
カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

SK-EX　レンダリング ミディアムアンサンブル

SK-EX　コンサート ラウドアンサンブル

SK-EX　ジャズ ブライトアンサンブル

SK-EX　ウォーム フルオルガン

EX　コンサート リードアンサンブル

EX　ウォーム ハープシコード

EX　スタンダード オクターブハープシコード

EX　ポップグランド ハープシコード2

EX　ポップピアノ ビブラフォン

EX　ニューエイジ クラビ

EX　モダン マリンバ

SK-5　クラシカル チェレスタ

SK-5　ジャズ スプリットベル

SK-5　ポップ スローストリングス

アップライトピアノ　クラシカル シンセストリングス

アップライトピアノ　ブギ メロウストリングス

アップライトピアノ　ホンキートンク ストリングアンサンブル

クラシックエレクトリックピアノ メロウオーケストラ

60'sエレクトリックピアノ スモールストリングス

モダンエレクトリックピアノ ハープ

エレクトリックグランド ピチカート

クラシックエレクトリックピアノ2 クワイヤ

クラシックエレクトリックピアノ3 ポップボーカル

クラシックエレクトリックピアノ4 ポップボーカル2

クリスタルエレクトリックピアノ クワイヤ2

モダンエレクトリックピアノ2 ジャズボーカル

モダンエレクトリックピアノ3 ポップボーカル3

ジャズオルガン スロークワイヤ

ブルースオルガン ブレスクワイヤ

バラードオルガン ファンタジー

ゴスペルオルガン ファンタジー2

ドローバーオルガン ファンタジッククワイヤ

ドローバーオルガン2 ファンタジー3

ドローバーオルガン3 ファンタジー4

ドローバーオルガン4 ファンタジックブラス

チャーチオルガン コスミックパッド

ディアパソン コスミックパッド2

フルアンサンブル ウッドベース

オクターブディアパソン エレクトリックベース

ティビアオルガン エレクトリックベース2

オクターブプリンシパル ウッドベース&シンバル

プリンシパルコーラス エレクトリックベース&シンバル

バロックオルガン バラードギター

ソフトディアパソン ピックナイロンギター

ソフトストリングス フィンガーナイロンギター

メロウフルート

チャーチオルガン

ベース

ギター

NV10S音色一覧

ピアノ

チャーチオルガン

ハープシコード

マレット

ストリングス

エレクトリックピアノ

ボーカル

オルガン

パッド



カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

SK-EX　レンダリング ミディアムアンサンブル

SK-EX　コンサート ラウドアンサンブル

SK-EX　ジャズ ブライトアンサンブル

SK-EX　ウォーム フルオルガン

EX　コンサート リードアンサンブル

EX　ウォーム ハープシコード

EX　スタンダード オクターブハープシコード

EX　ポップグランド ハープシコード2

EX　ポップピアノ ビブラフォン

EX　ニューエイジ クラビ

EX　モダン マリンバ

SK-5　クラシカル チェレスタ

SK-5　ジャズ スプリットベル

SK-5　ポップ スローストリングス

アップライトピアノ　クラシカル シンセストリングス

アップライトピアノ　ブギ メロウストリングス

アップライトピアノ　ホンキートンク ストリングアンサンブル

クラシックエレクトリックピアノ メロウオーケストラ

60'sエレクトリックピアノ スモールストリングス

モダンエレクトリックピアノ ハープ

エレクトリックグランド ピチカート

クラシックエレクトリックピアノ2 クワイヤ

クラシックエレクトリックピアノ3 ポップボーカル

クラシックエレクトリックピアノ4 ポップボーカル2

クリスタルエレクトリックピアノ クワイヤ2

モダンエレクトリックピアノ2 ジャズボーカル

モダンエレクトリックピアノ3 ポップボーカル3

ジャズオルガン スロークワイヤ

ブルースオルガン ブレスクワイヤ

バラードオルガン ファンタジー

ゴスペルオルガン ファンタジー2

ドローバーオルガン ファンタジッククワイヤ

ドローバーオルガン2 ファンタジー3

ドローバーオルガン3 ファンタジー4

ドローバーオルガン4 ファンタジックブラス

チャーチオルガン コスミックパッド

ディアパソン コスミックパッド2

フルアンサンブル ウッドベース

オクターブディアパソン エレクトリックベース

ティビアオルガン エレクトリックベース2

オクターブプリンシパル ウッドベース&シンバル

プリンシパルコーラス エレクトリックベース&シンバル

バロックオルガン バラードギター

ソフトディアパソン ピックナイロンギター

ソフトストリングス フィンガーナイロンギター

メロウフルート

チャーチオルガン

ベース

ギター

NV5S音色一覧

ピアノ

チャーチオルガン

ハープシコード

マレット

ストリングス

エレクトリックピアノ

ボーカル

オルガン

パッド



カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

SK-EX　レンダリング ミディアムアンサンブル

SK-EX　コンサート ラウドアンサンブル

SK-EX　ジャズ ブライトアンサンブル

SK-EX　ウォーム フルオルガン

EX　コンサート リードアンサンブル

EX　ウォーム ハープシコード

EX　スタンダード オクターブハープシコード

EX　ポップグランド ハープシコード2

EX　ポップピアノ ビブラフォン

EX　ニューエイジ クラビ

EX　モダン マリンバ

SK-5　クラシカル チェレスタ

SK-5　ジャズ スプリットベル

SK-5　ポップ スローストリングス

アップライトピアノ　クラシカル シンセストリングス

アップライトピアノ　ブギ メロウストリングス

アップライトピアノ　ホンキートンク ストリングアンサンブル

クラシックエレクトリックピアノ メロウオーケストラ

60'sエレクトリックピアノ スモールストリングス

モダンエレクトリックピアノ ハープ

エレクトリックグランド ピチカート

クラシックエレクトリックピアノ2 クワイヤ

クラシックエレクトリックピアノ3 ポップボーカル

クラシックエレクトリックピアノ4 ポップボーカル2

クリスタルエレクトリックピアノ クワイヤ2

モダンエレクトリックピアノ2 ジャズボーカル

モダンエレクトリックピアノ3 ポップボーカル3

ジャズオルガン スロークワイヤ

ブルースオルガン ブレスクワイヤ

バラードオルガン ファンタジー

ゴスペルオルガン ファンタジー2

ドローバーオルガン ファンタジッククワイヤ

ドローバーオルガン2 ファンタジー3

ドローバーオルガン3 ファンタジー4

ドローバーオルガン4 ファンタジックブラス

チャーチオルガン コスミックパッド

ディアパソン コスミックパッド2

フルアンサンブル ウッドベース

オクターブディアパソン エレクトリックベース

ティビアオルガン エレクトリックベース2

オクターブプリンシパル ウッドベース&シンバル

プリンシパルコーラス エレクトリックベース&シンバル

バロックオルガン バラードギター

ソフトディアパソン ピックナイロンギター

ソフトストリングス フィンガーナイロンギター

メロウフルート

CA99音色一覧

ピアノ

エレクトリックピアノ

オルガン

チャーチオルガン

チャーチオルガン

ハープシコード

マレット

ストリングス

ボーカル

パッド

ベース

ギター



カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

SK-EX　レンダリング ラウドアンサンブル

SK-EX　コンサート ブライトアンサンブル

SK-EX　ジャズ フルオルガン

SK-EX　ウォーム ハープシコード

EX　コンサート オクターブハープシコード

EX　ウォーム ビブラフォン

EX　スタンダード クラビ

EX　ポップグランド マリンバ

EX　ポップピアノ チェレスタ

EX　モダン スローストリングス

SK-5　クラシカル シンセストリングス

SK-5　ポップ メロウストリングス

アップライトピアノ　クラシカル ストリングアンサンブル

クラシックエレクトリックピアノ メロウオーケストラ

60'sエレクトリックピアノ ハープ

モダンエレクトリックピアノ クワイヤ

クラシックエレクトリックピアノ2 ポップボーカル

クラシックエレクトリックピアノ3 ポップボーカル2

クリスタルエレクトリックピアノ クワイヤ2

ジャズオルガン ジャズボーカル

ブルースオルガン ポップボーカル3

バラードオルガン ファンタジー

ゴスペルオルガン ファンタジー2

ドローバーオルガン ファンタジッククワイヤ

ドローバーオルガン2 ファンタジー3

チャーチオルガン ファンタジックブラス

ディアパソン コスミックパッド

フルアンサンブル ウッドベース

オクターブディアパソン エレクトリックベース

ティビアオルガン エレクトリックベース2

オクターブプリンシパル ウッドベース&シンバル

ソフトストリングス バラードギター

メロウフルート ピックナイロンギター

ミディアムアンサンブル

ボーカル

エレクトリックピアノ

オルガン

パッド

チャーチオルガン
ベース

ギター

CA79音色一覧

ピアノ

チャーチオルガン

ハープシコード

マレット

ストリングス



カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

SKコンサートグランド ハープシコード

EXコンサートグランド ビブラフォン

SK-5グランドピアノ クラビ

ジャズグランド マリンバ

メロウグランド チェレスタ

メロウグランド2 スローストリングス

アップライトピアノ シンセストリングス

スタンダードグランド メロウストリングス

ポップグランド ストリングアンサンブル

ポップグランド2 クワイア

ブギウギピアノ クワイア2

モダンピアノ ファンタジー

クラシックE.ピアノ ファンタジー2

60’sE.ピアノ ウッドベース

モダンE.ピアノ エレクトリックベース

クラシックE.ピアノ2 フレットレスベース

モダンE.ピアノ2 W.ベース&シンバル

ジャズオルガン バラードギター

ブルースオルガン ピックナイロンギター

バラードオルガン

ゴスペルオルガン

チャーチオルガン

ディアパソン

オクターブディアパソン

オクターブプリンシパル

STRINGS

CA59音色一覧

PIANO1

PIANO2

VOCAL & PAD

E. PIANO

BASS & GUITAR

ORGAN

HARPSI & MALLETS



カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

SKコンサートグランド ジャズオルガン

EXコンサートグランド チャーチオルガン

アップライトピアノ ハープシコード

スタジオグランド ビブラフォン

スタジオグランド2 ストリングス

メロウグランド ストリングス2

メロウグランド2 クワイア

モダンピアノ ファンタジー

エレクトリックピアノ ファンタジー2

エレクトリックピアノ2

CA49音色一覧

-
-



CN39音色一覧（1/3）

カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

SKコンサートグランド ワイドホンキートンクピアノ チャーチオルガン2

EXコンサートグランド エレクトリックグランド2 チャーチオルガン3

SK-5グランドピアノ ソフトエレクトリックピアノ リードオルガン

スタジオグランド クリスタルE.ピアノ パフオルガン

スタジオグランド2 トレモロエレクトリックピアノ フレンチアコーディオン

メローグランド クラシックE.ピアノ4 フレンチアコーディオン2

メローグランド2 クラシックE.ピアノ5 アコーディオン

アップライトピアノ ニューエイジE.ピアノ アコーディオン2

スタンダードグランド モダンE.ピアノ3 ブルースハーモニカ

ポップグランド モダンE.ピアノ4 ハーモニカ

アップライトピアノ2 レジェンドE.ピアノ タンゴアコーディオン

モダンピアノ フェイズE.ピアノ フィンガーナイロンギター

アップライトピアノ3 ハープシコード2 ナイロンギター

ホンキートンクピアノ ハープシコード3 ナイロンギター2

クラシックE.ピアノ オクターブハープシコード ナイロンギター3

60’sエレクトリックピアノ ワイドハープシコード ウクレレ

モダンE.ピアノ シンセクラビ バラードギター

エレクトリックグランド グロッケン フォークギター

クラシックE.ピアノ2 ミュージックボックス フォークギター2

クラシックE.ピアノ3 トイピアノ １２ゲンギター

モダンE.ピアノ2 ワイドビブラフォン マンドリン

ジャズオルガン ワイドマリンバ ジャズギター

ブルースオルガン シロホン ペダルスチール

バラードオルガン ハンドベル リズムギター

ゴスペルオルガン チューブラベル エレクトリックギター

チャーチオルガン チャーチベル エレクトリックギター2

メローフルート カリヨン エレクトリックギター3

ミディアムアンサンブル ダルシマー ミュートギター

ラウドアンサンブル ドローバーオルガン カッティングギター

ハープシコード ドローバーオルガン2 カントリーリードギター

ビブラフォン ドローバーオルガン3 オーバードライブギター

クラビ ドローバーオルガン4 ダイナミックOvドライブ

マリンバ ドローバーオルガン5 ディスト―ションギター

チェレスタ ドローバーオルガン6 ディストフィードバック

オルゴール ソフトソロオルガン ディストリズム

スローストリングス エレクトロニックオルガン E.ギターハーモニクス

ストリングパッド 60'sオルガン ギターフィードバック

ウォームストリングス パーカスオルガン ウッドベース2

ストリングアンサンブル ティビアベース ウッドベース3

クワイア ロックオルガン ウッドベース4

クワイア2 オクターブプリンシパル エレクトリックベース2

ニューエイジ ソフトディアパソン エレクトリックベース3

アトモスフィア ソフトストリングス フィンガースラップベース

ウッドベース ブライトアンサンブル ピックベース

エレクトリックベース フルオルガン スラップベース

フレットレスベース リードアンサンブル スラップベース2

ウッドベース&ライド ディアパソン シンセベース

ジャズグランド フルアンサンブル シンセベース2

スタジオグランド3 オクターブディアパソン シンセベース3

メローグランド3 シアターオルガン シンセベース4

ロックピアノ 8'sセレステ ウォームシンセベース

ニューエイジピアノ スモールアンサンブル クラビベース

ニューエイジピアノ2 リーズ ハンマーベース

ニューエイジピアノ3 パイプ＆エアー ラバーベース

オクターブピアノ プリンシパルパイプ アタックベース

OTHERS:
BASS

OTHERS:
GUITAR

OTHERS:
ACCORDION

OTHERS:
CHURCH
ORGAN

OTHERS:
PIANO

OTHERS:
PIANO

OTHERS:
CHURCH
ORGAN

OTHERS:
DRAWBER

OTHERS:
HARPSI

&
MALLET

OTHERS:
E.PIANO

PIANO1

PIANO2

E.PIANO

ORGAN

HARPSI
&

MALLETS

STRINGS
&

CHOIR

BASS



CN39音色一覧（2/3）

カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

バイオリン バスーン シャミセン

スローバイオリン クラリネット コト

ビオラ フルート&ストリングス タイショウゴト

チェロ ピッコロ カリンバ

コントラバス ジャズフルート バグパイプ

トレモロストリングス ビックバンドウインズ フィドル

ストリングス&ブラス オーケストラウインズ シャナイ

60'sストリングス フルート ティンクルベル

ストリングスフォルツァンド バラードフルート アゴゴ

ストリングアンサンブル2 リコーダー スチールドラム

シンセストリングス パンフルート ウッドブロック

シンセストリングス2 ブロウボトル カスタネット

シンセストリングス3 シャクハチ タイコ

ピチカート ホイッスル コンサートバスドラム

ハープ オカリナ メロディックタム

ケケルティックハープ スクエアリード1 メロディックタム2

ティンパニー スクエアリード2 シンセドラム

クワイア3 サイン リズムボックスタム

ボイスウー クラシックシンセ エレクトリックドラム

ハミング クラシックシンセ2 リバースシンバル

ドレミ♯ リード ギターフレットノイズ

ドレミ♭ クラシックシンセ3 ギターカッティングノイズ

シンセボーカル シーケンスアナログ カッティングノイズ2

アナログボイス カリオペ ベースウッドスラップ

オーケストラヒット チフ ブレスノイズ

ベースヒットプラス チャラング フルートキークリック

6thヒット ワイアーリード ナミ

ユーロヒット ボイスリード アメ

トランペット フィフスリード カミナリ

ソロトランペット ベース&リード カゼ

フリューゲルホルン ソフトワイアーリード オガワ

センチメンタルトロンボーン ファンタジッククワイア アワ

トロンボーン ニューエイジ2 トリ

トロンボーン2 ニューエイジ3 イヌ

ブライトトロンボーン ニューエイジ4 ウマノヒヅメ

チューバ ウォームパッド トリ2

カップミュートトランペット サインパッド ネコ&イヌ&ハープ

カップミュートトロンボーン ブライトウォームパッド デンワ

ミュートトランペット ポリシンセ デンワ2

ミュートトランペット2 クアイアパッド ドア

フレンチホルン ボウドパッド ドア2

ウォームフレンチホルン メタリックパッド スクラッチ

ブラスセクション ハロパッド ウインドチャイム

ブラスセクション2 スィープパッド ヘリコプター

シンセブラス マルチスイープ カーエンジン

シンセブラス2 レインパッド カーストップ

シンセブラス3 サウンドトラック カーパス

シンセブラス4 クリスタル カークラッシュ

ジャンプブラス シンセマレット サイレン

アナログブラス ブライトネス キシャ

アナログブラス2 ブライトネス2 ジェットキ

オーボエ&ストリングス ゴブリン ウチュウセン

ソプラノサックス エコーズ バーストノイズ

アルトサックス エコーベル ハクシュ

ソフトテナーサックス エコーパン ワライゴエ

テナーサックス サイエンスフィクション サケビゴエ

バリトンサックス シタール パンチ

オーボエ シタール2 シンゾウ

イングリッシュホルン バンジョー アシオト

OTHERS:
REED

OTHERS:
BRASS

OTHERS:
CHOIR

&
HIT

OTHERS:
ETHNIC

OTHERS:
SFX

OTHERS:
PERCUSSION

OTHERS:
ETHNIC

OTHERS:
STRINGS

&
ORCHINST

OTHERS:
REED

OTHERS:
PIPE

OTHERS:
SYNTH LEAD

OTHERS:
SYNTH PAD

OTHERS:
SYNTH SFX



CN39音色一覧（3/3）

カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

ジュウセイ

マシンガン

レーザーガン

バクハツ

スタンダードセット

ルームセット

パワーセット

エレクトロニックセット

アナログセット

ジャズセット

ブラシセット

オーケストラセット

SFXセット

OTHERS:DRUMKIT

OTHERS:
SFX



カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

SKコンサートグランド ジャズオルガン

EXコンサートグランド チャーチオルガン

アップライトピアノ ハープシコード

スタジオグランド ビブラフォン

スタジオグランド2 ストリングス1

メローグランド ストリングス2

メローグランド2 クワイア

モダンピアノ ファンタジー1

エレクトリックピアノ1 ファンタジー2

エレクトリックピアノ2

CN29音色一覧

-
-



カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

SKコンサートグランド ハープシコード

EXコンサートグランド ビブラフォン

ジャズグランド クラビ

メロウグランド マリンバ

ポップグランド ストリングアンサンブル

SK-5グランドピアノ スローストリングス

アップライトピアノ シンセストリングス

ポップグランド2 メロウストリングス

モダンピアノ クワイア

ロックピアノ ポップアンサンブル

クラシックE.ピアノ ファンタジー

クラシックE.ピアノ2 ファンタジー2

クラシックE.ピアノ3 エレクトリックベース

60's E.ピアノ エレクトリックベース2

60's E.ピアノ2 エレクトリックベース3

モダンE.ピアノ ウッドベース

ジャズオルガン W.ベース&シンバル

ドローバーオルガン

バラードオルガン

オクターブプリンシパル

チャーチオルガン

ORGAN

BASS

ES920音色一覧

PIANO1
HARPSI / MALLETS

STRINGS / CHOIR
PIANO2

E.PIANO



カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

コンサートグランド1 スローストリングス

コンサートグランド2 ストリングアンサンブル

スタジオグランド1 ウッドベース

スタジオグランド2 エレクトリックベース

メローグランド1 ハープシコード

メローグランド2 ビブラフォン

モダンピアノ

ロックピアノ

クラシックE.ピアノ

60's E.ピアノ

モダンE.ピアノ

ジャズオルガン

チャーチオルガン

その他

ES110音色一覧

ピアノ

E.ピアノ/オルガン



カテゴリー名 音色名 カテゴリー名 音色名

SK Concert Grand Electric Grand

EX Concert Grand Clavi 1

SK-5 Grand Clavi 2

Pop Piano String Ensemble

EX Studio Grand Beautiful Str.

SK-5 Studio Grand String Pad

SK Jazz Grand Warm Strings

Jazz Grand Pad 1

Standard Grand Pad 2

Uplight Piano Pad 3

Mono SK Grand Pad 4

Mono EX Grand Harpsichord

Tine EP1 Vibraphone

Tine EP2 Celesta

Tine EP3 Marimba

Reed EP1 Wood Bass

Reed EP2 Finger Bass

Reed EP3 Fretless Bass

Modern EP1 Wood Bass & Ride

Modern EP2

Modern EP3

SUB:
Pad

SUB:
Harpsi/Mallet

SUB:
Bass

PIANO:
Jazz

PIANO:
Uplight/Mono

E.PIANO:
Tine

E.PIANO:
Reed

E.PIANO:
Modern

MP11SE色一覧

PIANO:
Concert

PIANO:
Pop

E.PIANO:
E.Grand/Clavi

SUB:
Strings



MP7SE色一覧


