
 

 

2020年 3月 30日 

報道関係各位 

ティアック株式会社 

 

 
ティアック株式会社（本社︓東京都多摩市、代表取締役社長︓英 裕治）は、企業様を対象にテレワーク支
援の一環として TASCAMブランドの USBオーディオインターフェース『MiNiSTUDIO PERSONAL US-
32』ならびにレコーダー/USBマイク『DR-05X』を数量限定で無償提供いたします。 
※個人様の応募はできません。 
 

 
 

配信用オーディオインターフェース 
MiNiSTUDIO PERONAL US-32 

 
 

USBマイク機能搭載レコーダー 
DR-05X 

 
取り組みの経緯 
新型コロナウィルスの感染拡大防止策として、テレワークを推進するという社会的な流
れの中、一音響メーカーとして何かお役に立てることがないかと検討した結果、少しで
も高音質でストレスがないシステムの構築の一助になればとの思いから、今回対象の企
業様にテレワークで使用可能な音響機器の無償提供を実施させていただく運びとなりま
した。 

テレワーク支援で対象の企業向けに、通話ソフトウェア/アプリの

使用に便利な TASCAMの音響機材を無償提供 

Googleハングアウト、Skype、Discord、Zoomなどに対応 



 

 

TASCAM オーディオインターフェースとテレワーク 
弊社では 2003年よりパソコンへの音声入出力装置（通称オーディオインターフェー
ス）を手掛け、製造販売をしております。これらは一般的にパソコンを使って作曲や録
音を行うための製品となりますが、近年では YouTube LIVEやツイキャス、
SHOWROOM、ニコニコ生放送など、インターネット生放送でも広く活用されている
ほか、Discordや SkypeなどのWeb会議用途でも非常に多くのユーザー様からご好評
をいただいております。 
また、テレワーク用途では円滑なコミニケーションによる業務の遂行が不可欠ですが、
マイクなどの入力機器を改善するだけで、オンラインミーティングにおいて相手の声が
より聞きとりやすく、会議のストレスを軽減することができます。 

 

無償提供製品のご紹介 
配信用オーディオインターフェース『MiNiSTUDIO PERSONAL US-32』 
(ティアックストア販売価格 税込 8,580円) 

 

インターネットライブ配信用のオーディオインター

フェースとしてご好評をいただいており、その豊富

な機能はオンラインミーティングでもご活用いただ

けます。内蔵マイクはモニタリングのオンオフが可

能。コンデンサーマイク、ダイナミックマイクやピ

ンマイクなどの外部マイクも接続可能です。 

一般的なオーディオインターフェースとは異なり、

電話のようにご自身の声をモニタしない設定が可能です。ON AIRボタンは一般的なテレビ会

議用のミュートとして使用できます。またWeb会議ソフトウェア/アプリで共有した録音物や

動画の音声も『MiNiSTUDIO PERSONAL US-32』経由で通話相手に送ることも可能です。イ

コライザーやコンプレッサーなど個別に音声を調整でき、空調音などの対策も可能で、Google

ドキュメントと組み合わせての文字起こしや、スマートホン通話をパソコンへ録音する事も可

能です。 

 

■MiNiSTUDIO PERSONAL US-32の使用方法 

オンライン会議で使用するための設定(Windows) 
https://teachme.jp/33789/manuals/7963488/ 

https://teachme.jp/33789/manuals/7963488/


 

 

Skypeで使用するための設定(Windows) 
https://teachme.jp/33789/manuals/1452135/ 

 

Discordで使用するための設定(Windows) 
https://teachme.jp/33789/manuals/5479499/ 

 

使い方ガイド 
https://teachme.jp/33789/folders/35783/manuals/?random=1584427985337&page=1&sor

tKey=date&sortOrder=desc&displayType=visible 

 

USBマイク機能搭載レコーダー『DR-05X』 
(ティアックストア販売価格 税込 14,300円） 

 

TASCAMが誇る高音質ハイレゾレコーダーの中

でも、エントリーモデルながら手軽に高音質録

音が可能で世界中のユーザーに愛用されている

『DR-05X』は USBマイクとしても使用可能で

す。 

ローカットフィルターを使えば、余分な低域を

カットし明瞭な通話が可能。『DR-05X』本体で

マイク入力のステレオとモノラルが切り替え可能です。 

レコーダーとしては会議録音のほか、文字起こしに便利なジャンプバック再生などビジ

ネスユースの機能も搭載しております。 

 

■DR-05X使用方法 

オンライン会議で使用するための設定(Windows) 
https://teachme.jp/33789/manuals/8000698/ 

 

USBオーディオインターフェース設定方法 
https://teachme.jp/33789/manuals/5478819/ 

https://teachme.jp/33789/manuals/1452135/
https://teachme.jp/33789/manuals/5479499/
https://teachme.jp/33789/folders/35783/manuals/?random=1584427985337&page=1&sortKey=date&sortOrder=desc&displayType=visible
https://teachme.jp/33789/folders/35783/manuals/?random=1584427985337&page=1&sortKey=date&sortOrder=desc&displayType=visible
https://teachme.jp/33789/manuals/8000698
https://teachme.jp/33789/manuals/5478819


 

 

USBオーディオインターフェースモードでモノラル入力するための設定方法 
https://teachme.jp/33789/manuals/7352340/ 

 

対象の企業 
会社の施策としてテレワークに取り組まれているすべての企業様。 

1企業様につき配信用オーディオインターフェース『MiNiSTUDIO PERSONAL US-

32』、レコーダー/USBマイク『DR-05X』、どちらか 1台を提供させていただきます。 

お申し込みは各企業の総務部門あるいはテレワーク推進のご担当者様からのお申込みに

限らせていただきます。 

 

受付開始と締切について 
2020年 3月 30日より予定の台数（各機種 50台）に到達次第終了いたします。 

 

応募方法 
詳細は、特設サイトをご覧ください。 
https://tascam.jp/jp/contents/telework_2020/ 

 

お問い合わせ先 
ティアック株式会社 

音響機器事業部タスカムカスタマーサポート テレワーク支援窓口 

TEL︓042-356-9137 (携帯電話・PHS・IP電話から) 

ナビダイヤル︓0570-000-809 (一般電話から) 

 

製品の主な特長 
各製品サイトをご参照ください。 

MiNiSTUDIO PERSONAL US-32 
https://tascam.jp/jp/product/us-32/ 

DR-05X 
https://tascam.jp/jp/product/dr-05x/ 

https://teachme.jp/33789/manuals/7352340
https://tascam.jp/jp/contents/telework_2020
https://tascam.jp/jp/product/us-32
https://tascam.jp/jp/product/dr-05x/


 

 

その他注意事項 
 本提供品は、シリアル管理されております。本提供品の再譲渡や転売はお断りいたします。 

 本提供品は、ご提供先を確定後、発送までに 2週間ほどお時間をいただく場合がございます。 

 ご提供先の方の発表は、発送をもって代えさせていただきます。 

 ご応募された方の会社・ご在籍が確認できない、ご担当者様との連絡が取れない場合その他、当社が

虚偽・不適切・対応不可能なご応募と判断した場合、ご応募を取り消させていただく場合がありま

す。 

 本企画は予告なく終了や変更することがあります。予めご了承ください。 

 後日、ご応募された方に本提供品の利用に関するアンケートを行わせていただくことがありますので

ご協力をお願いいたします。予めご了承のうえご応募をお願いいたします。 

 ご記入いただいた個人情報は、本企画の手続きの他、製品のご登録・保証サービスの提供、当社の販

売促進活動に使用いたします。 

 個人情報の取り扱いに関しては、当社サイトに掲載する「お客様の個人情報保護方針について」をご

覧ください。 

https://www.teac.co.jp/jp/privacypolicy/ 

 

 

 

 

 
TASCAMは、確かな音質と高い耐久性で長年に渡り支持され世界中の放送・録音現場に導入されています。 

その実績と経験を活かしプロフェッショナルのための音響に関わるトータルソリューションを提供するブランドです。 

報道関係からのお問い合わせ、取材、掲載用画像データなどのご用命はこちらまでお願いいたします。 
ティアック株式会社 音響機器事業部 営業統括部 企画部 営業企画課 担当︓加茂 
TEL : 042-356-9136  FAX : 042-356-9185 
E-MAIL :  press@teac.co.jp 
 
特設サイト : https://tascam.jp/jp/contents/telework_2020/ 

 
読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。 

ティアック株式会社  タスカムカスタマーサポート 
〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47 
TEL:  042-356-9137（携帯電話・PHS・IP電話） 0570-000-809（ナビダイヤル）  
FAX: 042-356-9185 
URL:  https://tascam.jp/jp 
Twitter:  https://twitter.com/TASCAM_jp 
Facebook:  https://www.facebook.com/teacprofessional 

   

https://www.teac.co.jp/jp/privacypolicy
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