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２０１３年１月２５日 

 

 ■ USB 端子搭載楽器を iPhone、iPad などと接続 

iPhone / iPod touch / iPad 用 USB MIDI インターフェース 

『i-UX1』 

− 楽器演奏・練習をさらに楽しく魅力的なものに、対応アプリケーションも用意 − 

 

ヤマハ株式会社（静岡県浜松市中区中沢町 10-1、社長：梅村 充）は、デジタル楽器関連の新製品と

して、iPhone / iPod touch / iPad 用 USB MIDI インターフェース『i-UX1』を 4月上旬より発売しま

す。 

 

＜価格と発売日＞ 

品名 品番 価格 発売日 

iPhone / iPod touch / iPad 用 

USB MIDI インターフェース 
i-UX1 オープンプライス 4 月上旬 

 

 

＜製品の概要＞ 

『i-MX1』は、USB 端子を搭載した楽器と iPhone / iPod touch / iPad との接続を可能にする USB MIDI

インターフェースです。お使いの iPhone / iPod touch / iPad にキーボード、電子ドラム、電子ピア

ノなどの USB TO HOST 端子を搭載した楽器を接続して、対応するアプリケーションを起動すれば、楽

器演奏・練習がさらに楽しく、魅力的なものへ変わります。2011 年 7 月に発売した楽器の MIDI 端子と

iPhone / iPod touch / iPad を接続する「i-MX1」と併せ、2モデルで「楽器＋ iPad / iPhone」とい

う新しい可能性を提案します。 

 

詳細は以下の通りです。 

 

＜主な特長＞ 

１．USB TO HOST 端子搭載の楽器や機器を iPhone / iPod touch / iPad と MIDI 接続可能 

『i-UX1』は、iPhone / iPod touch / iPad に対応した USB MIDI インターフェースです。MIDI 対

応楽器・機器の USB TO HOST 端子と 30 ピン Dock コネクタに接続するだけで、Core MIDI 対応の

さまざまなアプリケーションとの通信が可能となります。面倒なセッティングは一切不要で、シ

ンセサイザー「MX49/61」、電子ドラム「DTX400K/430K」、電子キーボード「PSR-E433」、電子ピ

アノ「YDP-S51」をはじめ、MIDI 対応 USB TO HOST 端子を備える全てのヤマハ製楽器・機器に対

応します。iPhone / iPod touch / iPad の Lightning コネクタ搭載モデルとは、市販されている

Lightning - 30 ピンアダプタを使用すれば接続が可能です。 
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２．モバイルミュージックを実現するアプリケーションを多数用意 

「Mobile Music Sequencer」「Visual Performer」など、Core MIDI 対応アプリケーションを多

数用意しています。アプリケーションを使って作った曲を楽器と繋いで仕上げたり、楽器の操作

をアプリケーションから直感的に行ったり、楽器の演奏をアプリケーションで表現したりなど、

アプリケーションの数だけ楽器の新しい楽しみ方が広がります。 

 

＜主な仕様＞ 

対応機種 iPhone 5/4S/4/3GS、iPad（第 4世代、第 3世代、初代）、iPad 2、iPad mini、

iPod touch（第 5世代、第 4世代、第 3世代） 

対応 OS iOS 4.2 以降 

対応アプリケーション Core MIDI 対応アプリケーション 

接続端子 Apple 30 ピン Dock コネクタ、USB（B プラグ） 

寸法・質量 46.6（W）×11.1（H）×30.0（D）mm、60g 

付属品 取扱説明書 

※iPhone 5 / iPad（第 4世代）/ iPad mini / iPod touch（第 5世代）で使用するには、市販されている

Lightning - 30 ピンアダプタが必要です。 

※iPhone / iPod touch / iPad のアプリケーションは付属していません。 

 

『i-UX1』 

 

＜注＞ 

１）MIDI 

Musical Instrument Digital Interface の頭文字をとったもので、楽器同士を接続して演奏情

報や音色情報などをやりとりするために作られた世界統一の規格。数多くの電子楽器が対応し

ている。「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会（AMEI）の登録商標。 

 

２）Core MIDI 

アップルが開発した OS でサポートされている MIDI 機能のこと。iPhone / iPod touch / iPad で

は、iOS 4.2 からサポートされている。 
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iPhone / iPod touch / iPad 用 USB MIDI インターフェース 『i-UX1』 

オープンプライス 

4 月上旬発売 

※写真は使用例。製品に iPhone などは含まれません。 

 

＊Apple、iPod touch、iPad および App Store は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.

の商標です。 

＊文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この件に関するお問い合わせ先 

■ 報道関係の方のお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 広報部 宣伝・ウェブコミュニケーショングループ 担当：木崎 

 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 

 TEL 03-5488-6605 

 FAX 03-5488-5063 

 プレスサイト http://press.yamaha.co.jp 
  （お問い合わせや画像ダウンロード等が可能です） 

 

■ 一般の方のお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 お客様コミュニケーションセンター 

 シンセサイザー・デジタル楽器ご相談窓口 

 〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1 

 TEL 053-460-1666 


