
●	お買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に正しく
お使いいただくために、ご使用前に本書を必ずお読みください。		
本書は、お読みになった後も、いつでも見られるところに保管し
てください。

●	本書の記載内容は2020年 1月現在のものです。
●	商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。
●	掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。
変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負い
かねます。

●	本書に記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標
または商標です。

本書には、お使いになる方や他の方への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載
しています。以下の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示す
るために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される
内容です。

■	水に入れたり、濡らさないでください。また、金属片などの
異物を、機器の上に置かないでください。水や異物が内部に
入ると、火災や感電の原因となります。

■	使用中に異常（煙、臭いや発熱、破損等）がある時は、ただ
ちにUSBケーブルを接続機器から抜き、修理を依頼してく
ださい。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因とな
ります。

■	分解や改造は行わないでください。お客様が保守できる部品
は内部にはありません。分解や改造は保証期間内でも保証の
対象外となるばかりでなく、感電の原因となります。

■	斜面や不安定な場所に設置しないでください。落下すると、
けがや器物破損の原因となります。

■	以下のような場所に設置しないでください。火災や故障の原
因となります。
	・	直射日光の当たる場所
	・	温度の特に高い場所、または低い場所
	・	湿気の多い場所
	・	ほこりの多い場所
	・	振動の多い場所
	・	塩害や腐食性ガスが発生する場所

■	ご使用前にすべての出力機器の音量を下げてください。突然
の大きな音で耳を傷める原因となります。

取扱説明書・保証書

サイドアドレス型USBマイクロホン

Lyra-Y3

警告 注意

梱包内容の確認

使用上のご注意

安全上のご注意

各部の名称と機能

パッケージに次の物が入っていることを確認してください。

•	 本体
•	 USB	type	C → Aケーブル (約 2m)
•	 3/8 → 5/8変換ねじ
•	 和文取扱説明書・保証書 (本書 )

■	USBケーブルは必ずプラグを持って抜き差ししてください。ケーブルを引っ張ると断線の原因となります。

■	USBハブ、USB延長ケーブルを使用する場合の動作保証はいたしかねます。必ず付属のUSBケーブルを使用してください。

■	本機が正常に動作しないなどの不具合が生じた場合は、PCや端末などの接続機器を再起動してからお使いください。

■	長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

■	汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めるので使わないでください。

A.	ヘッドホン音量調整つまみ
ヘッドホン端子に接続したヘッドホンの出力音量を調整する
つまみです。

B.	収音モード LED
現在の収音モードを示す LEDです。青色に点灯します。

C.	MUTEボタン
ミュートのON/OFF ボタンです。ミュート時はMUTE の
文字が赤色に点灯します。

D.	MICROPHONE	PATTERNつまみ
収音モード (右図 ) を選択するつまみです。

E.	MICROPHONE	GAINつまみ
マイクロホンのゲイン ( 音声入力レベル ) を調整するつまみ
です。

F.	USB端子
type	C 対応のUSB端子です。

G.	ヘッドホン端子
3.5mmステレオ・ミニジャック対応のヘッドホン端子です。

4つの収音モード

①	FRONT
前面の音のみを拾い、背面や側面の音は拾いません。ボー
カルやアナウンスの収音に最適です。

②	FRONT	&	BACK
全ての面から均一に音を拾います。対談、デュエットの
収音に最適です。

③	TIGHT	STEREO
前面の音をタイトなステレオで拾い、背面の音は拾いま
せん。動きのあるパフォーマーの音声や楽器の収音に最
適です。

④	WIDE	STEREO
前面をフロント・ステレオ、背面をリア・ステレオとし
て、ワイドなステレオで音を拾います。ライブレコーディ
ングに最適です。
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セットアップの方法

マイクスタンドへの取付方法

仕様

1.	USB	type	C → Aケーブルの type	C 側を本機のUSB端
子に、type	A側をPCや端末などのUSB端子に接続します。
PCや端末などにドライバーが自動的にインストールされ、
「AKG	C44-USB	Microphone」と認識されます。※

2.	背面のMICROPHONE	PATTERNつまみで用途に合った
収音モードを選択します。

　　　

MICROPHONE	
PATTERNつまみ

背面

1.	マイクロホンと台座を固定しているねじを取り外します。

2.	マイクロホンを台座から取り外します。

3.	マイクロホンをマイクスタンドに固定します。
　 	※	ねじ穴の口径は3/8インチですが、付属の変換ねじを使えば5/8イ

ンチのスタンドにも対応します。	

※	 Lyra-Y3を使用した録音／再生を行うためには、PCや端末などにデジタル・
オーディオ・ワークステーション(DAW)をインストールする必要があります。
システム要件と別途必要な物は以下の通りです。	 	

Windows PC と接続する場合 システム要件：Windows	8 以降

Mac PC と接続する場合 システム要件：MacOS	10.7 以降

iOS 端末と接続する場合 システム要件：iOS	10以降
別途必要な物：	本機とお持ちの機種を接

続できるケーブル

Android 端末と接続する場合 システム要件：	Android	9 以降 (OTG互
換デバイス付き )

別途必要な物：	本機とお持ちの機種を接
続できるケーブル

形式 コンデンサー型
指向特性 フロント/フロント＆バック/タイトステレオ/

ワイドステレオ
周波数特性 20Hz～20kHz
最大音圧レベル 129dB	SPL(THD	0.5%)
AD変換 24bit/192kHz
出力端子 USB	Type	C
ヘッドホン
出力端子

端子 ステレオミニフォーン
インピーダンス 16Ω
出力 43mW

電源 USB電源(DC5V)
寸法(W×H×D) 110×250×123mm
質量 920g(含スタンド)
付属品 USB	type	C	→	Aケーブル(約2m)、	

3/8	→	5/8変換ねじ
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保証規定

1.  正常な使用状態（安全上のご注意や取扱説明書がある場合は、その記載に従った状態）で保証期間内に故障した場合、無
料で修理を行います。修理が不可能な場合は、同一製品または同等品との交換となります。

2.  修理のために交換された旧部品や、同一製品または同等品との交換となった場合の故障製品は、お客様へお返しできませ
んので、あらかじめご了承ください。

3.  保証期間中でも以下の場合は有料となります。
① 本保証書のご提示がない場合。
② お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が本書にない場合。または、本書の字句を書き換えられた場合。
③ 使用上の誤り、他の機器から受けた障害、不当な修理や改造などによる故障および損傷。
④ 強い衝撃や無理な力を加えたり、ケーブルを引っ張ったりすることなどによる故障および損傷。
⑤ お買い上げ後の輸送や落下などによる故障および損傷。
⑥ 使用上の消耗、経年変化による劣化、変質、さび、かび、変色などによる損害。
⑦ 火災、地震、その他の天変地異、異常電圧などによる故障および損傷。
⑧ 付属品などの消耗による交換。

4.  お客様の逸失利益および第三者からお客様に対してなされた賠償請求に基づく損害について、ヒビノ株式会社は責任を負
いません。

5.  この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

6.  この保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※		この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制
限するものではありません。

ヒビノ株式会社　ヒビノプロオーディオセールス Div.
〒 108-0075 東京都港区港南 3-5-12

保  証  書

お買い上げ日から保証期間内に故障が発生した場合は、下記
の保証規定に基づき無料で修理を行います。本書を添えてお
買い上げの販売店にご連絡ください。

品名・型名 AKG	USBマイクロホン		Lyra-Y3

保 証 期 間 お買い上げ日から	 3 	年間

お買い上げ日 　　　　年　　　　月　　　　日

お客様 販売店

ご氏名 店名

ご住所 〒 (　　　　) 住所

電話番号 電話番号

1 2 3

3.	ヘッドホンをヘッドホン端子に接続し、正面のヘッドホン
音量調整つまみで出力音量を調整します。

4.	お持ちのデジタル・オーディオ・ワークステーション (DAW)
ソフトを起動します。

5.	背面のMICROPHONE	GAINつまみでマイクロホンの音声
入力レベルを調整します。

　　　

MICROPHONE	
GAIN つまみ

背面

6.	DAWソフトの録音ボタンを押して、録音を開始します。


