。ネックはＵＳＢなので状況によって⾳切れすることでしょうか。

2014-05-25 09:19:06   

TC ElectronicのDesktop Konnekt 6とStudio Konnekt 48を使っています。

2014-05-24 23:05:36   

PreSonusのAudiobox USBです。

2014-05-24 22:56:55   

QUAD CAPTUREですね。
あんまりこだわってないし、トラブルが少ないのがいいし。

2014-05-23 12:56:55   

Reason Balance

2014-05-20 00:20:02   

US366ですが、MacのOS都合で使えない時期が使いたい時期と重なった時は⼤変でした。midi⽤（まだ使ってる＜笑＞＞にUS122Ⅱも
使⽤中

2014-05-19 13:31:49   

Mackie - Onyx Blackjack を使ってるのでその他

2014-05-17 00:03:35   

その他 ｒｗ
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その他 ノイマンU67

PreSonus yoshi

Roland Ru
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TASCAM(TEAC) Temotibutasan

その他 ボカロP休業中
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ずっとmotuを使ってます。今はultraliteメインでサブ⽤にmicrobookです。理由は最新ドライバでも未だに15年前に出た初代828をサポ
ートしてたりと、本体が壊れなければずっと使える点です。ローランドやフォーカスライトなどはすぐにドライバが対応しなくなるの
でやめました。

2014-05-12 22:04:44   

Native instruments社のKOMPLETE AUDIO6を使ってます。当時はお⾦がなかったのでKOMPLETE ElとGuitar Rigのキャンペーンに釣
られて買いましたｗ

2014-05-11 17:37:23   

クリエイティブはその他になるのですね。時代が変わった感じ。回答は持ってる中でスペックが⾼いモノで投票しましたが、正直⼀度
も使ったことありません。

2014-05-05 16:44:40   

トラブル⼀切なく10年使⽤しています。ＧＯＯＤ！！Apollo TwinもＷＩＮに対応してほしい・・・・・

2014-05-04 13:35:22   

MBOX(3rd)ですが、Focusrite Saffire Pro 40に乗り換え移⾏中です。

2014-05-04 08:49:54   

NIのKOMPLETE AUDIO 6を使ってます。GuitarLigのおまけキャンペーンに釣られて買いましたが、基本性能がしっかりしてるし、ボ
ディーの⾼級感が良くローランド派から転向しちゃいました。

2014-05-03 00:20:27   

⻑年のFocusrite勢からRME勢に移住いたしました。

2014-05-03 00:12:23   

Fireface UCを使ってます。トラブル⼀切ありません。
でも、そろそろ新しいのが欲しいです。

2014-05-02 15:30:17   

MacBook Proで、Apogee Duet 2を使⽤しています。
10万円たまったら、UNIVERSAL AUDIO Apollo Twin Duoに乗り換えるつもりですw。

2014-05-02 10:26:35   

Traveler mkIIIを使ってます。便利です

2014-05-02 01:30:04   

QUAD-CAPTUREを使っています。
少なくとも購⼊した2年前はコスパ最強だったと思います。

MOTU まいるどまいるど

その他 変体仮名

内緒 るおたむ
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AVID(Digidesign) しゅってぃ

その他 ⻲仙⼈

RME かわと

RME Tamao

その他 ふみゆき

MOTU hm
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2014-05-02 00:07:01   

UA-4FXとZED10FX

2014-05-01 23:37:39   

Roland JAN

Roland ねもひで
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