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トータル・ハンズオン・コントロール

C|24から Pro Tools softwareのレコーディング/編集/ 

ルーティング / ミキシング機能へダイレクトにハンズオン・ア

クセスできます。バンク切り替え可能な 24チャンネル・ス

トリップのそれぞれに、タッチセンシティブ・モーター制御

フェーダーと専用ミュート / ソロ / セレクト / インプット /

レコード / EQ / ダイナミクス / インサート / センド / オー

トメーション・ボタンを装備。また多数の編集コマンドや

ウィンドウ・マネージメント・コントロール、専用ボタンを

搭載している上、Pro Tools softwareの進化に沿って将

来的な機能追加に対応する soft Keys セクションも用意

されています。

秀逸なマイク・プリアンプとアナログ・サブミキサー

C|24 は、トラックをコントロールするだけでなく、コント

ロール・サーフィスのオーディオ入力へ（DB25接続により）

マイクや楽器、ラインレベル機器をダイレクトに繋ぐことが

できます。非常にハイクオリティでローノイズなプリアンプ

を 16基搭載しており、それぞれに装備されたハイパス・フィ

ルターと可変入力ゲインは、ゲインや周波数特性、sN比な

どで優れたスペックを誇っています。また、8 チャンネル・

ステレオ・ライン・サブミキサーが用意されており、統合モニ

ター・セクションへダイレクトにルーティングすることもで

 • Pro Tools|HD及び Pro Tools lEのレコーディング、

編集、ルーティング、ミキシング機能へダイレクトにハン

ズオン・アクセス

 • バンク切り替え可能な 24本のチャンネル・ストリップに、

タッチセンシティブ・モーター制御フェーダーと専用 

ミュート / ソロ /セレクト /インプット /レコード /EQ/

ダイナミクス / インサート / センド / オートメーション・

ボタンを装備

 • 視認性の高い 6 文字デュアルロウ lEDスクリブル・スト

リップ・ディスプレイにチャンネル名やプラグイン・パラ

メーター、センド、パンニングやその他の編集機能を即座

にビジュアル・フィードバック

 • lEDリングを装備した 24個のロータリー・エンコーダー

 • ハイパス・フィルターと可変入力ゲインを装備した 16 基

のハイクオリティ・マイク / ライン /DI プリアンプを搭

載するため、マイクや楽器、ラインレベルを接続して

Digidesign オーディオ・インターフェースでダイレクト

にレコーディング可能

 • 8x2 ステレオ・ライン・サブミキサーを搭載し、モニター・

セクションにもダイレクトにルーティング可能

 • 入出力トリムを装備したプロフェッショナルな統合 5.1 サ

ラウンド・モニター・システム

 • 内蔵トークバック・マイクと、リモート・トークバック及び

リッスンバック用入力

 • スマートなコンソール・デザインを実現する外部パワー・

サプライ

 • 読みやすいグラフィクスとインテリジェントなスイッチ・

レイアウトによりナビゲートが容易

 • スタイリッシュなダーク・グラファイト・カラーによるス

マートかつコンパクトなデザイン

スマートかつスタイリッシュな新製品、24 チャンネル仕様の Digidesign® C|24 ™ コント

ロール・サーフィスは、Pro Tools® のミキシング /レコーディング /編集機能へダイレクト

にハンズオン・アクセスが可能。ハイクオリティなアナログ入力と秀逸なマイク・プリアンプ、

プロフェッショナルな 5.1 アナログ・モニター・セクションを搭載するため、Pro Tools I/O

と最高のコンビネーションを実現します。C|24は、前世代のコンソール以上に充実した専用

コントロールと、さらに優れたワークフロー効率、よりスマートでエルゴノミックなデザインを

採用。パワフルで充実した機能セットにより、Pro Tools|HD® 及び Pro Tools LE® の両

システムに最適なコントロール・サーフィス・オプションとなっています。

C|24の特徴

スマートでスタイリッシュな Pro Toolsシステム用コントロール・サーフィス

きるため、アウトボードの楽器や機器からのシグナルを簡単

にミックスできます。

プロフェッショナルな 
5.1アナログ・モニター・セクション

C|24 のモニタリング・セクションは全く新たにデザインさ

れたものであり、Digidesignの著名な ICoN統合コンソー

ル・システム同様の機能が多数用意されています。プロ

フェッショナルな統合 5.1 サラウンド・アナログ・モニター・

セクションには、Pro Toolsを簡単に統合できるよう、5.1

と lCRs、ステレオのプリセットが用意されているほか、トー

クバックにはラッチ及びオート・トークバック・モードも搭載。

内蔵トークバック・マイク及びリモート・トークバック＆リッ

スンバック入力により、レコーディング・セッション用に双方

向のコミュニケーションを設定するのも簡単です。

高い効率を誇るコンソールのエルゴノミクス及び 
統合性

C|24 は高いワークフロー効率を提供するようデザインさ

れており、多数の専用コントロール及び機能を搭載していま

すが、これまで好評だったワークフローは維持しているため

移行も簡単です。フリップ・モードではスイッチ・エンコーダー

の機能を簡単にフェーダーへ切り替えることができ、また専
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マイク・プリアンプ 

 • 16 基のハイクオリティ、ロー・ノイズでゲイン可

変のトランジスター・ハイブリッド・プリアンプ。

うち 4 基は DI入力を装備 （ファンタム電源は 8 基

をバンク単位で切り替え）。

 • 各入力にクリップ・インジケーターとハイパス・フ

ィルター・ボタンを搭載

フェーダー

 • 24 x 100 mm タッチセンシティブ・モーター

制御フェーダー

ライン・サブミキサー

 • 8 チャンネル・ステレオ・サブミキサー  
（メイン出力へルーティング可能）

チャンネル・バー 

 • 各チャンネルに 6 文字デュアルロウ・ディスプレイ 
（チャンネル名表示）

 • インサート、アサイン、パン、センド、ソフト・キー、

チャンネル・バー・スクロール用のチャンネル・バー

機能ボタン

 • ソフト・キー・ボタンにより先進のオートメーション・

モード及びアクションへアクセス

コンパクトなパッケージにパワフルなコントロール性を搭載
C|24 は Pro Tools上の複数のミキシング、編集、レコーディング機能を、非常に正確かつ簡単にコントロールできます。
以下で各機能を詳しく紹介しています。

マイク・プリアンプ

チャンネル・バー

フェーダー
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モニター・コントロール

 • ステレオ、lCRs、5.1 モニタリングのトグル切り替

えを行うモード・ボタン

 • コントロール・ルーム、ヘッドフォン、スタジオ ls、

キュー、外部リッスン・マイク、オンボード、トークバ

ック・マイクのボリューム・コントロール

 • ミュート、ソロ、ディマー、モノ、ソースの選択

編集コントロール

 • 多用する機能をサーフィス上に用意することでワーク

フローを大幅に向上させるツール及び編集機能ボタン

 • 編集モード、表示、コピー、ペースト・ボタン

トランスポート＆ジョグ /シャトル・コントロール

 • トランスポート・コントロール

 • ラッチ及びオートトークバック・モードを備えたトーク

バック・ボタン

 • マーク・イン /アウトとプリ /ポスト・ロールを備えたト

ランスポート・モード・ボタン

 • ズーム及びナビゲーション・ボタン

 • ファイル、ユーティリティ、マスター、フリップ・ボタン

 • 専用トリム・ボタンを装備するジョグ /シャトル・ホイール

 • チャンネル・バンク及びナッジ・ボタン（ジョグ /シャト

ル・ホイールと併用して必要な場所にチャンネルを配置）

グローバル機能

1. オートメーション有効化ボタン ̶ ボリュー

ム、パン、ミュート、プラグイン、センド・レ

ベル、センド・ミュート

2. オートメーション“Write To”ボタン

3. グローバル・オートメーション有効化 /ステー

タス・ボタン

4. 修飾キー・ボタン

5. メイン・カウンター

6. 最大 5.1 モニタリングに対応するメイン出力

メーター

7. ディスプレイの表示モードを sMPTE、フィー

ト / フレーム、小節 / 拍にトグル切り替えす

るカウンター・ボタン

8. ウィンドウ・マネージメント・ボタン

9. Do To All、ソロ・クリア、プラグイン・セー

フ、マスター・レコードなどのグローバル・

コントロール

10. グループの作成、有効化、変更、削除、サスペ

ンドを行うグループ・ボタン

チャンネル機能

A. 14 セグメント・ステレオ・チャンネル・メーター

B. オートメーション・ステータス lED及びモード・

ボタン（各チャンネル）

C. 専用 EQ、ダイナミクス、インサート、センド・ボ

タン（各チャンネル）

D. チャンネルの機能ボタン・アサインを指定するス

イッチ機能ボタン（セレクト /オート、プリ /ポ

スト・フェーダー、センド /ミュート） 

E. パラメーター及びセンド調整用に 11 セグメント

lEDリングを装備した 24個の専用ロータリー・

エンコーダー

F. 専用インプット及びレコード・ボタン 
（各チャンネル）

G. 専用ミュート、ソロ、セレクト・ボタン 
（各チャンネル）

トランスポート＆ジョグ / 
シャトル・コントロール

編集コントロール

モニター・コントロール

ライン・サブミキサー

コンパクトなパッケージにパワフルなコントロール性を搭載
C|24 は Pro Tools上の複数のミキシング、編集、レコーディング機能を、非常に正確かつ簡単にコントロールできます。
以下で各機能を詳しく紹介しています。
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用バンク・セレクト＆ナッジ・ボタンにより、Pro Toolsミ

キサーのナビゲーションも容易に行えます。マシン・コント

ロールを統合するようトランスポート・セクションもアップ

デートされており、ウィンドウ・コンフィギュレーションとメ

モリー・ロケーションでは設定の作成と編集、リコールが

できる上、lEDタイムコード・ディスプレイには絶対時間と

sMPTE、フィート /フレーム、小節 /拍を表示。ジョグ /

シャトル・ホイールでは、スクラブや編集、バンクのナッジ、

ナビゲーションが可能です。

体系化された美しいデザイン

C|24 はスタイリッシュなダーク・グラファイト・カラーをベー

スとするスマートなインダストリアル・デザインを採用して

おり、トラディショナルなミュージック及びポストプロダク

ション・スタジオにも、モダンなスタジオにもフィットします。

コンパクトなサイズで、快適なアームレストを備えたエルゴ

ノミックなデザインを採用しており、コンピューター・モニ

ターやスピーカーも適切な位置に配置可能。また、インテリ

ジェントなスイッチ・デザインと読みやすいグラフィクスに

より、記憶とナビゲートの容易なレイアウトを実現していま

す。高輝度で読みやすい 55 x 2 lEDスクリブル・ストリッ

プが各チャンネルへ 6 文字デュアルロウ･ ディスプレイを提

供するため、チャンネル名やプラグイン・パラメーター、セン

ド、パンやその他の編集機能を素早く確認できます。

A. ライン・サブミキサー出力

B. ライン・サブミキサー入力（DB25） 

 1 -4（ステレオ） 

5-8（ステレオ）

C. マイク /ライン 9-16 入力＆出力

D. マイク /ライン 1-8 入力＆出力

E. 外部トークバック＆リッスンバック・ 
マイク入力 （XlR）

F. メイン・モニター 5.1 入力（DB25） 
ステレオ・キュー入力

G. Altサラウンド入力（DB25）

H. ステレオ 1 & 2 入力（DB25）

 I. キュー、スタジオ・ラウドスピーカー、 
スレート出力（DB25）

J. メイン・コントロール・ルーム出力（DB25）

K. Altモニター出力

L. フットスイッチ入力（独立アサイン）

M. Ethernetポート（ホスト・コンピューター接続）

N. 外部パワー・サプライ端子

リア・パネル
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  システム必要環境

• Pro Tools HD 7.3.2 software （同梱） 以降

が動作している Digidesign 動作検証済みの

Pro Tools |HDシステム、または 

• Pro Tools lE 7.4 softwareが動作している

Digidesign 動作検証済みの Pro Tools lE

システム


