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MDR-5
取扱説明書　

このたびは、ヤマハミュージックデータレコーダーMDR-5をお買い上げいただきまして、ありがとう
ございます。MDR-5は、エレクトーンELシリーズ専用の周辺機器として開発されたMIDI対応の録音/
再生装置です。
レジストレーションのデータを記録したり、演奏を録音、再生することができます。エレクトーン演奏
の楽しみ方をさらに広げていただくために、ぜひこの取扱説明書をご活用いただきますようお願い申し
上げます。
また、ご一読いただいたあとも、不明な点が生じた場合に備えて、大切に保管いただきますようお願い
します。

MDR-5を使用できるエレクトーン
•ELX-1/1m
•EL-900m/900B/900/700/500/400/200/100
•EL-90/87/70/57/50/37/30/27/20/17

この機器のお取り扱いについては、ご使用の前に必ず2～4ページの「安全上のご注意」、18ページの
「USB TO DEVICE端子ご使用上の注意」をお読みください。
取り付け説明については8ページをご覧ください。

重要
EL用市販フロッピーディスクを利用される場合、あらかじめフロッピーディスクドライブ搭載の
STAGEA（Ver.1.83以上）にて、変換操作が必要です。変換手順については、インターネット上のヤマ
ハエレクトーンホームページ＜http://electone.jp/＞のMDR-5製品サイト「MDR-5用データへの変換
手順書」をご覧ください。
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安全上のご注意
ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産へ
の損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。
お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願いいた
します。
お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

記号表示について
この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

「警告」と「注意」について
以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明
示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

 警告　

電源コードをストーブなどの熱器具に
近づけたり、無理に曲げたり、傷つけ
たりしない。また、電源コードに重い
ものをのせない。
電源コードが破損し、感電や火災の原
因になります。

電源は必ず交流100Vを使用する。
エアコンの電源など交流200Vのもの
があります。誤って接続すると、感電や
火災のおそれがあります。

電源アダプターは、必ず指定のもの
(45ページ)を使用する。
異なった電源アダプターを使用すると、
故障、発熱、火災などの原因になりま
す。

電源プラグにほこりが付着している場
合は、ほこりをきれいに拭き取る。
感電やショートのおそれがあります。

「ご注意ください」という注意喚起を示します。

～しないでくださいという「禁止」を示します。

「必ず実行」してくださいという強制を示します。

警告
この表示の欄は、「死亡す
る可能性または重傷を負
う可能性が想定される」
内容です。

注意
この表示の欄は、「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。

電源 / 電源アダプター

禁止

必ず実行

必ず実行

必ず実行
MDR-5 取扱説明書
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この製品の内部を開けたり、内部の部
品を分解したり改造したりしない。
感電や火災、けが、または故障の原因
になります。

本体の上に花瓶や薬品など液体の入っ
たものを置かない。また、浴室や雨天
時の屋外など湿気の多いところで使用
しない。
内部に水などの液体が入ると、感電や
火災、または故障の原因になります。
入った場合は、すぐに電源スイッチを
切り、電源プラグをコンセントから抜
いた上で、お買い上げの販売店または
巻末のヤマハ修理ご相談センターに点
検をご依頼ください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししな
い。
感電のおそれがあります。

本体の上にろうそくなど火気のあるも
のを置かない。
ろうそくなどが倒れたりして、火災の
原因になります。

下記のような異常が発生した場合、す
ぐに電源スイッチを切り、電源プラグ
をコンセントから抜く。
・電源コード/プラグがいたんだ場合
・製品から異常なにおいや煙が出た場合
・製品の内部に異物が入った場合
・使用中に音が出なくなった場合
そのまま使用を続けると、感電や火災、
または故障のおそれがあります。至急、
お買い上げの販売店または巻末のヤマ
ハ修理ご相談センターに点検をご依頼
ください。

 注意　

たこ足配線をしない。
音質が劣化したり、コンセント部が異
常発熱して火災の原因になることがあ
ります。

電源プラグを抜くときは、電源コード
を持たずに、必ず電源プラグを持って
引き抜く。
電源コードが破損して、感電や火災の
原因になることがあります。

分解禁止

禁止

水に注意

禁止

禁止

火に注意

禁止

異常に気づいたら

必ず実行

電源 / 電源アダプター

禁止

必ず実行
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長期間使用しないときや落雷のおそれ
があるときは、必ずコンセントから電
源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることが
あります。

適切な方法で取り付ける(8ページ)。
本体が落下して故障したり、お客様や
ほかの方々がけがをしたりする原因に
なります。

この製品を電源コンセントの近くに設
置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設
置し、異常を感じた場合にはすぐに電
源スイッチを切り、電源プラグをコン
セントから抜いてください。また、電
源スイッチを切った状態でも微電流が
流れています。
この製品を長時間使用しないときは、
必ず電源プラグをコンセントから抜い
てください。

すべての機器の電源を切った上で、ほ
かの機器と接続する。
感電、聴力障害または機器の損傷の原
因になります。

本体の上にのったり重いものをのせた
りしない。また、ボタンやスイッチ、
入出力端子などに無理な力を加えない。
本体が破損したり、お客様やほかの
方々がけがをしたりする原因になりま
す。

使用後は、必ず電源スイッチを切りましょう。
電源スイッチを切った状態(電源スイッチがスタンバイの状態)でも微電流が流れています。スタンバイ
時の消費電力は、最小限の値で設計されています。この製品を長時間使用しないときは必ず電源プラグ
をコンセントから抜いてください。

必ず実行

設置

必ず実行

必ず実行

接続

必ず実行

禁止

●データが破損したり失われたりした場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。
●不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。

取扱説明書について
この製品の取扱説明書は、以下のように構成されています。

■取扱説明書(本書)
■MIDIリファレンス(電子マニュアル)
MIDIリファレンスは、ヤマハマニュアルライブラリーのウェブサイトからご覧いただけます。
インターネットに接続して以下のウェブサイトを開き、「モデル名から検索」テキストボックスにモ
デル名(「MDR-5」)を入力して「検索」をクリックします。
ヤマハマニュアルライブラリー：http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/
MDR-5 取扱説明書
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注記(ご使用上の注意)
製品の故障、損傷や誤動作、データの損失を防ぐため、以下の内容をお守りください。

製品の取り扱い/お手入れに関する注意
•テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しないでください。楽器本体ま
たはテレビやラジオなどに雑音が生じる原因になります。
•直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストーブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度
が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多いところで使用しないでください。本体のパネルが変
形したり、内部の部品が故障したり、動作が不安定になったりする原因になります(5℃～40℃の範囲
で動作することを確認しています)。
•本体上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを置かないでください。本体のパネルが変
色/ 変質する原因になります。
•手入れするときは、乾いた柔らかい布をご使用ください。ベンジンやシンナー、洗剤、化学ぞうきん
などを使用すると、変色/変質する原因になりますので、使用しないでください。

データの保存に関する注意
保存したUSBフラッシュメモリーの万一の事故に備えて、大切なデータは予備のUSBフラッシュメモ
リーにバックアップとして保存されることをおすすめします。

お知らせ
データの著作権に関するお願い
•ヤマハ(株)および第三者から販売もしくは提供されている音楽/サウンドデータは、私的使用のための
複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じら
れています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。

取扱説明書の記載内容に関するお知らせ
•この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、
実際の仕様と異なる場合があります。
•MIDIは社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。

付属品(お確かめください)
•取扱説明書(本書)
* 本書巻末に、「保証書」と「ヤマハオンラインメンバー 製品ユーザー登録のご案内」が記載さ
れています。

•電源アダプター
•専用MIDIケーブル
•ブラケット(取り付け金具)(8ページ)
•ネジセット(ネジ8本、スペーサー、ケーブルホルダー )(8ページ)
MDR-5 取扱説明書 5
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できること、できないこと
できること
■ MDR-5を使って作成したソングを再生/コピー /削除できます。
■ 1つのソングに複数のレジストレーションデータを記録し、個別に読み込んだり、削除できま
す。ただし、EL-17にはレジストレーションメモリー機能がありませんので、レジスト
レーションデータの記録/読み込みなどはできません。

■ ELX-1m、EL-900m/900/900B/700/500/400/100では、1つのソングに記録した複数の
レジストレーションを使って、ネクストレジスト機能の設定(31ページ)ができます。

■ セルフパワーのUSBハブ(別売り)を使うと、2つのUSBフラッシュメモリーを接続でき、2つ
のUSBフラッシュメモリー間でデータのコピー /移動ができます。

できないこと
再生/録音
■ ELSシリーズ/ELB/DDKで作成したデータおよび販売データは読み込めません。
■ ELシリーズのエレクトーン(ELX-1m、EL-900、EL-90など)を使ってフロッピーディスクに保
存したELソングと、フロッピーディスクで販売されているELプロテクトデータはそのままで
は再生できません。
ELSシリーズを使ってMDR-5で使用できる形式に変換すると、MDR-5でも再生できるように
なります。詳しくは<http://electone.jp/>をご覧ください。

■ ネクストレジスト機能(31ページ)は正しく録音/再生できない場合があります。ネクストレジ
ストを使って録音/再生すると、ネクストレジストの読み込み中/直後に、録音/再生イベント
が遅れます。

■ リードボイスの分離録音/分離再生はできません。
■ キーボードパーカッションの分離録音はできません。分離再生はできますがパートをオフにで
きません。

■ パンチイン録音はできません。

エレクトーン機能による制限
■ EL-17にはレジストレーションメモリー機能がありませんので、レジストレーションメモリー
の記録/読み込みはできません。演奏のみの録音(カスタム録音)になります。

■ ELX-1、EL-200/90/87/70/57/50/37/30/27/20/17は、ネクストレジスト機能の設定は
できません。

その他
■ VAカスタムボイスは読み込めません。
■ XGソングはコピー /削除できません。
■ XG簡易変換機能はありません。
■ ネクストソング、ネクストソング+(プラス)、ディスクコピー機能はありません。
■ USBフラッシュメモリーのルートにあるソングは選択できません。F01～F99のいずれかの
フォルダーの中に入れてください。

■ MDR-5に接続したUSBフラッシュメモリーと、エレクトーンの内蔵MDRに入れたフロッピー
ディスクとのあいだで、直接データをやりとりする機能はありません。

■ ソングの再生や録音に伴うレジストレーションの読み込みには、20～30秒かかります。
■ MDR-5をELX-1m、EL-900m/900/900B/700/500/400/100に取り付けた場合、MDR-5
で読み込んだソングは、楽器本体のディスプレイ画面に表示されません。

http://electone.jp/
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組み立てにはプラス(＋)のドライバーが必要です。ご用意ください。

最初に、部品がすべてそろっていることをご
確認ください。

※実物大のネジのイラストです。お持ちのエ
レクトーンに合ったネジをお使いください。

MDR-5の取り付け

注意
•MDR-5とエレクトーンの接続は、必ずMDR-5とエレクトーンの電源を切った上で行なって
ください。
•部品をまちがえたり、向きをまちがえたりしないように注意して、手順どおりに組み立てて
ください。
•取り付けは、必ず平らなところで行なってください。
•ネジは付属の指定サイズ以外のものは使用しないでください。サイズの違うネジを使用する
と、製品の破損や故障の原因になることがあります。
•ネジはエレクトーンに固定後、ゆるみがないよう締め直してください。
•取り外すときは、組み立ての逆の順序で行なってください。

MDR-5本体1個

スペーサー 1個 ケーブルホルダー 1個

MIDIケーブル1本 電源アダプター 1個

ブラケット1個
(取り付け金具)

種類 形状と寸法 数量

A 2

B 1

C 1

D 1

E 3
MDR-5 取扱説明書



手順1　MDR-5にブラケット(取り付け金具)を取り付ける
やわらかい布の上に、MDR-5のパネル面を下にして置き、
付属のネジE3本でブラケットを取り付けます。
（※前ページにネジ一覧表を掲載）

手順2　スペーサーを貼る
手順2は、エレクトーンごとに異なります。

スペーサーは不要ですので、次の手順に進んでください。

スペーサーのシールをはがして、ブラケットの穴に合わせて
貼ってください(穴をふさがないように注意してください)。

スペーサーのシールをはがして、エレクトーン本体のネジ穴に合わせて貼ってください(穴をふさ
がないように注意してください)。

F次ページから製品ごとの取り付け方法の説明です。

ELX-1/1m, EL-400/200/100/27/20/17

EL-900/900m/900B/700/500

EL-90/87/70/57/50/37/30

ネジE

※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図

ここにスペーサーを
貼り付けます。
ここにスペーサーを
貼り付けます。
MDR-5 取扱説明書 9
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手順3　MDR-5をエレクトーンに取り
付ける
手順3は、エレクトーンごとに異なります。

■使用するネジ
エレクトーンにもともと取り付けられている
ネジを使用します。付属のネジは使いません。

3-1 エレクトーン手前右端のネジを1本、ネ
ジの軸が5mm見える程度にゆるめてお
きます。
このネジにブラケットを引っ掛けますの
で、ネジを外してしまわないようにして
ください。

3-2 イラスト位置のネジを外します。外した
ネジは手順3-5で使用します。固くて外
せないときは、無理に外さず、巻末のヤ
マハ修理ご相談センターにご連絡くださ
い。

3-3 手順3-1でゆるめたネジにブラケットの
U字の切り込みを合わせ、ブラケットが
腕木と平行になるようにします。

3-4 ブラケットと腕木が平行になったことを
確認したら、ネジを仮留めします。

3-5 ブラケットの上から、手順3-2で外した
ネジをしっかり締めます。

3-6 手順3-4で仮留めしたネジをしっかり締
め直します。

⇒手順4…………………………15ページ

ELX-1/1m

※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図

5mm

ブラケットをスライドさせてネジに引っ掛ける。

U字の切り込みU字の切り込みU字の切り込み 腕木腕木腕木

ブラケット

平行平行平行

腕木腕木腕木仮留め仮留め仮留め

注記
ブラケットは取り付け後はできるだけ取り外さないでください。ブラケットをエレクトーンに固定
しているネジは、エレクトーンの木板に溝を刻みながら取り付けられているため、一度外すと溝と
かみあってしまい、再度ブラケットを取り付けることができなくなる可能性があります。
MDR-5 取扱説明書



■使用するネジ
EL-900/900m/900B：A1本、D1本
EL-700/500：A1本、C1本

3-1 エレクトーン手前右端のネジを1本外し
ます。

3-2 外したネジ穴に、EL-900/900m/900B
はネジDを、EL-700/500はネジCを仮
留めします。
あとでブラケットを引っ掛けますので、
ネジの軸が5mm見える程度にしてくだ
さい。

3-3 仮留めしたネジにブラケットのU字切り
込みを合わせ、ブラケットと腕木が平行
になるようにします。

3-4 ブラケットと腕木が平行になったことを
確認したら、仮留めしたネジをしっかり
締め直します。

3-5 イラストの位置に、ブラケットの上から
付属のネジAをしっかり締めます。
エレクトーンにネジ穴がないので、自力
で穴を開ける必要があります。あらかじ
め錐(きり)を使って小さな穴をあけてお
くと、ネジが入りやすくなります。自力
で入れる場合は、上へ押す力7割、回す
力3割で行ないます。

⇒手順4…………………………15ページ

EL-900/900m/900B/700/500

※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図

EL-900/900m/900B: ネジD
EL-700/500: ネジC

5mm

ブラケットをスライドさせてネジに引っ掛ける。

U字の切り込みU字の切り込みU字の切り込み 腕木腕木腕木

ブラケットブラケットブラケット

平行平行平行

ネジA

注記
ブラケットは取り付け後はできるだけ取り外さないでください。ブラケットをエレクトーンに固定
しているネジは、エレクトーンの木板に溝を刻みながら取り付けられているため、一度外すと溝と
かみあってしまい、再度ブラケットを取り付けることができなくなる可能性があります。
MDR-5 取扱説明書 11
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■使用するネジ
エレクトーンにもともと取り付けられている
ネジ1本と、B1本

3-1 エレクトーン手前右端のネジを1本、ネ
ジの軸が5mm見える程度にゆるめてお
きます。
このネジにブラケットを引っ掛けますの
で、ネジを外してしまわないようにして
ください。

3-2 ネジにブラケットのU字の切り込みを合
わせ、ブラケットが腕木と平行になるよ
うにします。

3-3 ネジを、ネジ軸が見えなくなる程度に、
仮留めします。

3-4 ブラケットの上から付属のネジBをしっ
かり締めます。

3-5 手順3-3で仮留めしたネジをしっかり締
め直します。

⇒手順4…………………………15ページ

EL-400/200/27/20/17

5mm

※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図

ブラケットをスライドさせてネジに引っ掛ける。

U字の切り込みU字の切り込みU字の切り込み 腕木腕木腕木

ブラケットブラケットブラケット

平行平行平行

仮留め仮留め

ネジB

注記
ブラケットは取り付け後はできるだけ取り外さないでください。ブラケットをエレクトーンに固定
しているネジは、エレクトーンの木板に溝を刻みながら取り付けられているため、一度外すと溝と
かみあってしまい、再度ブラケットを取り付けることができなくなる可能性があります。
MDR-5 取扱説明書



■使用するネジ
A2本

3-1 ブラケットを腕木から２mm平行に離
し、口棒からも２ｍｍ平行に離し、取り
付け位置を確認します。
U字の切り込みの奥にあたる部分に、鉛
筆などで印をつけておきます。

3-2 印をつけた個所に、ネジＡを仮留めしま
す。
あとでブラケットを引っ掛けますので、
ネジの軸が5mm見える程度にしてくだ
さい。
エレクトーンにネジ穴がないので、自力
で穴を開ける必要があります。あらかじ
め錐(きり)を使って小さな穴をあけてお
くと、ネジが入りやすくなります。自力
で入れる場合は、上へ押す力7割、回す
力3割で行ないます。

3-3 ブラケットのＵ字の切り込みを、手順3-
2で締めたネジに引っ掛けます。奥まで
すべらせネジをしっかり締めます。

3-4 2本目のネジＡをしっかり締めます。
エレクトーンにネジ穴がないので、自力
で穴を開ける必要があります。あらかじ
め錐(きり)を使って小さな穴をあけてお
くと、ネジが入りやすくなります。自力
で入れる場合は、上へ押す力7割、回す
力3割で行ないます。

⇒手順4…………………………15ページ

EL-100

ブラケットブラケットブラケット

平行平行平行

※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図

2mm2mm2mm
腕木腕木腕木
口棒口棒口棒 2m

m
2m
m

2m
m

ネジAネジAネジA

5mm

ブラケットをスライドさせてネジに引っ掛ける。

U字の切り込みU字の切り込みU字の切り込み口棒口棒口棒

腕木腕木腕木

ネジA

注記
ブラケットは取り付け後はできるだけ取り外さないでください。ブラケットをエレクトーンに固定
しているネジは、エレクトーンの木板に溝を刻みながら取り付けられているため、一度外すと溝と
かみあってしまい、再度ブラケットを取り付けることができなくなる可能性があります。
MDR-5 取扱説明書 13
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■使用するネジ
B1本、C1本

3-1 エレクトーン鍵盤下の手前右端のネジを
1本外します。

3-2 付属のネジCを、外したネジ穴に仮留め
します。
ネジの軸が5mm見える程度にしてくだ
さい。

3-3 ブラケットのＵ字の切り込みを手順3-2
で仮留めしたネジにひっかけ、ブラケッ
トが腕木と平行になるようにします。
手順2でスペーサーを貼ったネジ穴をふ
さがないようにご注意ください。

3-4 ブラケットと腕木が平行になったことを
確認したら、仮留めします。

3-5 スペーサーを貼った穴に、付属のネジB
をしっかり締めます。ネジの位置が合わ
ない場合は、手順3-4のネジをゆるめて、
ブラケットの位置を調整してください。

3-6 3-4で仮留めしたネジをしっかり締め直
します。

EL-90/87/70/57/50/37/30

※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図※エレクトーン鍵盤下側を右から見た図

5mm

ネジCネジCネジC

ブラケットをスライドさせてネジに引っ掛ける。

U字の切り込みU字の切り込みU字の切り込み 腕木腕木腕木

ブラケット

平行平行平行

仮留め

ネジB

注記
ブラケットは取り付け後はできるだけ取り外さないでください。ブラケットをエレクトーンに固定
しているネジは、エレクトーンの木板に溝を刻みながら取り付けられているため、一度外すと溝と
かみあってしまい、再度ブラケットを取り付けることができなくなる可能性があります。
MDR-5 取扱説明書



手順4 電源アダプターとMIDIケーブルを接続する

4-1 MIDIケーブルを接続する
ケーブルのINをエレクトーンのMIDI OUT端子に、OUTをエレクトーンのMIDI IN端子に接
続します。L字型プラグをMDR-5のMIDI端子に接続し、へこみ部分が隠れるまで、ぎゅっ
と押し込みます。

4-2 電源アダプターを接続する
電源アダプターのDCプラグを、MDR-5の電源端子に接続します。コードをMDR-5のコー
ドクランプに下から上へ2回巻き、プラグをコンセントに差し込みます。

注記
電源アダプターのコードをきつく巻きつけたり、DCプラグの付け根が変形した状態で巻きつけな
いでください。断線などの故障に繋がるおそれがあります。

ケーブルホルダーはエレクトーンの鍵盤下、右側板の内側に貼り付けます。
電源アダプターのケーブルをケーブルホルダーに固定します。

4-3 USBフラッシュメモリーを接続する
USBフラッシュメモリーをUSB TO DEVICE端子に接続します。接続が終わったら、
「MDR-5のご使用の前に」(17ページ)をお読みになったあと、USBフラッシュメモリーの
フォーマット(初期化)(19ページ)、ソング録音(23ページ)を行なってみましょう。

コードクランプに下から
上へ2回巻き付ける。
コードクランプに下から
上へ2回巻き付ける。4-1

4-2

4-2 ここを曲げないでください。

MDR-5 本体側

エレクトーン本体側

※INとOUTを接続
MDR-5 取扱説明書 15



16 MDR-5 取扱説明書

操作パネル

1 電源( )スイッチ
電源スイッチを押して電源を入れます。電
源を切るときは、電源スイッチを1秒以上
押して指を離します。

注意
•電源スイッチが切れている状態でも微電流が
流れています。この機器を長時間使用しない
ときや落雷のおそれがあるときは必ずコンセ
ントから電源プラグを抜いてください。

2 PAUSE (ポーズ)ボタン

3 STOP (ストップ)ボタン

4 PLAY/CUSTOM (プレイ/カスタム)ボタン

5 SONG SELECT/G/TEMPO－
(ソングセレクト/巻戻し/テンポ－)ボタン

6 SONG SELECT/H/TEMPO＋
(ソングセレクト/早送り/テンポ＋)ボタン

7 RECORD/FORMAT 
(レコード/フォーマット)ボタン

8 SHIFT (シフト)ボタン

RECORD(録音)セクション

9 UPPER/REPEAT 
(アッパー /リピート)ボタン

) LOWER/REGIST 
(ロワー /レジスト)ボタン

! PEDAL (ペダル)ボタン

@ CONTROL/COPY 
(コントロール/コピー )ボタン

PLAY(再生)セクション

# UPPER/
(アッパー /上の階層へ移動)ボタン

$ LOWER/
(ロワー /下の階層へ移動)ボタン

% PEDAL (ペダル)ボタン

^ CONTROL/DELETE 
(コントロール/デリート)ボタン

& (電源)端子

* MIDI端子

( USB TO DEVICE端子

各部の名称

1

シフト(SHIFT)ボタンについて
ボタンの真下に表示されている機能を選択する場
合には、SHIFTボタンを押しながら、その該当す
るボタンを押します。



データの録音/保存に関するご注意です。

1. MDR-5のご使用の前に

【ELX-1m】
【EL-900m/900B/900/700/500/400/
200/100】
上記のモデルは、エレクトーンのHOST 
SELECT (ホストセレクト)がMIDIになって
いることを確認してください。MIDI以外に
設定されていると、録音/再生ができません。
HOST SELECTについては、お使いのエレ
クトーンの取扱説明書をご覧ください。

【内蔵MDRのあるエレクトーン】
MDR-5のご使用時は、エレクトーン内蔵の
フロッピーディスク挿入口からフロッピーを
取り出しておいてください。フロッピーディ
スク挿入口にフロッピーが入ったままだと、
正しく録音/再生ができない場合があります。
また、プロテクトディスクを入れたままレジ
ストレーションデータを編集しても、
MDR-5には保存できませんので、ご注意く
ださい。

HOST  SELECT

Mac
PC-1PC-2

MIDI

【すべてのモデル】
•MDR-5で作成したデータを、ELSシリーズ
/ELB/DDKで保存するとMDR-5で読み込
めなくなりますのでご注意ください。
•プロテクトソングを編集する場合、いった
んMDR-5の電源を入れ直したあと、ソン
グコピーを行ない、コピーされたデータの
レジストレーションデータをエレクトーン
内に読み込んでから編集してください。こ
の操作を行なわないと、編集後のデータが
録音/保存できない場合があります。また、
編集したデータはMDR-5の電源をオフに
する前に録音/保存してください。
•ノンプロテクトソングのレジストレーショ
ンを新規に作成する場合は、いったん
MDR-5の電源を入れ直し、エレクトーン
のパネル上のレジストレーションメモリー
も初期化してから、レジストレーションを
編集してください。この操作を行なわない
と、編集後のデータが録音/保存できない
場合があります。また、編集したデータは
MDR-5の電源をオフにする前に録音/保存
してください(エレクトーンのレジストレー
ションデータの初期化については、エレク
トーンの取扱説明書をご覧ください)。
•新規録音時に、エレクトーンのテンポを大
幅に変えると、演奏のタイミングが前後し
ます。リズムを使わないソングの場合は、
レジストレーションのテンポをそろえてく
ださい。
MDR-5 取扱説明書 17
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USB TO DEVICE端子ご使用
上の注意
本機にはUSB TO DEVICE端子があります。USB 
TO DEVICE端子にUSB機器を接続する場合は、次の
ことをお守りください。

使用できるUSB機器
•USBフラッシュメモリー
• USBハブ
ご購入の前に「USBデバイス動作確認済みリス
ト」を、インターネット上の下記URL内でご確認
ください。
http://electone.jp/

USB機器の接続
• USB TO DEVICE端子の形状に合うプラグを向き
に注意して差し込んでください。

注記
• 1つのUSB TO DEVICE端子に2つのUSBフラッ
シュメモリーを同時に接続したい場合は、USBハ
ブを使います。電源付き(セルフパワード)のUSBハ
ブを、電源を入れてご使用ください。USBハブは1
台のみ使用可能です。USBハブの使用中にエラー
メッセージ"UEr"が出た場合は、USBフラッシュメ
モリーを差し直すか、ハブの電源を入れなおして
ください。"Uoc"が出た場合は、44ページ「困っ
たときは」をご覧ください。
•本機はUSB1.1に対応していますが、USB2.0の機
器でも使用できます。ただし転送スピードは
USB1.1相当になりますので、ご了承ください。

USBフラッシュメモリーの取
り扱いについて
本機にUSBフラッシュメモリーを接続すると、楽器
本体で制作したデータをUSBフラッシュメモリーに
保存したり、USBフラッシュメモリーのデータを楽
器本体で再生したりできます。

接続できるUSBフラッシュメモリーの数
同時に使用できるUSBフラッシュメモリーは、2つ
までです。2つ接続したい場合には、USBハブをご
使用ください。

USBフラッシュメモリーのフォーマット
USBフラッシュメモリーはMDR-5でフォーマットし
てからご使用ください(19ページ)。

注記
フォーマットを実行すると、そのUSBフラッシュメ
モリーの中身は消去されます。必要なデータが入っ
ていないのを確認してからフォーマットしてくださ
い。特に複数のUSBフラッシュメモリーを接続して
いるときは、ご注意ください。

誤消去防止
USBフラッシュメモリーには、誤ってデータを消し
てしまわないようライトプロテクト機能のついたも
のがあります。大切なデータが入っている場合は、
ライトプロテクトで書き込みができないようにしま
しょう。逆にデータを保存する場合などは、ご使用
の前にお使いのUSBフラッシュメモリーのライトプ
ロテクトが解除されていることをご確認ください。

USBフラッシュメモリーの抜き差し
USBフラッシュメモリーを外すときは、保存/コピー
/削除などデータのアクセス中でないことをあらかじ
め確認したうえで外してください。

注記
USBフラッシュメモリーの頻繁な抜き差しをしない
でください。MDR-5の機能が停止するおそれがあり
ます。保存/コピー /削除/フォーマットなどデータの
アクセス中やUSBフラッシュメモリーを接続した直
後(マウント中)は、USBフラッシュメモリーを抜い
たり、MDR-5の電源を切ったりしないでください。
USBフラッシュメモリーが壊れたり、USBフラッ
シュメモリーのデータが壊れたりするおそれがあり
ます。
ランプ付きのUSBフラッシュメモリーの場合、アク
セス中はランプが点滅します。

NOTE

USB機器の取り扱いについては、お使いのUSB機
器の取扱説明書もご参照ください。

NOTE

上記以外のUSB機器(マウス、コンピューターの
キーボードなど)は、接続しても使えません。
MDR-5 取扱説明書

http://electone.jp/
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USBフラッシュメモリーをフォーマット（初期化）
したい場合は、下記手順を行なってください。
また、USBフラッシュメモリーの中には、MDR-5
で使用する前にフォーマット(初期化)が必要なもの
があります。USBフラッシュメモリーを接続した
ときに、フォーマットを促すメッセージ"Frt"が表
示された場合は、[STOP]ボタンを押し、"U01"の
表示に変えたあと、手順3以降を行なってくださ
い。

1 フォーマットしたいUSBフラッシュメモリー
を1つだけ、向きを間違えないようにし
て、MDR-5のUSB TO DEVICE端子にしっかり
と挿入します。

2 MDR-5の電源スイッチを押して電源を入れ
ます。
画面に"F01"が表示されますので、SHIFTボタ
ンを押しながら (上の階層へ移動)ボタン
を何度か押して、"U01"を表示させておきま
す。

これでフォーマットしたいUSBフラッシュメ
モリーが選べました。

3 SHIFT (シフト)ボタンを押しながら、FORMAT 
(フォーマット)ボタンを押します。
MDR-5中央部のデジタルディスプレイ上に
"Frt"が表示されて点滅を始め、FORMATボタ
ンのランプも点滅し、フォーマットの準備が
できたことを示します。
フォーマットをやめたい場合は、STOPボタン
を押します。

4 フォーマットを実行する場合は、もう一度
FORMATボタンを押します。
MDR-5のデジタルディスプレイ上を小さな
バーが左から右に走ります。フォーマットが完
了したら、MDR-5はストップの状態に戻りま
す。
フォーマットが完了すると、フォルダーナン
バー "F01"が表示されます。

2. USBフラッシュメモリーをフォーマットする
注記
フォーマットを実行すると、USBフラッ
シュメモリーの中のすべてのデータは消
去され、新たにデータが記録できる状態
になります。消去されたデータは永久に
失われてしまいます。フォーマットを実
行する前に、重要なデータが入っていな
いかどうかよくご確認ください。
注記
USBフラッシュメモリーを2つ接続して
いると、意図しないほうを誤ってフォー
マットしてしまうおそれがあります。
USBフラッシュメモリーは1つだけ接続
してください。
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USBフラッシュメモリーを接続して、MDR-5の電
源を入れると、最初に"F01"が表示されます。これ
はUSBフラッシュメモリーの1階層目(ルート)にあ
る、"F01"フォルダーが選択されていることを表し
ています。
フォルダー内のソングはSONG SELECT (ソングセ
レクト)ボタンを使って選択します。1つのフォル
ダー内では、データの有無にかかわらず1～99ソン
グまで選べます。

3. ソングを選ぶ

USBフラッシュメモ

フォルダー
F01

フォルダー
F99

ソング
01

ソング
99
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フォルダーMumaEL (購入データ)

フォルダー
A01

購入ごと

ソング
01

ソング
99

注記
アクセス中はUSBフラッシュメモリーを
抜かないでください(ランプ付きのUSB
フラッシュメモリーの場合、アクセス中
はランプが点滅します)。

NOTE

・Mumaからソングデータを購入した場合、
自動的に新たなフォルダーが作成され、そ
の中にソングデータが保存されます。
MDR-5では、“A**”フォルダーとして表示
されます。 
・Muma曲目シートには、購入したソング
データの保存先フォルダーナンバーと、ソ
ングナンバーが記載されていますので、使
用する際ご確認ください。 

NOTE

コンピューターでF01～F99のフォルダー
を自分で作成した場合、全角文字は認識され
ませんので、必ず半角で作成ください。



目的のソングを選ぶには
ここではUSBフラッシュメモリーを1つだけ接続し
ているものとして説明します。ハブを使って2つ接
続している場合は、最初に認識されたほうのUSB
フラッシュメモリー内のF01が表示されます。目的
のUSBフラッシュメモリーと異なるときは、22
ページの「USBフラッシュメモリーを切り替える
には」で目的のUSBフラッシュメモリーを選んで
ください。

1 フォルダーを選びます。
デジタルディスプレイに"F01"が表示されてい
る状態で、SONG SELECT (ソングセレクト)
ボタンを使って選択します。
1つのUSBフラッシュメモリー内では、データ
の有無にかかわらず1～99フォルダーまで選
べます。

2 フォルダーの中に入ります。
フォルダーを選んだ状態で、SHIFTボタンを
押しながら、 (下の階層へ移動)ボタンを押
します。
フォルダーの中にあるソングが"01."や"P01."
などと表示されます。

3 ソングを選びます。
フォルダー内のソングはSONG SELECT (ソン
グセレクト)ボタンを使って選択します。1つ
のフォルダー内では、データの有無にかかわ
らず1～99ソングまで選べます。

これからデータを録音したい場合は、"01"のよう
に、数字だけのソングを選びます(数字のあとに
ドット"."がついているものはすでにデータが入って
います)。すでにデータの入っているソングを選ん
で再生したい場合は、右記のソング表記を参考にし
て、目的のソングを選びます。
ソング表記
例　ソングナンバー01を選んだ場合

XGソングはデータが入っていても、
数字のあとにドット"."はつきません

NOTE

1階層目のフォルダーF01～F99以外にある
ソングは表示されません。ただしMumaEL
フォルダーは、1階層目に置くとその下にあ
るフォルダー内のソングも表示されます。
“A01”フォルダーは“F99”フォルダーの後ろ
に追加されますので、“A**”フォルダーを選ぶ
場合は、SONG SELECT(ソングセレクト）ボ
タンの「G」を使うと便利です。

NOTE

XGソングは、99ソング目のあとに表示され
ます(最大99ソングまで)。

データが入っていない空の
ソングです。

データが入っているソング
です。

プロテクトオリジナルソング
です。

プロテクト編集ソングです。

XGソングです。
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文字優先順位：
(高)記号→数字→アルファベット→かな/
カナ→漢字/その他記号(低)  
* それぞれの文字で、全角より半角、小
文字より大文字のほうが優先順位は高
くなります。
* 途中まで同じ名前の場合は、最初に異
なる文字の優先順位にしたがいます。
一方がそのまま終わっている場合(例　
abcdeとabc)は、名前の短いほう(abc)
が優先順位は高くなります。
USBフラッシュメモリーを切り替
えるには
USBハブを使うと、2つのUSBフラッシュメモリー
を接続できます。この場合、最初に認識された
USBフラッシュメモリーは"U01"、次に認識された
USBフラッシュメモリーは"U02"と表示されます。
SHIFTボタンを押しながら、 (上の階層へ移動)
ボタンを何度か押すと、現在選ばれているUSBフ
ラッシュメモリーがデジタルディスプレイに表示さ
れますので、SONG SELECT (ソングセレクト)ボタ
ンを使って"U01"と"U02"を切り替えます。

1 上の階層へ移動
SHIFTボタンを押しながら1を押します。ソング選
択時はソングが入っているフォルダーへ、F01～
99フォルダー選択時はUSBフラッシュメモリーへ
移動します。

2 下の階層へ移動
SHIFTボタンを押しながら2を押します。USBフ
ラッシュメモリー選択時は、F01～99フォルダー
へ、フォルダー選択時はフォルダー内のソングへ移
動します。

3 G H（SONG SELECT)ソング/フォルダー /
USBフラッシュメモリーの選択

USBフラッシュメモリーの切り替えや、ソング/
フォルダーの選択時に使います。

ソング/フォルダーナンバーに
ついて
アルファベットやひらがななどを使ったXGソング/
MumaEL内フォルダー名は、デジタルディスプレ
イ上では文字優先順位にしたがって1～99までのソ
ングナンバー /フォルダーナンバーとして表示され
ます。文字優先順位が高いほうが小さいナンバーに
なります。



（1） 録音するには

1 USBフラッシュメモリーを、USB TO 
DEVICE端子に挿入します。

2 エレクトーン本体で、録音したい曲のレジスト
レーションメモリー設定など、演奏の準備を
します。

3 データの入っていないソングナンバーを、
SONG SELECT (ソングセレクト)ボタンなど
を使って選択します。
ソングの選択については20ページをご覧くだ
さい。

4 RECORD (レコード)ボタンを押します。
RECORDのランプが点灯、PLAY (プレイ)ラ
ンプが点滅を始め、MDR-5が録音待機状態に
なったことを示します。

4. 録音する
ネクストレジストを使ったソングを録音
するときは、RECORDボタンを押す前に
必ずPLAYボタンを押して、レジスト
レーション"r01"を読み込んでおきます。
詳しくは31ページをご参照ください。

NOTE

EL-17の場合は、レジストレーションメモ
リー機能がないため、演奏のみの録音(カス
タム録音)になります。

NOTE

EL-900m、ELX-1mの場合、ボイスエディッ
トで編集されたVAカスタムボイスは録音で
きません。

NOTE

該当するソングナンバーに、すでにデータが
録音されている場合は、デジタルディスプレ
イのソングナンバーの左側に1本の小さな
バー(-)が表示されます。また、デジタルディス
プレイとRECORDのランプが点減を始め、該
当するソングナンバーにデータが入っている
ことを知らせます。そのまま録音を実行した
い場合は、もう一度RECORDボタンを押すと
4の録音待機状態になります。キャンセルした
い場合は、STOPボタンを押します。
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5 PLAY (プレイ)ボタンを押します。
PLAYのランプが点灯し、MDR-5のデジタル
ディスプレイ上を小さなバーが左から右に走
ります。これは、エレクトーンに設定された
レジストレーションなどのデータをMDR-5が
読み込んでいることを表します。
MDR-5がデータの読み込みを終了し、エレク
トーンでパネル操作と演奏が可能な状態にな
ると、デジタルディスプレイは小さなバーの
表示から"0.00 (分.秒)"に変わります。この数
字は、時間の経過を表します。時間表示が10
分以上の場合、10の桁以上は表示しません。

6 デジタルディスプレイに"0.00"が表示された
のを確認してから、演奏を開始します。
MDR-5 取扱説明書
NOTE

レジストレーションの読み込みには20～
30秒かかります。

NOTE

PLAYボタンを押したときにエラーメッ
セージ(43ページ)が表示される場合は、
HOST SELECTの設定がMIDIになっている
こと(17ページ)、MIDIケーブルのINがOUT
端子に、OUTがIN端子にしっかり接続され
ていること(15ページ)を確認してくださ
い。

NOTE

ネクストレジスト機能(31ページ)は正しく
録音できない場合があります。ネクストレジ
ストを使って録音すると、ネクストレジスト
の読み込み中/直後に、録音イベントが遅れ
ます。



注記
USBフラッシュメモリーを取り出す場合
は、デジタルディスプレイのストップ処
理中を示す点線表示が止まったことや
STOP ボタンのランプが点灯したことを
確認した上で取り出してください。

注記
録音/ 再生中は、絶対に電源を切ったり、
USBフラッシュメモリーを抜き差ししな
いでください。

ストップ処理中であることを示します
7 演奏が終わったら、STOP (ストップ)ボタンを
押します。
デジタルディスプレイにストップ処理中の表
示が出たあと、STOPランプが点灯し、MDR-5 
はストップの状態に戻ります。
デジタルディスプレイの表示は、選択したソ
ングナンバーに戻ります。データの入ってい
るソングは"01."のように、ソングナンバーの
うしろにドット"."がつきます。

8 PLAYボタンを押して、録音した演奏を聞いて
みます。
再生を開始するまでには、レジストレーション
などの読み込みのため20～30秒かかります。
(再生については、35ページをご参照くださ
い。)

演奏録音中にミスをした場合は
1. 録音の状態のままで、PLAYボタンを押します。

これで録音が中止され、曲の頭に戻ることがで
きます。
デジタルディスプレイに"rEt" (RETRY: リトラ
イ: 再試行)の文字が表示され、PLAY (プレイ)
のランプが点滅を始め、再度録音が可能になっ
たことを知らせます。

2. もう一度PLAYボタンを押すことで、再度録音
を開始できます。
前もって録音されたデータは、すべて新しい
データに置き換わります。
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（2） パート録音をするには
アッパー、ロワー、ペダル、それぞれのパートを個
別に録音することができます。また、この機能で、
レジストレーションの変更、エクスプレッションペ
ダル操作といったコントロールデータも個別に記録
することができます。
ここでは、はじめに下鍵盤とペダル鍵盤の演奏を録
音し、次に上鍵盤の演奏を録音する手順を例に説明
します。

1 まずMDR-5での録音の準備をします。(この操
作は、23ページの録音の手順1～4と同じで
す。)

1. 演奏に必要なすべてのレジストレーション
を、エレクトーン本体のレジストレーショ
ンメモリーボタンに設定します。

2. USBフラッシュメモリーをMDR-5に挿入
します。

3. MDR-5のソングナンバーを選択します。

4. RECORDボタンを押して、録音の待機状態
にします。

MDR-5のデータについて
MDR-5は、演奏データだけではなくパネル面のレジス
コントロールデータをデジタル信号として記録します
トーンの機能により異なります)。MDR-5が記録する
類できます。

■ レジストレーションデータ
パネル上のレジストレーションだけでなく、前もって
録されているデータも、演奏を録音する前に記録され
定やリズムパターン(ユーザーリズム)やリズムシーケ
含めたデータも記録されます(VAカスタムボイスは記

■ 演奏データ
演奏データを、フォルティシモからピアニシモまで、
アッパー、ロワー、ペダルをそれぞれ別々に記録しま
となく変更できます。

■ コントロールデータ
レジストレーションの変更やエクスプレッションペダ
記録します。
MDR-5 取扱説明書
トレーションデータや音量の加減などの
(記録されるデータは、接続したエレク
データは、大きく分けて以下の3種類に分

レジストレーションメモリーボタンに記
ます。またレジストレーションシフトの設
ンスデータ、そしてユーザー音色などを
録されません)。

演奏の微妙な変化も逃さず録音します。
すので、ほかのパートに影響を与えるこ

ルの操作といったコントロールデータを

NOTE

EL-17はレジストレーションメモリー機能
がないため、演奏に必要なパネル設定のみを
行なってください。



NOTE

リードボイスは、パート録音できません。
リードボイスは、上鍵盤([トゥーロワー]時
は下鍵盤)の情報として録音されます。

NOTE

キーボードパーカッションは、パート録音で
きません。
2 録音したいパートを選択します。
この場合、1-4.でRECORDボタンを押すと、
RECORD (レコード)側の各パートが自動的に
選択されて、各パートのランプが点灯します。
レコード側の録音しないパートのボタンを(こ
の場合、アッパーを)押すと、そのパートのラ
ンプが消え、逆にプレイ側のそのパートのラ
ンプが点灯します。

■ RECORD/UPPER (アッパー )
点灯の状態で、アッパーパートの録音を選択。
オフで録音キャンセルとなります。

■ RECORD/LOWER (ロワー )
点灯の状態で、ロワーパートの録音を選択。
オフで録音キャンセルとなります。

■ RECORD/PEDAL (ペダル)
点灯の状態で、ペダルパートの録音を選択。
オフで録音キャンセルとなります。

■ RECORD/CONTROL (コントロール)
点灯の状態で、コントロールデータの録音を
選択。オフで録音キャンセルとなります。
(コントロールデータについては、"MDR-5の
データについて" (26ページ)をご参照くださ
い。)上記のイラストの場合、アッパーパート
の録音だけをキャンセルしていることになり
ます。

3 PLAYボタンを押し、0.00 (録音の経過時間)が
MDR-5のデジタルディスプレイ上に現れた
ら、演奏を始めます。

4 (下鍵盤とペダル鍵盤の)演奏が終了したら、
STOPボタンを押します。
これで(下鍵盤とペダル鍵盤の)パート録音がで
きました。
次に、録音しなかった(上鍵盤)パートの録音を
行ないます。

5 RECORDボタンを押します。
この場合、すでにこのソングナンバーには(下
鍵盤とペダル鍵盤の)演奏データが入っていま
す。MDR-5のデジタルディスプレイには、イ
ラストにあるようにソングナンバーとその左
側の小さな1本のバーが表示され点滅を繰り返
して、このソングナンバーにすでにデータが
入っていることを示します。
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NOTE

CUSTOM (カスタム)ボタンは、レジスト
レーションデータ以外のデータを録音/ 再
生する場合に使います。

NOTE

重ねて録音するパートの長さは、その前に録
音したパートの長さ以上にはなりません。前
に録音していた曲の上に別の曲を録音する
場合も、前に録音していた曲の長さを超える
ことはできません。長さを変更したい場合
は、あらかじめソングデリート(削除)を行
なって、前の曲を削除してから録音してくだ
さい。ソングデリートについては、41ページ
をご参照ください。
6 別のパートを重ねるために、もう一度
RECORDボタンを押します。
PLAYのランプが点滅を始め、録音待機状態に
なったことを示します。

7 上記2で録音したレコード側のパートボタンを
押して録音をキャンセルし、プレイのパート
ボタンのランプを点灯させます。
ここでは、2で録音しなかったパート(上鍵盤：
UPPER)だけレコード側のパートボタンのラン
プを点灯させます。

8 新しいパートを録音するためにSHIFTボタン
を押しながら、PLAYボタンを押します。
既に録音したパート(下鍵盤とペダル鍵盤)の再
生が始まりますので、それにあわせて新規の
パート(上鍵盤)の演奏を始めます。
レジストレーションデータは上記3のステップ
で記録されていますので、すぐに録音できる
状態になります。
曲の最後まで行くと、MDR-5は自動的にス
トップします。



NOTE

VAカスタムボイスは記録できません。

NOTE

EL-17にはレジストレーションメモリー
機能がありませんので、レジストレー
ションメモリーの記録/読み込みはでき
ません。

データだけを記録する

演奏データを録音せずに、レジストレーションなど
のデータだけを記録することもできます。記録され
るデータには、レジストレーションメモリーの設定
や、レジストレーションシフト、リズムパターン
(ユーザーリズム)、リズムシーケンスデータ、リズ
ムやキーボードパーカッションのインストゥルメン
ト設定、キーボードパーカッションのアサイン、そ
してユーザーボイスが含まれます。

（1）レジストレーションなどの
データだけを記録するには

1 記録したいレジストレーションデータを設
定します。

2 SONG SELECT (ソングセレクト)ボタンな
どを使って、記録したいソングナンバーを選
択します。

3 RECORDボタンを押して、録音を待機状態に
します。

4 PLAYボタンを押して、小さなバーがデジタル
ディスプレイ上を左から右に走るのを確認し
たら、すぐにSTOPボタンを押します。
この操作により、MDR-5は演奏データの録音
を始める前に、レジストレーションなどの
データを読み込んだところで録音を中断し、
レジストレーションなどのデータだけを記録
します。

5. レジストレーションなどの
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注記
"r__"のかわりに、"r01"などの数字を表
示させて手順5を行なうと、データが上
書きされてしまいます。
（2）1つのソングに複数のレジス
トレーションを記録するには
1つのソングに複数のレジストレーションを記録で
きます。たとえばレジストレーションメモリー数が
16個あるEL-900では、16個を1セットとして、最
大50セットまで記録できます(レジストレーション
メモリーの数はモデルによって異なります)。
ここでは、すでにレジストレーションデータが記録
されているソングに、さらにレジストレーション
データを追加する方法を説明します。

1 記録したいレジストレーションデータを設定
します。

2 SONG SELECT (ソングセレクト)ボタンなど
を使って、記録したいソングナンバーを選択
します。
すでにレジストレーションが保存されている
ソングを選択します。
ソングの選択については20ページをご覧くだ
さい。

3 SHIFTボタンを押しながら、REGIST (レジス
ト)ボタンを押します。
画面内にはすでに保存されているレジスト
レーションのセットが"r01"などの数字で表示
されています。

4 SONG SELECTボタンを使って" r__"を表示さ
せます。
"r__"は何もレジストレーションデータが入っ
ていないことを示します。ここに追加データ
を保存します。

5 RECORDボタンを押します。
レコードランプが点灯し、デジタルディスプ
レイ上に小さなバーが走り、レジストレー
ションを記録していることを示します。
終了すると、自動的にストップの状態に戻り
ます。
これで、あらかじめ保存されていたレジスト
レーションの次に、新しくレジストレーショ
ンが追加されました。PLAYボタンを押してレ
ジストレーションを読み込んだときには、
"r01"が読み込まれることになります。



注記
ネクストレジストを使用するソングで、
録音や再生をしたい場合は、ソングを選
んだあと必ずPLAYボタンを押して、先
頭(r01)のレジストレーションをエレク
トーンに読み込んでおきます。録音の場
合、r02などの設定がエレクトーンに読
み込まれている状態で録音操作を行なう
と、r02のレジストレーションがソング
のr01に書き込まれてしまい、もとの
r01のレジストレーションが消えてしま
いますので、ご注意ください。

NOTE

ネクストレジストを実行すると、リズムパ
ターンプログラムとリズムシーケンス、ユー
ザー音色のデータ、キーボードパーカッショ
ンのアサイン、リズムのインストゥルメント
の設定を除いたレジストレーションデータ
を呼び出します。
ただし、PLAY側のCONTROLボタンを押し
ながらMDR-5の電源を入れた場合、レジス
トレーション以外のデータも呼び出します。

NOTE

ネクストレジスト機能が設定できる機種は
下記のとおりです。
• ELX-1m
• EL-900m/900/900B/700/500/
400/100
EL-200は上位機種で作成したデータの再生
のみ可能です。ELX-1、EL-90/87/70/57/
50/37/30/27/20/17は設定/再生ともで
きません。
（3）ネクストレジスト機能の設定
レジストレーションメモリー数以上のレジストレー
ションを使用する曲を演奏する場合は、1つのソン
グ内に複数のレジストレーションデータを保存して
おき、それらをつぎつぎに呼び出して再生できま
す。これをネクストレジスト機能といいます。

ネクストレジスト機能を使うには、以下の設定をし
ておく必要があります。

1 ネクストレジストを設定したいソングを選び
ます。
ソングの選択については20ページをご覧くだ
さい。

2 エレクトーン上で、レジストレーションシフ
トをユーザーに、モードをネクストソングに
設定し、自分でシフトする順番をつくります。
詳しくはお使いのエレクトーンの取扱説明書
をご覧ください。

3 レジストレーションを記録します。
30ページ「(2)1つのソングに複数のレジスト
レーションを記録するには」の手順3～5を参
照して、レジストレーションを記録します。

4 手順2～3をくり返して、1曲で使用したい複
数のレジストレーションを、1つのソングに保
存します。

5 PLAYボタンを押します。
保存した複数のレジストレーションデータの
うち"r01"が読み込まれ、r01→r02…の順番
に再生できるようになります。

M1

r01

M16 M1 M16

r02
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6 演奏しながら、右フットスイッチを押します。
右フットスイッチを押すたびに、レジスト
レーションデータが切り替わります。
このときエレクトーンの内蔵MDRのデジタル
ディスプレイに"InSt"が点滅表示されますが、
そのままで問題ありません。

（4）レジストレーションを削除す
るには
ソングに保存したレジストレーションを削除できます。

1 削除したいレジストレーションの入っている
ソングを選択します。
ソングの選択については20ページをご覧くだ
さい。

2 SHIFTボタンを押しながら、REGIST (レジス
ト)ボタンを押します。
ディスプレイ内にはすでに保存されているレ
ジストレーションが"r01"などの数字で表示
されています。

3 SONG SELECTボタンを使って、削除したい
レジストレーションを選びます。

4 DELETE (デリート)ボタンを押します。
デジタルディスプレイ上に小さなバーが走り、
レジストレーションを削除していることを示
します。
終了すると、自動的にストップの状態に戻り
ます。レジストレーションがr01、r02、r03…
と入っているときに、r01を削除すると、
r02以降の番号が繰り上がります。



データをエレクトーン
ソングナンバーに記録されたレジストレーションな
どのデータは、簡単にエレクトーンに読み込むこと
ができます。

1 読み込みたいデータの入っているソングナン
バーを選択します。
ソングの選択については20ページをご覧くだ
さい。

2 MDR-5のPLAYボタンを押します。
これで、レジストレーションのデータ(この場
合はr01)を読み込むことができます。

ソングに保存した複数のレジストレーションのう
ち、特定のレジストレーション(r02など)を読み込
みたい場合：

3 SHIFTボタンを押しながら、REGIST (レジス
ト)ボタンを押します。
画面内にはすでに保存されているレジスト
レーションが"r01"などの数字で表示されてい
ます。

4 SONG SELECTボタンを使って読み込みたい
レジストレーション( r02など)を表示させま
す。

5 PLAYボタンを押します。
デジタルディスプレイ上に小さなバーが走り、
レジストレーションを読み込んでいることを
示します。
終了すると、自動的にストップの状態に戻り
ます。

6. レジストレーションなどの
　 を読み込む
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34
プロテクトソングについて
市販のソングデータの中には、誤消去防止、または著作権保護のため、上書きやコピーがで
きないようにプロテクトがかけられているものがあります。このようなソングデータのこと
を「プロテクトソング」といいます。プロテクトソングは、動作確認済みのUSBフラッ
シュメモリーに保存できます。
プロテクトソングも、自分で作成したソングと同じように再生することができますが、プロ
テクトソングのレジストレーションを編集したり、上書き録音したりすることはできませ
ん。
プロテクトソングのレジストレーションを自分で変更したり、プロテクトソングのレジスト
レーションを使って演奏を録音したりするには、プロテクトソングを同じUSBフラッシュ
メモリー /フォルダー内にコピーして、コピーしたソングを編集します(別のUSBフラッ
シュメモリーや別のフォルダーにはコピーできません)。こうしてプロテクトソングをコ
ピーした場合、もとのプロテクトソング(プロテクトオリジナルソング)を削除すると、コ
ピーしたプロテクトソング(プロテクト編集ソング)も使用できなくなりますので、プロテク
トオリジナルソングを削除してしまわないようご注意ください。

注記
プロテクトソングを編集する場合、いったんMDR-5の電源を入れなおしたあと、編集した
いレジストレーションデータを読み込んでください。
この操作を行なわないと、編集後のソングが保存できない場合があります。
また、編集したデータはMDR-5の電源をオフにする前に録音/保存してください。

注記
プロテクトソングをコンピューター上で直接コピー /移動すると再生できなくなります。
コンピューター上でプロテクトソングを移動する場合は、必ずミュージックソフトダウン
ローダーをお使いください。ミュージックソフトダウンローダーについては、インターネッ
トホームページ<http://www.yamaha.co.jp/download/msd/>をご覧ください。

演奏データを変えることなく、録音されている曲のレジストレーションのみを変えることもでき
ます。操作方法は、前述の「5. レジストレーションなどのデータだけを記録する」と同じです。
ソングは演奏データが入っているものを選びましょう。

NOTE

MDR-5のフォルダー内に保存できるソングは99個までですので、コピー/移動の際は、フォ
ルダー内のソング番号が99以内になるようにしてください。

7. レジストレーションだけを入れ替える

プロテクトソング
（オリジナル）

プロテクトソング
（編集）

フォルダー

コピー

レジスト編集や上書き
録音はできない

編集や録音が可能 
(プロテクトオリジナルソングと同じUSB
フラッシュメモリー/フォルダー内にある
ときのみ再生/編集できる)
MDR-5 取扱説明書
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NOTE

1階層目のフォルダーF01～F99以外にある
ソングは表示されません。ただしMumaEL
フォルダーは、1階層目に置くとその下にあ
るフォルダー内のソングも表示されます。
MumaELフォルダーの下にあるフォルダー
は、F99のあとにA01、A02..などとして表示
されます。

NOTE

XGソングは、XG音源の搭載されていない
EL-90などのELシリーズでは正しく再生で
きません。

NOTE

レジストレーションの読み込みに20～30
秒かかります。

NOTE

ネクストレジストを使って再生すると、ネク
ストレジストの読み込み中は再生イベント
が遅れます。
PLAYボタンを押すだけで、自動的にレジストレー
ションなどのデータを読み込み、再生することがで
きます。再生できるのはMDR-5で録音したソング、
XGソングのみです。ただしEL-900などELシリー
ズで作成したソング、ELプロテクトソングは、フ
ロッピーディスクドライブを接続したELS-01/
01C/01Xを使ってファイル形式を変換すると、
MDR-5でも再生できるようになります。

（1） 再生するには

1 再生させたいソングナンバーを選択します。
ソングの選択については20ページをご覧くだ
さい。

2 PLAYボタンを押します。
プレイランプが点灯し、デジタルディスプレ
イ上に小さなバーが走り、MDR-5がその曲の
レジストレーションを読み込んでいることを
示します。

3 レジストレーションデータの読み込みが終了
すると、再生が自動的に始まります。デジタ
ルディスプレイ上には、時間の経過を表す数
字が表示されます。
曲の最後まで行くと自動的にストップします
が、STOPボタンを使って曲の途中で再生を中
止することもできます。
演奏データの入っていないソングの場合、レ
ジストレーションの読み込みが終了しても、
音は鳴りません。

8. 再生する
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NOTE

1つのソングに複数のレジストレーション
を保存していた場合は、r01のレジストレー
ションが読み込まれます。
（2） パート再生するには
MDR-5では、演奏データの特定のパートだけを再
生することもできます。
特定のパートのの練習をする場合などに便利です。

1 まず、再生したいソングナンバーを選択しま
す。

2 プレイ側の消したいパートのボタンを押して、
そのパートのランプをオフにします。
また、パート再生させたいパートのランプが
点灯していることを確認します。

3 PLAYボタンを押します。
MDR-5がレジストレーションなどのデータを
読み込んだところで、再生が始まります。

4 再生されているパートにあわせて演奏します。
曲の最後まできたら、自動的にストップの状
態に戻ります。

（3） リピート再生するには
USBフラッシュメモリーのフォルダー内の全部の
曲を繰り返し再生したり、特定の曲だけを繰り返し
再生したりできます。

1 再生したいソングナンバーを選択します。
フォルダー内の全曲をリピート再生したい場
合には、再生したい最初の曲を選択します。

2 SHlFTボタンを押しながら、REPEAT (リピー
ト)ボタンを押します。
MDR-5のデジタルディスプレイ上には、
"ALL" (オール：全曲)の表示が現れます。



タートします。
STOPボタンを押すと、リピート再生はストップします。

（4） カスタムプレイ
レジストレーションやほかのデータを読み込まない
で再生したい場合は、PLAYボタンの代わりに 
SHIFTボタンを押しながら、CUSTOM (カスタム)
ボタンを押します。
すぐに再生がスタートします。

（5） 早送り/巻戻し/一時停止
再生中に、早送りと巻戻しと一時停止ができます。

早送り/巻戻しをするには：
MDR-5パネル上のHが早送りでGが巻戻しにな
ります。このボタンを押すと再生は中断され、デジ
タルディスプレイの数字表示も早送り/巻戻しに
従って変化します。

3 選択した曲から全曲リピート再生したい場合：
PLAYボタンを押します。
これで、フォルダー内の全曲のリピート再生がス

3 特定の曲1曲だけをリピート再生したい場合：
1. もう一度SHIFTボタンを押しながら、

REPEATボタンを押します。
MDR-5のデジタルディスプレイが、
"SnG" (SlNGLE：1曲)の表示に変わり、
1曲だけの繰り返しを選んだことを示し
ます。

2. PLAYボタンを押します。
これで、1曲だけのリピート再生がス
タートします。
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NOTE

巻き戻しの場合、位置を確認するために時間
がかかります。

NOTE

早送り/巻き戻し中に発音する場合がありま
す。

NOTE

テンポが変わったら、その変化の程度が
MDR-5のデジタルディスプレイにパーセン
トで表示されます。オリジナルのテンポ
は100 (パーセント)で表示され、100より大
きい数値の場合はテンポが速くなったこと
を、100より小さな数値の場合はテンポが遅
くなったことを表します。

NOTE

ソングを変更した場合は、テンポはリセット
されて100に戻ります。ただし、リピート再
生中は、ソングが変更されてもテンポは変わ
りません。
ボタンを押さえるのをやめても、再生は中断された
ままです。中断したところから再生を再開する場合
は、PLAYボタンを押してください。

一時停止をするには：
再生中にPAUSE (ポーズ)ボタンを押すと、ソング
は一時停止します。
PAUSEボタンをもう一度押すと、一時停止したと
ころから再生がスタートします。

（6） 再生テンポの変更
再生するソングのテンポを変えることができます。
シフトボタンを押しながら、TEMPO (テンポ)＋ま
たはTEMPO－を押します。
1回押すごとに少しずつ変化していきますが、ピッ
チが変わるわけではありません。
TEMPO＋を押すとテンポが速くなり、TEMPO－
を押すとテンポが遅くなります。
MDR-5による再生の場合は、エレクトーンのリズ
ムセクションのテンポダイアルではコントロールで
きません。
オリジナルのテンポに戻すには、SHlFTボタンを押
しながら、＋と－両方のTEMPOボタンを同時に押
します。

テンポを速くした場合

オリジナルテンポ

テンポを遅くした場合



NOTE

USBフラッシュメモリーの空き容量が足り
ない場合や、フォルダー内に99曲のソング
が存在している場合は、コピーは実行されま
せん(画面にエラーメッセージが表示され、
処理が中断されます)ので、あらかじめ空き
容量が十分あることをご確認ください。

NOTE

USBデバイス動作確認済みリストについて
は、インターネット上のヤマハエレクトーン
ホームページ<http://electone.jp/>でご確
認ください。

NOTE

メモリー残量が足りなくなった場合も、
"FUL"と表示されます。

NOTE

コピーを中止したい場合は、STOP ボタン
を押します。
（1） ソングコピー
1つのソングナンバーのデータを、別のソングナン
バーにコピーする機能です。1つのUSBフラッシュ
メモリー内でも、異なったUSBフラッシュメモ
リー間でもコピーすることができます。ただしXG
ソングはコピーできません。
異なったUSBフラッシュメモリー間でソングコ
ピーをするときは、USBデバイス動作確認済みリ
ストに記載のUSBハブを使って、2つのUSBフラッ
シュメモリーを接続しておきます。

1 コピーしたいソングナンバーを選択します。
ソングの選択については20ページをご覧くだ
さい。

2 コピー先のソングナンバーを指定するために、
SHIFTボタンを押しながら、COPY (コピー )
ボタンを押します。
MDR-5は、自動的にコピー元と同じフォル
ダー内にコピー先のソングナンバー (未使用の
ソングナンバー )を探し出し、そのナンバーを
デジタルディスプレイに表示します。
RECORDボタンのランプが点滅を始め、ソン
グコピーが待機状態になったことを示します。
もし、すべてのソングナンバーがすでに使用
されている場合は、デジタルディスプレイに
"FUL" (フル)と表示されます。この場合には、
コピーを中止するか、ソングデリート機能で
不要なソングナンバーのデータを削除してか
ら、もう一度実行してください。ソングデ
リート機能については、41ページをご参照くだ
さい。

9. その他の機能
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関連ページ
プロテクトソングについて(34ページ)

NOTE

ソングの選択については20ページをご覧
ください。
3 表示されたナンバーではなく、別のソングナ
ンバーにコピーしたい場合は、コピー先のソ
ングナンバーをSONG SELECTボタンなどで
選択します。
異なるUSBフラッシュメモリー間でコピーす
る場合は、SHIFTボタンを押しながら、
(上の階層へ移動)ボタンを何度か押すと、現在
選ばれているUSBフラッシュメモリーがデジ
タルディスプレイに"U01"もしくは"U02"と表
示されますので、SONG SELECT (ソングセレ
クト)ボタンを使って、コピー先のUSBフラッ
シュメモリーを選びます。次にフォルダーを選
んで中に入ると、自動的にコピー先のソング
ナンバーが表示されます。
この場合、MDR-5では未使用のソングナン
バーしか選択できません。

4 コピー先の指定が終わったら、RECORDボタ
ンを押してソングコピーを行ないます。
MDR-5のデジタルディスプレイ上を、小さな
バーが左から右に走りソングコピー中である
ことを示します。
終了すると、コピー元のソングナンバーが表
示されます。

プロテクトソングの移動
プロテクトソングは、同一フォルダー内ではコピー
できますが、別のUSBフラッシュメモリーや別の
フォルダーにはコピーできません。
コピー先として別のUSBフラッシュメモリーや
フォルダーを指定すると、プロテクトオリジナルソ
ングとプロテクト編集ソングがいっしょに移動され
ます(元のフォルダーからはなくなります)。
この場合、コピーではなく移動となります。
また、直前に再生したプロテクトソングは移動でき
ません。MDR-5の電源を入れ直してから移動して
ください。



NOTE

デリートを中止したい場合は、STOPボタン
を押してください。
（2） ソングデリート
1つのソングナンバーに入っているデータをデリー
ト(削除)する機能です。
XGソングとプロテクトオリジナルソングは削除で
きません。

ソングデリートをするには：

1 デリートしたいソングナンバーを選択します。
ソングの選択については20ページをご覧くだ
さい。

2 SHIFTボタンを押しながら、DELETE (デリー
ト)ボタンを押します。
デジタルディスプレイのソングナンバー表示
の左側に"d" (DELETE：デリート)が表示され、
RECORDボタンのランプが点滅を始め、デ
リートが待機状態になったことを表します。

3 RECORDボタンを押して、デリー卜を実行し
ます。
RECORDボタンが点滅から点灯の状態に変り、
ソングデリートが実行されます。

（3） メモリー残量の確認
SHIFTボタンを押しながら、PAUSE (ポーズ)ボタ
ンを押すと、USBフラッシュメモリーのメモリー
残量の確認をすることができます。
デジタルディスプレイ上にメモリーの残量が数字で
表示されます。
1GB (ギガバイト)以上の場合は1～999 (GB単位)
で表示され、1GB未満の場合は"0.xx" (xxは数字)と
小数点以下2桁まで表示されます。
0.49と表示された場合は、0.49GB (490MB)とな
ります。
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NOTE

リード&オートインクリメントを実行する
と、リズムパターンプログラムとリズムシー
ケンス、ユーザー音色のデータ、キーボード
パーカッションのアサイン、リズムのインス
トゥルメントの設定を除いたレジストレー
ションデータを呼び出します。レジストレー
ションだけを呼び出すときに使用すると便
利です。

NOTE

レジストレーションデータが入っていない
ソングの場合は、この機能ははたらきませ
ん。
（4） リード＆オートインクリメント
MDR-5のストップ状態で、レコード側のUPPERボ
タンを押すと、MDR-5はレジストレーションデー
タを呼び出して、その後自動的に次のソングナン
バーを選択します。



デジタルディスプレイ上のその他のメッセージ
(1) ELシリーズの内蔵MDRにフロッピーディスクが入っていますので、抜いてください。
(2) ELシリーズが正しく接続されていません。MIDIケーブルのINがOUT端子に、OUTがIN端子に接
続されているかを確認してください(15ページ）。
EL3桁シリーズを利用されている方は、HOSTSELECT(ホストセレクト)がMIDIになっているこ
とを確認してください(17ページ）。

(3) ELシリーズの電源が入っていませんので、電源を入れてください。
フォーマット(初期化)に入れません。フォーマット(初期化)は、画面にUSBフラッシュメモリーを
表す"U01"もしくは"U02"を表示させて行なってください。
前回再生したレジストレーションと、前回再生した演奏データのプロテクトオリジナルソングが一
致していない、もしくはそれらのプロテクトオリジナルソングが、録音しようとしているソングの
プロテクトオリジナルソングと一致していないため、録音できません。
MDR-5の電源を入れ直してから、操作をやり直してください。
(1) ファイルが見つかりません。
(2) 演奏データが存在しないため、この操作を行なうことはできません。
(1) データを正常に読み書きできませんでした。
(2) メディアIDが読み取れないため、この操作を行なうことはできません。
(3) データのサイズが大きすぎる、MDR-5で対応していないデータ(ELSシリーズのデータなど)であ
る、またはデータにエラーがあるため実行できませんでした。データを確認してください。

演奏データのフォーマットが異なるため、この操作を行なうことはできません。

メディアがフォーマットされていません。

(1) メディアの空き容量が足りません。
(2) ソングは、1つのフォルダー内に99個までしか保存できません。

USBフラッシュメモリーを挿入してください。

データのサイズが大きすぎるか、MDR-5で対応していないデータです（ELSシリーズのデータな
ど）。

使用中のデバイスが抜かれました。

レジストレーションデータのフォーマットが正しくありません。
44ページ「困ったときは」も参照ください。

プロテクトオリジナルソングでは、この操作を行なうことはできません。

(1) プロテクトソングでは、この操作を行なうことはできません。
(2) プロテクトオリジナルソングが同じフォルダー内にないため、この操作を行なうことはできませ
ん。

(3) 直前に再生したプロテクトソングは移動できません。
44ページ「困ったときは」も参照ください。
移動元もしくは移動先のメディアにライトプロテクトがかかっています。ライトプロテクトを解除
してください。
プロテクトオリジナルソングと同名のファイルが存在するため、移動できません。
他のフォルダーを選択してください。
(1) この機器で扱えないUSB機器がUSB TO DEVICE端子に接続されています。
(2) 接続しているUSB機器の消費電力が規定値を超えています。
(3) 接続できるUSBフラッシュメモリー数をオーバーしています。
USBフラッシュメモリーを差し直すか、ハブの電源を入れ直してください。

USB機器に異常な電流が流れたので、接続を遮断しました。MDR-5の電源を入れ直してください。
USBハブを使用している場合は、USBハブの電源も入れ直してください。

その他のエラーです。
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困ったときは

現　象 原　因　と　対　処

録音/再生ができない。 ●鍵盤ごとのレコード/プレイのパート選択ボタンがオフになって
います。録音/再生したいパー卜のボタンを押してオンにしてく
ださい。

●(ELX-1m、EL-900m/900B/900/700/500/400/200/100)
エレクトーンのHOST SELECT (ホストセレクト)がMIDI以外に
なっています。HOST SELECTをMIDIに変えてください。

99ソングまでデータの録音/
記録ができない。

ひとつのソングに記録したデータの量が多い場合、メモリー残量が
足りなくなることがあります。メモリー残量をご確認ください。

演奏が終わる前に録音が
ストップしてしまった。

●メモリー残量が足りない場合：別のUSBフラッシュメモリーを使
用してください。

●すでに録音してあるソングナンバーに録音する場合：録音する曲
の長さが前の曲の長さになっています。前の曲をデリートしてか
ら、録音しなおしてください。

録音開始時にリズムがスタート
しなかったり、スター卜させた
リズムがストップしてしまう。

録音開始時にリズムがスタートした場合、リズムをストップさせる
仕様になっています。リズムを使用する場合は、デジタルディスプ
レイの表示が「---」から「000」の経過時間表示に切り替わった後
でスタートさせてください。

再生されていたエレクトーンの
音が鳴りっぱなしになった。

ネクストレジストの読み込みに時間がかかったためです。

画面に「Uoc」と表示される。
また、USB機器が動作しない。

USB機器に過電流が流れたため、USB機器との通信を停止しまし
た。MDR-5の電源を切り、USBフラッシュメモリーをUSB TO 
DEVICE端子から抜いて、MDR-5の電源を入れなおしてください。
(ハブをお使いの場合は、MDR-5の電源を切って、ハブをUSB TO 
DEVICE端子に差しなおします。ハブの電源を入れなおしたあと、
MDR-5の電源を入れてください)

録音中に「PrE」または、「PrS」が
表示される。

プロテクトソングは、ファイル操作に制限があります。
プロテクトソングを編集/録音するときに表示された場合、いった
んエレクトーン本体をパワーオンリセット（初期化）し、MDR-5
の電源を入れ直してください。そのあと、編集したいレジストレー
ションデータを読みこみ、必要に応じてレジストレーションの修正
を行なったあと、データの保存や録音を実施してください。
エレクトーン本体のパワーオンリセット手順は、ご利用エレクトー
ンの取扱説明書をご確認ください。
MDR-5 取扱説明書



＊仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがあります。

仕様

メインコントロール 電源 

コントロール ●停止、再生、一時停止、早送り、巻き戻し、録音、シフト
●録音セクション（アッパー、ロワー、ペダル、コントロール）、
再生セクション（アッパー、ロワー、ペダル、コントロール）

●カスタムプレイ、再生テンポ(50～200%)、リピート再生、レジスト
編集、ソングコピー、上の階層へ移動、下の階層へ移動、デリート、
フォーマット、容量表示 

ディスプレイ 3桁　7セグメントLED

端子 MIDI、USB TO DEVICE、DC IN

消費電力 4W

サイズ 間口150mm、奥行40mm、高さ88mm (突起部を除く)

質量 260g（ケーブル、取り付け用ブラケット含まず） 

同梱物 取扱説明書(本書)、電源アダプター PA-3Cまたはヤマハ推奨の同等品、
専用MIDIケーブル、ブラケット、ネジセット(ネジ8本、スペーサー、
ケーブルホルダー )
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保証とアフターサービス
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い
上げ店、またはお近くのヤマハ修理ご相談セ
ンターにご連絡ください。

保証書
本機には保証書がついています。保証書は販売
店がお渡ししますので、必ず「販売店印・お
買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、
大切に保管してください。

保証期間
お買い上げ日から１年間です。

保証期間中の修理
保証書記載内容に基づいて修理いたします。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理
修理すれば使用できる場合は、ご希望により
有料にて修理させていただきます。
下記の部品については、使用時間により劣化
しやすいため、消耗に応じて部品の交換が必要
となります。消耗部品の交換は、お買い上げ
店またはヤマハ修理ご相談センターへご相談
ください。

補修用性能部品の最低保有期間
製品の機能を維持するために必要な部品の最
低保有期間は、製造打切後8年です。

持込み修理のお願い
まず本書の「困ったときは」をよくお読みの
うえ、もう一度お調べください。
それでも異常があるときは、お買い上げの販
売店、または最寄りの修理品お持ち込み窓口
へ本機をご持参ください。

製品の状態は詳しく
修理をご依頼いただくときは、製品名、モデ
ル名などとあわせて、故障の状態をできるだ
け詳しくお知らせください。

修理に関するお問い合わせ
ヤマハ修理ご相談センター

上記番号でつながらない場合は
TEL 053-460-4830

受付時間
月曜日～金曜日  9:00～18:00、
土曜日  9:00～17:00
（祝日およびセンター指定休日を除く）
FAX
東日本(北海道/東北/関東/甲信越/東海)
03-5762-2125
西日本(沖縄/九州/中国/四国/近畿/北陸)
06-6465-0367

修理品お持込み窓口
受付時間
月曜日～金曜日  9:00～17:45
（祝日および弊社休業日を除く）
* お電話は、ヤマハ修理ご相談センターでお受
けします。

東日本サービスセンター
〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F
FAX 03-5762-2125

西日本サービスセンター
〒554-0024 大阪市此花区島屋6丁目2-82
ユニバーサル・シティ和幸ビル9F
FAX 06-6465-0374

* 名称、住所、電話番号などは変更になる場合
があります。

消耗部品の例
スイッチ、ランプ、リレー類、接続端子など

※全国どこからでも市内通話料金でおかけいただけます。
0570-012-808
MDR-5 取扱説明書



●エレクトーンの機能や取り扱いについては、
ご購入の特約店または下記ヤマハお客様コ
ミュニケーションセンターへお問い合わせ
ください。

お客様コミュニケーションセンター
エレクトーン・D-DECKご相談窓口

上記番号でつながらない場合は
TEL 053-460-4836

営業時間：
月曜日～金曜日　10:00～18:00、
土曜日　10:00～17:00
(祝日およびセンター指定休日を除く)
http://jp.yamaha.com/support/

インターネットホームページ
ヤマハ株式会社ホームページ
http://jp.yamaha.com/

ヤマハエレクトーン総合情報サイト
Electone Station
http://electone.jp/

ヤマハマニュアルライブラリー
http://www.yamaha.co.jp/manual/

ヤマハ株式会社
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

* 都合により、住所、電話番号、名称、営業時
間などが変更になる場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

※全国どこからでも市内通話料金でおかけいただけます。
0570-005-808
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保証期間中、正常なご使用状態のもとで万一発生した故障につきましては、無料修理します。

保証規定

保証書のご使用方法
•保証期間内に万一本製品が故障した場合には、お買
上げの販売店にご依頼の上、修理に際して本書をご
提示ください。

保証期間中でも次の場合は有料修理となります
•納品後、輸送・移動時のお取扱いが適当でないため
に生じた故障・損害の場合。
•取扱説明書に記載の注意事項に反するお取扱いに
よって発生した故障の場合。
•故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
•塗装面及び金属面が経年変化により退色、変色した
場合。
•弊社関係のサービスマン以外の方が修理・改造され
た部分で、その修理改造が不適当であった場合。
•火災・地震・水害・落雷、その他の天災及び公害や電
圧異常による故障、損傷の場合。
•鼠害、塩害等による故障、損傷の場合。
•本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入の無
い場合。あるいは字句を書替えられた場合。
•本書のない場合。又、ご提示の無い場合。
•お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張
料金。

転居の場合等
•転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げ
の販売店に修理をご依頼できない場合には、ヤマハ
修理ご相談センターにお問合せください。
•離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行っ
た場合には、出張に要する実費を申し受けます。
•保証期間内に、本製品を他人に譲渡あるいは転売さ
れた場合に於いても、残存期間は保証致します。
•本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only within Japan.)
•保証期間の1年が過ぎましても、サービスは有料に
て責任を持って実施させて頂きます。
•本書は再発行致しませんので大切に保管してくだ
さい。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて
無料修理をお約束するものです。
したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限す
るものではありませんので、保証期間経過後の修理等に
ついてご不明な場合は、お買上げの販売店もしくはヤマ
ハ修理ご相談センターにお問合せ下さい。

ヤマハオンラインメンバー　製品ユーザー登録のご案内
ネットワークを利用したお客様へのサポートやサービスの充実を図るために、Webサイトでの「ヤマハオンラインメ
ンバー製品ユーザー登録」をお勧めしています。下記URLからご登録ください。ご登録いただいた方には、エレク
トーンデータショップ等でご利用可能なヤマハオンラインメンバーポイントをプレゼントします。
<https://member.yamaha.co.jp/>

ご登録の際は下記「PRODUCT ID」と商品に
貼付されている製造番号(SER.No.)が必要です。

[持込修理用]　ヤマハミュージックデータレコーダー　MDR-5 保証書

製 造 番 号

お買い上げ日

保 証 期 間

販 売 店 名

（名称）

（住所）

（電話）

本体 お買い上げの日から1ヶ年間
年　　　　月　　　　日

（電話）　　　　　　-　　　　　　　　-

様
〒108-8568東京都港区高輪2-17-11

ご 

住 

所

お 

名 

前

〒

ヤマハオンラインメンバー　製品ユーザー登録のご案内

C.S.G., DMI Development Division
© 2011-2013 Yamaha Corporation
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