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オートチューンは、マイク音声のエレクトリック ボイス風エフェクトで、キーを意図的に他のキーへ
と変更することができます。 
オートチューンのキー「オートチューン キー」ディスプレイに「-、A、b、C、d、E、F、g」で表示され、そ
れぞれ キー A、B、C、D、E、F、G（- はオートチューン オフ） を表します。
マイナー / メジャー スイッチで、オートチューン キーのキー チューンをマイナーとメジャーで切り
替えます。 
右下に • 付はフラット キーとなります。
C メジャー または C マイナー からのオートチューン キーのレンジは表のようになります。

10  モバイル出力 ボリューム ノブ 
モバイル出力の音量を調節します。

11  12  ヘッドホン出力1 / 2 ボリューム ノブ 
ヘッドホン出力1およびヘッドホン出力2の音
量を調節します。

13  +48V ファンタム電源ス イッチ 
XLRコネクターに+48Vのファンタム電源を供
給します。詳細は「ファンタム電源＆マイクの接
続性」のセクションをご覧下さい。

注意：+48V ファンタム電源をオンにすると、
両方のXLRコネクターに+48Vが供給されま
す。+48Vファンタム電源に対応したコンデンサ
ー マイクのみが使用可能です。48Vファンタム
電源に対応していないマイクなどの機器を接
続して+48Vを供給すると、接続した機器を破
損する可能性があります。

14  ライン入力 / モバイル入力 ボリューム ノブ 
ライン入力またはモバイル入力の音量を調節
します。

15  サウンドボード スイッチ 
サウンドボード クリップ モードをオン/オフしま
す。一度ボタンを押すと 2  と 3  のLED表示が 

 と  になり、その後左側のLEDディスプレイが    
 ～  に変わります。

サウンドボード クリップ モードをオンにする
と、  のリバーブ選択 / リバーブ量 ノブでサウン
ドボード クリップの種類が選択できます。 2  
のLEDには現在のサウンドボード クリップの種
類 （   ：エントランス、 ：拍手、 ：赤ちゃん、：
笑い声、 ：銃声、 ：カラス） が表示されます。

1  のノブでサウンドボード クリップを選び、 1  
のノブを押し込むと選択したサウンドボード ク
リップが再生されます。

もう一度サウンドボード スイッチを押してサウ
ンドボード クリップ モードをオフにすると、リバ
ーブ選択モードに戻り、 2  と 3  のLED表示が
一時的に  と  に変わり、現在のリバーブの
種類とオートチューンキーが表示されます。

16  マイク入力2/ギター入力 ボリューム ノ 
マイク入力2またはギター入力の音量を調節
します。

17  マイク入力１ ボリューム ノブ 
マイク入力1の音量を調節します。

18   19  バス＆トレブル ノブ 
マイク入力のバスとトレブルを調節します。

20  ボイスオーバー スイッチ 
マイクで話す際などにバックグラウンドのサ
ウンドを消音します。マイク音声がなくなると、
バックグラウンド サウンドの音量を元に戻し
ます。

ボイスオーバーを有効にするにはこのスイッチ
を押します。無効にするにはもう一度このスイ
ッチを押します。

1  リバーブ選択 / リバーブ量 ノブ 
ノブを回してリバーブの種類を選択します。隣
のLEDディスプレイに選択したリバーブの種類

（ - または  ～  、- はリバーブ オフ）が表示さ
れます。 詳細は「リバーブの設定」のセクション
をご覧下さい。

リバーブがオンの際にリバーブの量やディレイ
を調節するには、このノブを押し込みます。 2  
と 3  のLED表示が  と  になり、その後  

 ～  （数字の右下に • 付）に変わりますの
で、 1  のリバーブ選択 / リバーブ量 ノブ およ
び 5  のオートチューン キー & リバーブ ディレ
イ ノブを回し、リバーブの量やディレイを調節
します。

リバーブ選択モードに戻すには、再度このノブ
を押し込みます。 2  と 3  のLED表示が一時的
に  と  に変わり、現在のリバーブの種類とオ
ートチューンキーが表示されます。モードの表
示については「モード/ステータス ディスプレイ」
のセクションをご覧下さい。

2  リバーブ選択 / リバーブ量 ディスプレイ 
リバーブの種類またはリバーブの量を表示し
ます。

3   オートチューン キー / リバーブ ディレイ デ
ィスプレイ 
オートチューン キーの種類またはリバーブのデ
ィレイを表示します。 

4  マイナー / メジャー スイッチ 
オートチューン キーのキー チューンをマイナー
とメジャーで切り替えます。

5  オートチューン キー & リバーブ ディレイ ノブ 
ノブを回して基準となる24のキー チューンを選
択します。隣のLEDディスプレイに選択したキー

（ - または  ～  、 - はオートチューン オフ、右
下に • 付はフラット キー）が表示されます。詳
細は「オートチューン キーの設定」のセクション
をご覧下さい。

リバーブがオンの場合、 1  のリバーブ選択 / リ
バーブ量 ノブ を押し込むと、右側のLEDディス
プレイに現在のリバーブのディレイが  ～  （
数字の右下に • 付）で表示されます。

再度 1  のノブを押し込むとオートチューン キ
ー選択モードに戻ります。

6  ミキシング スイッチ 
PCでの録音やネット配信での、マイク音声と他
の入力音（ライン入力、USB、ギター入力）のミ
キシングをオン/オフします。

7  モニタリング スイッチ 
ヘッドホンでのマイク音声のモニタリングをオ
ン/オフします。

8  エフェクト モニタリング スイッチ 
ヘッドホンでのマイク エフェクトのモニタリング
をオン/オフします。

9  エフェクト ミキシング スイッチ 
PCでの録音やネット配信での、マイク エフェク
トのミキシングをオン/オフします。

2. 接続性

3. 機能の説明

アース用端子
本体にアース線（付属していません）を取り付け、正しく接地を行うことでハムノイズの混入を防ぎ
ます。

フロント パネル

バック パネル

8. リバーブの設定

1. 各部の名称

リバーブ量/リバーブ ディレイ
いずれかのリバーブが選択されている場合、リバーブの量は 1  のノブを押し込んでノブを回し調
節します。また、リバーブのディレイは 5  のノブを回し調節します。

プロダクトレジストレーション 
製品のユーザー登録を行うことにより、製品の技術サポートやサービスなどの様々な特典を受け
ることができます。製品登録は register.creative.com から行えます。
なお、ハードウェア保証の保証規定は、ユーザー登録の有無に関わらず適用されます。
クリエイティブ製品に関するお問い合わせ
技術的な問題の解決方法およびトラブルシューティングについては、jp.creative.com/support/ に
アクセスすると、Creative の 24 時間アクセス可能なオンラインヘルプ、「ナレッジベース」をご利用
いただけます。また、カスタマーサポートサービスや他の便利な情報もこのサイトに掲載しています。
その他の情報  
本製品のユーザーガイドや安全についての補足文書については、jp.creative.com/
support/ からダウンロードできますのでお読みください。

リバーブ選択
リバーブの種類は  ～  で表示されます。

リバーブ

- オフ

1 ルーム 4 スタジアム 7 リバーブ＋ディレイ

2 ホール 5 コンサート 8 エコー

3 プレート 6 コーラス カテドラル

リバーブ量/リバーブ ディレイ 0. 0% （最小） 100% （最大）

5. 使用＆設定例

6. ミキシング と モニタリングの関係性

4. ファンタム電源＆マイクの接続性

7. オートチューン キーの設定
本製品の主な使用シーンの例です。

表はリバーブ選択およびオートチューンが有効な場合の挙動です。無効な場合、エフェクト 
モニタリングおよびエフェクト ミキシングを音にしてもエフェクトは聞こえません。

本製品はダイナミック マイクとコネクター/動作電圧の異なるコンデンサー マイク（XLR 
+48V、TRS +1.5V）の双方をサポートしていますが、マイクを正しく接続して使用する事が重要で
す。表に使用可能なマイク/コネクターの組み合わせを示します。

重要：+48Vファンタム電源に対応したコンデンサー マイクを接続する場合にのみ、ファンタム電源
を供給します。48Vファンタム電源に対応していないマイクなどの機器を接続して+48Vを供給する
と、接続した機器を破損する可能性があります。ファンタム電源に対応したマイクを抜き差しする
場合は、必ず+48Vファンタム電源をオフにしてから行って下さい。

音楽再生 
エフェクトやミックス、モニタリングをせずに音楽リスニングやストリーミング再生を行う場合は、す
べてのスイッチをオフにすることをお勧めします。マイクからのサウンドは聞こえませんが、PCでは
マイクのサウンドを捉えることができます。

チャット 
ボイスチャットで自分の声を聞く場合は、モニタリング スイッチのみをオンにすることをお勧めし
ます。

ボーカル録音（ウェット モニタリング/ドライ レコーディング） 
エフェクトのかかった音楽を聞きながら、マイク音声のみ録音するなどのボーカル音声を録音す
る場合は、エフェクト モニタリング スイッチのみをオンにすることをお勧めします。

カラオケ（ウェット モニタリング/ウェット レコーディング） 
エフェクトをかけた音楽を聞きながら、リバーブなどのエフェクトをかけたマイク音声でカラオケ
を歌ったり録音をする場合などは、エフェクト モニタリング スイッチをオンにした上で、ミキシング 
スイッチとエフェクト ミキシング スイッチをオンにすることをお勧めします。

ステージトーク 
DJや音楽セッションなどでMCを行う際など、エフェクトをかけた状態で音楽を流しながらマイク
でトークする場合などは、ミキシング スイッチとエフェクト モニタリング スイッチ、エフェクト ミキ
シング スイッチをオンにした上で、ボイスオーバー スイッチをオンにすることをお勧めします。

番組ホスト 
ネット配信や放送など、トーク中に都度リバーブやサウンドボードなどのエフェクトを使用する場
合は、ミキシング スイッチとエフェクト モニタリング スイッチをオンにした上で、エフェクト ミキシ
ング スイッチおよびボイスオーバー スイッチをオンにすることをお勧めします。

ボイスオーバー ミキシ 
ング

エフェクト
ミキシ 

ング

モニタリ 
ング

エフェクト
モニタリング

音楽再生 _ _ _ _ _

チャット _ _ _ オン _

ボーカル録音（ウェット モニタ
リング/ドライ レコーディング）

 _ _ _ _ オン

カラオケ（ウェット モニタリン
グ/ウェット レコーディング）

_ オン オン _ オン

番組ホスト オン オン オン _ オン

主播模式 オン オン オン _ オン

モニタリング オフ  7   
+ 
エフェクト モニタリン
グ オフ 8

モニタリング オン  7  
+
エフェクト モニタリン
グ オフ 8

モニタリング オフ  7  
+
エフェクト モニタリン
グ オン 8

モニタリング オン 7  
+
エフェクト モニタリ
ング オン  8

ミキシング オフ 6     
+
エフェクト ミキシン
グ オフ 9

レコーディング： 
オリジナルのマイク
音声のみ

モニタリング： 
他の入力音のみ

レコーディング： 
オリジナルのマイク
音声のみ

モニタリング： 
オリジナルのマイク
音声と他の入力音

レコーディング： 
オリジナルのマイク音
声のみ

モニタリング： 
エフェクト付のマイク
音声と他の入力音

レコーディング： 
オリジナルのマイク
音声のみ

モニタリング： 
オリジナルのマイク
音声とエフェクト、他
の入力音

ミキシング オン 6  
+
エフェクト ミキシン
グ オフ 9   

レコーディング： 
オリジナルのマイク
音声と他の入力音

モニタリング： 
他の入力音のみ

レコーディング： 
オリジナルのマイク
音声と他の入力音

モニタリング： 
オリジナルのマイク
音声と他の入力音

レコーディング： 
オリジナルのマイク音
声と他の入力音

モニタリング： 
エフェクト付のマイク
音声と他の入力音

レコーディング： 
オリジナルのマイク
音声と他の入力音

モニタリング： 
オリジナルのマイク
音声とエフェクト、他
の入力音

ミキシング オフ 6  
+
エフェクト ミキシン
グ オン 9

レコーディング： 
エフェクト付のマイ
ク音声のみ 

モニタリング： 
他の入力音のみ

レコーディング： 
エフェクト付のマイク
音声のみ

モニタリング： 
オリジナルのマイク
音声と他の入力音

レコーディング： 
エフェクト付のマイク
音声のみ

モニタリング： 
エフェクト付のマイク
音声と他の入力音

レコーディング： 
エフェクト付のマイ
ク音声のみ

モニタリング： 
オリジナルのマイク
音声とエフェクト、他
の入力音

ミキシング オン 6  
+  
エフェクト ミキシン
グ オン  9

レコーディング： 
エフェクト付のマイ
ク音声と他の入力音

モニタリング： 
他の入力音のみ

レコーディング： 
エフェクト付のマイク
音声と他の入力音

モニタリング： 
オリジナルのマイク
音声と他の入力音

レコーディング： 
エフェクト付のマイク
音声と他の入力音
 

モニタリング： 
エフェクト付のマイク
音声と他の入力音

レコーディング： 
エフェクト付のマ
イク音声と他の
入力音

モニタリング： 
オリジナルのマイク
音声とエフェクト、他
の入力音

マイク入力2

+48Vファンタム電源
コンデンサーマイク

ダイナミック マイク 電源内蔵マイク

+48Vファンタム電源
コンデンサーマイク

 
マイク入力1：XLR
マイク入力2：XLR

 
マイク入力1：XLR
マイク入力2：TRS

 
マイク入力1：XLR
マイク入力2：TRS

ダイナミック マイク

 
マイク入力1：TRS
マイク入力2：XLR

 
マイク入力1：XLR また

は TRS
マイク入力2：XLR また

は TRS

 
Mic 1: 卡侬或TRS
Mic 2: 卡侬或TRS

電源内蔵マイク

 
マイク入力1：TRS
マイク入力2：XLR

 
マイク入力1：XLR また

は TRS
マイク入力2：XLR また

は TRS

 
マイク入力1：XLR また

は TRS
マイク入力2：XLR また

は TRS

LED 2  および 3  が  と  になるまで、 1  のノブを押したままにします。

11. 出荷時の設定に戻す

10. ステータス / モード ディスプレイ
LED 22 LED 22

リバーブ量 リバーブ ディレイ

リバーブ選択 オートチューン

サウンドボード -

2 3

マ
イ

ク
入

力
1

LED LED

Electronic 
Tone

オートチューン オフ オートチューン オフ

c C メジャー c C マイナー

d Dフラット メジャー d Dフラット マイナー

d D メジャー d D マイナー

Eフラット メジャー Eフラット マイナー

E メジャー E マイナー

F メジャー F マイナー
（Aフラット メジャー）

Gフラット メジャー Gフラット マイナー

G メジャー G マイナー

Aフラット メジャー
（F マイナー）

Aフラット マイナー

A メジャー A マイナー

b Bフラット メジャー b Bフラット マイナー

b B メジャー b B マイナー

リバーブの量とディレイは  ～  （数字の右下に • 付） 0.～ 9. で表示されます。

1 エントランス 3 赤ちゃん 5 銃声

2 拍手 4 笑い声 6 カラス

9. サウンドボードの設定
サウンドボード クリップの種類は以下で表示されます。



BACK 
PANEL

Auto-tune creates special “electric voice” effect by intentionally setting the key to a different 
key.

A, b, c, d, e, f, 9 represent the A, B, C, D, E, F, G keys.
Select Minor/Major by sliding the switch accordingly.
• represents flat tone

The auto-tune keys ranging from C Major – B Minor are represented as follows:

Reverb/Delay Amount
Control reverb amount using knob        and reverb delay amount using knob        respectively.

Below are the reverb/delay amount ranging from 0. –   

 +48V Phantom Power Switch
Press down to enable +48V phantom 
power supply to the XLR connectors. 
Refer to “Phantom Power & Microphone 
Connectivity” section for details.
Important: When +48V phantom power 
is enabled, both XLR connectors will be 
supplied with +48V. Phantom power is 
applicable to condenser microphones 
which support phantom power, applying 
+48V on microphones that do not support 
phantom power may cause damage to such 
microphones.

 Line In/Mobile  
 In Volume Knob
Rotate to control the volume of Line In or 
Mobile In.

 SoundBoard Switch
Press to enable soundboard clips selection.
LED       and       will display and      and -. 
briefly to indicate Soundboard mode. 
Reverb Amount Knob       becomes sound 
clip selector, LED        display options I-6, 
I-Entrance, 2-Cheers, 3-Baby, 4-Laughter, 5 
-Gunshots, 6-Crow.
Rotate Knob       to select desired sound clip, 
press knob       to playback selected sound 
clip.
Press SoundBoard switch to exit and return 
to Reverb Select and Auto-tune Select mode, 
LED        and       will display      and      briefly to 
indicate control is back to Reverb Select and 
Auto-tune mode.

 Microphone 2 & Guitar  
 Volume Knob
Rotate to control the gain of Microphone  
2 and Guitar input.

 Microphone 1 Volume Knob
Rotate to control the gain of Microphone 1  
input.

 Bass & Treble Knob
Rotate to control the amount of Bass and 
Treble for Microphone inputs.

 Voice-Over Switch
Suppress background music when speaking 
through the microphones. Return to 
original music volume when there is no 
microphone input. Press to enable  
Voice-Over, press again to disable.

 Reverb Select & Reverb 
 Amount Knob
Rotate to select between different types of 
reverb，LED display on the right indicates 
the reverb selected (-, 1-   ), (-) indicate 
Reverb is OFF.
To adjust Reverb Amount and Reverb Delay, 
press down this button, LED       and       will 
display      and      briefly to indicate control is 
switch to Reverb Amount and Reverb Delay 
mode. LED subsequently display 0.-    (with 
a • at the bottom of the number). Use the 
Reverb Select & Reverb Amount Knob       
and Auto-tune Key & Reverb Delay Knob        
to adjust reverb amount and reverb delay 
accordingly.
Press knob        again to switch back to 
Reverb and Auto-tune Select function. 
LED       and       will display      and      briefly 
to indicate control is back to Reverb and 
Auto-tune Select mode. LED subsequently 
display the current selected Reverb number 
and Auto-tune key.

 Reverb Select/Amount  
 Display
Displays the selected reverb type or amount 
respectively.

 Auto-tune/Reverb  
 Delay Display
Displays the selected Auto-tune key or 
Reverb Delay amount respectively. 

 Minor/Major Switch
Switch between Minor and Major key.

 Auto-tune Key & Reverb 
 Delay Knob
Rotate to select from 24 base key tunes, 
LED display on the left indicates the key 
selected（ -,  A-9 ）from A – G,  - indicate 
Auto-tune is OFF, • at the bottom of 
character represents flat key. Refer to  

“Auto-tune Keys” section for details.
To control Reverb Delay amount, press 
down Reverb Select & Reverb Amount  
knob       , the LED display on the left 
switches to 0.-    (with a • at the bottom of 
the number). Press Reverb Select & Reverb 
Amount knob       again to switch back to 
Auto-tune Select function.

 Mixing ON/OFF
Mixes microphone and other inputs (Line 
In, USB, Guitar) and output to internet or 
computer for recording. 

 Monitoring ON/OFF
Press to hear your own voice through the 
headphone.

 Monitoring FX ON/OFF
Press to hear your own voice with effects 
through the headphone.

 Mixing FX ON/OFF
Enable microphone with effects and output 
to internet or computer for recording.

 Mobile Out Volume Knob
Rotate to control the output of output to 
mobile device.

 Headphone 1, 2  
 Volume Knob
Rotate to control the output volume of 
Headphone 1 and Headphone 2.

Monitor Off         + 
Monitor Fx Off  

Monitor On        +
Monitor Fx Off  

Monitor Off         +
Monitor Fx On 

Monitor On        +
Monitor Fx On 

Mixing 
Off        +
Mixing Fx 
Off

Record: Original 
mic only

Monitor: No mic, 
only other inputs

Record: Original 
mic only

Monitor: Original 
mic, with other 
inputs

Record: Original 
mic only

Monitor: Mic 
with effects, with 
other inputs

Record: Original 
mic only

Monitor: Original 
mic + effects, with 
other inputs

Mixing 
On       +
Mixing Fx 
Off

Record: Original 
mic, with other 
inputs

Monitor: No mic, 
only other inputs

Record: Original 
mic, with other 
inputs

Monitor: Original 
mic, with other 
inputs

Record: Original 
mic, with other 
inputs

Monitor: Mic 
with effects, with 
other inputs

Record: Original 
mic, with other 
inputs

Monitor: Original 
mic + effects, with 
other inputs

Mixing 
Off       +
Mixing Fx 
On

Record: Mic with 
effects only 

Monitor: No mic, 
only other inputs

Record: Mic with 
effects only

Monitor: Original 
mic, with other 
inputs

Record: Mic with 
effects only

Monitor: Mic 
with effects, with 
other inputs

Record: Mic with 
effects only

Monitor: Original 
mic + effects, with 
other inputs

Mixing 
On    
+ Mixing 
Fx On  

Record: Mic with 
effects, with 
other inputs

Monitor: No mic, 
only other inputs

Record: Mic with 
effects, with 
other inputs

Monitor: Original 
mic, with other 
inputs

Record: Mic with 
effects, with 
other inputs

Monitor: Mic 
with effects, with 
other inputs

Record: Mic with 
effects, with 
other inputs

Monitor: Original 
mic + effects, 
with other inputs

2. CONNECTIVITY

3. DESCRIPTION OF FUNCTIONS 

Ground Terminal
Connect a ground cable (not provided) from this terminal to the metal surface at the back of 
the computer to eliminate humming noise.

FRONT 
PANEL

1. FUNCTIONS LABELLING
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PRODUCT REGISTRATION
Registering your product ensures you receive the most appropriate service and 
product support available. You can register your product during installation or at 
register.creative.com.
Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

TECHNICAL & CUSTOMER SUPPORT SERVICES
Go to support.creative.com to resolve and troubleshoot technical queries at Creative’s 
24-hour self-help Knowledge Base. You can also find Customer Support Services and 
other helpful information here.

OTHER INFORMATION  
Supplementary documentation for this product includes a detailed user guide, DoC 
and safety and regulatory information. These documents can be downloaded from 
the support.creative.com site.

KEEP THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE

5. OPERATION MODE

6. MIXING/MONITORING OPERATION BEHAVIOR

4. PHANTOM POWER & MICROPHONE   
 CONNECTIVITY

8. REVERB SETTING

Sound Blaster K3 supports 6 modes of operation:

The above behaviour assumes that the Reverb Select or Auto-tune is enabled, if not, no effects 
can be heard even if Monitor FX and Mixing FX are turned on.

The Sound Blaster K3 supports both dynamic and condenser microphones that are different 
in various operating voltages (XLR +48V, TRS +1.5V) and connectors, therefore it is paramount 
to ensure proper connection and usage of microphones.  Below table illustrates the possible 
microphone usage scenarios:

Reverb Select
Below are the reverb settings ranging from 1-9.

Important: +48V should be “On” ONLY when condenser mic requires 48V phantom power, 
applying +48V on microphones that do not require 48V phantom power may cause permanent 
damage to the microphone. Always ensure that +48V power is “OFF” before inserting or 
removing phantom power condenser mic.

Music Playback
Normal playback/streaming without effects and no monitoring. As Mic Monitoring is not 
turn on, microphone input will not be heard, however microphone input signal can still be 
captured by computer.
Control: Monitor and Mixing buttons at “Off” position.

Chat
Voice communication without effects.
Control: Monitor button at “On” position.

Wet Monitor-Dry Record
Vocal monitoring with effects & other inputs, internet/computer recording is dry (vocal 
without music).
Control: Monitor Fx at “On” position.

Wet Monitor-Wet Record, Karaoke
Vocal monitoring and internet/computer recording are with effects and music (wet).
Control: Monitor Fx, Mixing, Mixing Fx at “On” position.

Voice-Over
During singing session, music volume is suppressed automatically when there is vocal input, 
music level will be restored when there is no vocal input.  This feature is important for room 
host or DJ/KJ when they need to intervene during the session.
Control: Voice-Over switch, Monitor Fx, Mixing and Mixing Fx at “On” position.

Host
This is for station/channel broadcasting host. User can chose to apply reverb/broadcasting 
effect during the session.
Control: Mixing, Mixing Fx, Monitor Fx, Voice-Over and Soundboard switch at “On” position.

Voice-Over Mixing On Mixing Fx Monitor On Monitor Fx

Music

Chat

Wet Monitoring, 
Dry Recording

Wet Monitoring, 
Wet Recording 
(Karaoke)

Voice-Over

Host

8

9

13

14

17

1918

20

15

16

6

6

6

6

7 7 7 7
8 8 8 8

9

9

9

9

Mic 2

+48V
Condensor Mic Dynamic Mic Mic with built-in 

battery

Mic 
1

+48V
Condensor Mic

Mic 1: XLR
Mic 2: XLR

Mic 1: XLR
Mic 2: TRS   

Mic 1: XLR
Mic 2: TRS

Dynamic Mic Mic 1: TRS
Mic 2: XLR

Mic 1: XLR or TRS
Mic 2: XLR or TRS

Mic 1: XLR or TRS
Mic 2: XLR or TRS

Mic with built-in 
battery

Mic 1: TRS
Mic 2: XLR

Mic 1: XLR or TRS
Mic 2: XLR or TRS

Mic 1: XLR or TRS
Mic 2: XLR or TRS

2

1

1

2 3

5

3

1

1

1

7

2

3

4

5

6

1 5

Reverb

- Reverb OFF

1 Room 4 Stadium 7 Reverb + Delay

2 Hall 5 Concert 8 Echo

3 Plate 6 Chorus Cathedral

Reverb Amount/Delay Amount 0. 0% (Min) 100% (Max)

7. AUTO-TUNE KEYS

10. STATUS/MODE DISPLAY

10

11 12

Press and hold Reverb Adjust button        until LED       and        display      and       1 2 3

11. RESET TO FACTORY SETTINGS

Below are the soundboard settings.

9. SOUNDBOARD SETTING

LED LED

Electronic 
Tone

- Auto-tune OFF - Auto-tune OFF

c C Major c C Minor

d D-Flat Major d D-Flat Minor

d D Major d D Minor

e. E-Flat Major e. E-Flat Minor

e E Major e E Minor

f F Major f F Minor (A-Flat Major)

9. G-Flat Major 9. G-Flat Minor

9 G Major 9 G Minor

a. A-Flat Major (F Minor) a. A-Flat Minor

a A Major a A Minor

b B-Flat Major b B-Flat Minor

b B Major b B Minor

2

2
1

1
1

2 3

3

LED 22 LED 22

Reverb Amount Reverb Delay

Reverb Select Auto-tune

Sound Board -

2 3

14

13

1

18

15

19

16

20
8

11

10

9

12

17

2 3 4 5 6 7

1 Entrance 3 Baby 5 Gunshots

2 Cheers 4 Laughter 6 Crow


