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音を超えた、その先の感動へ



独創のサウンドクオリティ
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すべては理想の音のために。

先進のデジタル技術と独自の発想で

新しい音楽シーンを創造してきたカシオが

持てるテクノロジーを結集。

弾いた瞬間、誰もが驚き、そして感動する音へ。

オールインワンキーボードの新たな可能性がここに。
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高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源
CT-X5000/X3000では、パワフルな低音からクリアな高音までを豊かに響かせるAiX（Acoustic Intelligent multi-eXpression）音源
を採用。高性能LSIの高い演算能力で、ピアノの打鍵による心地よい音色変化やドラム演奏の空気感、ストリングスのリッチな広がりなどを
自然に表現します。さらに、デジタル信号の高速処理を行うプロセッサー（DSP）をメロディ音、伴奏ドラム・ベース・オルガンなど、個々の音別に
使用。キーボードならではの自動伴奏アンサンブルでも、高い表現力で演奏できます。

15W＋15Wの大出力アンプ（CT-X3000は6W+6W）、大型
マグネットを装着した高性能スピーカー、さらに低音を増強する
新設計バスレフ型エンクロージャーを搭載。アンプなどの音響
システムを通さないスタンドアローンでも手軽にプレイ可能なオール
インワンキーボードとして、迫力の重低音による臨場感あふれる
演奏を実現します。

大出力アンプリファイアー＆高性能スピーカー

圧倒的にパワフルでクリアな
次世代サウンド
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※写真はイメージです。実際にはスピーカーネットは外せません。



豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート

お手持ちのオーディオプレーヤーとつなげて
音楽を再生しながら演奏することも可能です。
さらに、サスティンペダル、エクスプレッション
ペダルが使用可能なアサイナブル端子も
搭載しています。

WAVオーディオデータ再生機能

USB TO DEVICE端子を使えば、USBフラッシュメモリー内に保存
されたWAVオーディオデータをキーボード本体で再生可能です。

ユーザーエリア＆データマネージャーソフト

録音した曲データ、自分好みに編集した音色やリズムをユーザー
エリアに記録できます。カシオが提供するデータマネージャー
ソフトを使用すれば、そのデータをパソコンに転送して保存できる
ため、パソコン経由でCT-X同士によるデータ交換も可能です。

※CT-X同士でも機種の違いにより読み込めないデータがあります。

「データマネージャー」の詳細はホームページをご覧ください。

https://casio.jp/support/emi/

オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー

16トラック+1システムトラック
仕様のMIDIレコーダーを装備し、
オリジナル曲を最大10曲、1曲
当たり約40,000音符までレコー
ディングできます。

ユーザーリズム

最大8パートによる伴奏パターンをオリジナルで作成可能。好き
な内蔵リズムパターンを組み合わせてオリジナルリズムを創ることが
できるイージーエディット機能、リズムパターンを直接打ち込むリアル
タイム録音機能、各トラックのバランスやエフェクト量をコントロール
するミキサー設定など、充実の編集機能を搭載しています。

多くのパートを自在にミックスできる
42チャンネルミキサー

音色やエフェクトのかかり具合を
各チャンネルごとにコントロール
することで、細かい演奏表現や
楽曲の調整が行えます。

オリジナルフレーズを録音して呼び出せる
フレーズパッド

ひとりでは演奏できないバンド演奏やアンサンブル
のようなトラックを簡単に制作し、ワンタッチで呼び
出せます。

高性能DSP&システムエフェクト

100種類ものDSPエフェクトをプリセット。システム
エフェクトとしてリバーブとコーラス、さらにディレイ
も採用し、リアルタイムの調整も可能です。

操作性に優れたインターフェース

機能ごとに使用するキーをタイル状にまとめて配置し、
より直感的な演奏を可能にします。

最新のバッキングパターンで
アンサンブルが楽しめる自動伴奏機能

幅広いジャンルをカバーする伴奏パターンを豊富
に内蔵。簡単な和音を押さえるだけで、バンドや
オーケストラをバックにしたかのような伴奏付きで
演奏できます。 好みのセッティングを登録できる

豊富なレジストレーション機能

音色、リズム、テンポなどの詳細な設定を128個まで
まとめて登録可能。
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音楽制作に役立つ
多彩なプロダクション機能

演奏をサポートする充実の機能が
快適なキーボードプレイを実現
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高品位なサウンドと多彩な機能、

それらを簡単に使いこなせる操作性。

デジタルキーボード CT-X で、

セッションをもっと楽しくエキサイティングに！



【音色を選んで弾く】 【自動伴奏を活用する】
音色グループ・音色カテゴリーを選択
トーンエリアの【GROUP SELECT】ボタンを押して、
グループA（ランプ消灯）またはグループB（ランプ
点灯）を選択。次にトーンカテゴリーボタンのいずれ
か1つを押して、音色の
カテゴリーを選びます。

1

弾きたい音色を選択
例えば、グループA（ランプ消灯）を選択時に【PIANO】
ボタンを押せば、ピアノ音色で演奏できます。

2

3

2

1

2

音色のバリエーションを選択
さらに、ダイヤルを回せば様々な
バリエーションのピアノ音色が簡単に選べます。

動画も
Check

ピアノ、エレピ以外にも様々な音色が内蔵されていて、

どれもすごくいい音だなという印象です。

中でもアコーディオンの音色は種類も多く、気に入ってます。

みなさんも曲やシーンに合わせて音色を選んでみましょう！

                                                                  　      PAKshin    

動画も
Check

1

鳴らしたいリズムを選択
例えば、グループA（ランプ消灯）を選択時に【POPS】ボタンを押せば、ポップスのリズムが
流れます。さらに、ダイヤルを回せば様々なバリエーションのポップスのリズムが簡単に選べます。

2

【ACCOMP】＆【ENDING/SYNCHRO START】ボタン
【ACCOMP】ボタンと【ENDING/SYNCHRO START】ボタンを押し、演奏待機状態にします。

3

和音を弾いて自動伴奏スタート
左手で簡単な和音を押さえるだけで
自動伴奏が始まり、内蔵された数々の
リズムパターンを流しながら演奏でき
ます。【RECORD】ボタンにより録音す
ることも可能です。

PAKshin  大阪発のエンタメジャズバンド「カルメラ」のキーボー

ディストとして、ワーナーミュージック・ジャパンから2枚のアルバム

をリリース。SUMMER SONICへの出演など国内でのステージ

パフォーマンスはもちろん、海外でも精力的にライブ活動を展開中。

多くのアーティストやドラマ、CMなどへの楽曲提供など、コンポーザー、

アレンジャーとしても多方面で活躍している。

動画も配信中

プロのキーボーディストが
CT-Xをナビゲート

1
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リズムグループ・リズムカテゴリーを選択
リズムエリアの【GROUP SELECT】ボタンを押して、グループA（ランプ消灯）またはグループB
（ランプ点灯）を選択。次にリズムカテゴリーボタンのいずれか1つを押して、POPS、ROCK、
JAZZなどのリズムのカテゴリーを選びます。

※上記❶❷の操作方法はCT-X5000に関するものです。CT-X3000では
    【TONE】ボタンを押し、ダイヤルを回すことで様々な音色を選択できます。

※上記❶❷の操作方法はCT-X5000に関するものです。CT-X3000では【RHYTHM】ボタンを押し、
　 ダイヤルを回すことで様々なリズムを選択できます。

 ー 演奏や曲創りですぐに役立つ ー

How to Use the CT-X

Performances 
by PAKshin

自動伴奏機能を使えば、ドラムがいない時や、ひとりでの練習でも
簡単にバンドのようなパフォーマンスが楽しめます。
曲創りにも活用できて、リズムパターンを鳴らせば
オリジナル曲のイメージが次々とわいてくるはず！　　　　　　　
　　　　　　                                                     PAKshin  

How to Use the CT-X5000～サウンド/リズム編～

How to Use the CT-X5000 ～サウンド応用編～

How to Use the CT-X5000～サウンド/リズム編～ How to Use the CT-X5000～サウンド/リズム編～



【音にエフェクトをかける】
1

モードを選択
【NUMERIC KEYPAD】 エリアの【1】(　 )と【3】(　 )のボタンで、
エフェクトの種類を選びます。

2

パラメータを調整
例えば、リバーブセンド【Rev.send】では、リバーブの深さをダイヤル
操作で減らしたり増やしたりすることが可能です。

3

【レイヤー機能で音に厚みをもたせる】

3

1

2
簡単操作で音色を自分好みに変えることができ、
保存も可能です。

他にもいろいろなパラメータを用意

◆ 調整できるパラメータの種類

● アタックタイム …鍵盤を押した時の音の立ち上がりを設定
● リリースタイム …鍵盤を離した時の音の消え方を設定
●  カットオフフリケンシー …音の明るさを設定
● レゾナンス…音の癖の強さを設定 
 

● オクターブシフト  … 音程をオクターブ単位で上下設定
● ボリューム  … 音色全体の音量を設定
● タッチセンス  … 鍵盤演奏の強弱に応じて変化する
 　 パラメータの設定
● リバーブセンド  … リバーブのかかり具合を設定
● コーラスセンド  … コーラスのかかり具合を設定
● ディレイセンド … ディレイのかかり具合を設定
● DSPオン／オフ … DSPのON/OFFを設定
● DSPタイプ … 音色にかけるDSPの種類を設定
● DSPパラメーター … 選んだDSPパラメーターの設定

 

● ビブラートタイプ … 音の揺れの種類を設定
● ビブラートデプス  … 音の揺れのかかり具合を設定
● ビブラートレート  … 音の揺れの速さを設定
● ビブラートディレイ  … 音の揺れが始まるまでの時間を設定 
 

動画も
Check

1

2

1

2

3

4

音色を選択
もともと選ばれていた音色に足される
音色が画面に表示されます。（右記の液晶
画面ではストリングスの音色を選択）
ダイヤル操作で足したい音色を選べます。

データを保存
【STORE】ボタンを押しながら【REGISTRATION】エリアの【1】～【8】のボタン
を押すことで、設定した音色を登録できます。

ワンタッチで呼び出し
レイヤー機能により設定・登録した音色は、登録した数字のボタンを押す
ことで演奏中でもワンタッチで呼び出せます。

3

4

動画も
Check
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【FUNCTION】ボタンを長押し
【FUNCTION】ボタンを長押しすると、アタックタイム（Atk.Time）な
どエフェクトの種類が画面に表示されます。

【UPPER LAYER】ボタン
ある音色に別の音色を足して、同時
に音を出すレイヤー機能。まずは、
【UPPER LAYER】ボタンを押します。

ライブなどでソロパートを演奏する時に、ピアノの音色に

ストリングスの音色を重ねて厚みを出したり、

ハープの音色を重ねてファンタジー感を出してみたりと、

ひとりでも簡単にインパクトのある演奏が可能です。

                                                               PAKshin  

How to Use the CT-X5000 ～サウンド応用編～ How to Use the CT-X5000 ～サウンド応用編～

ディレイやリバーブなどのエフェクトをかけると、

曲に厚みが出て、プロさながらの演奏も。

ソロパートを弾く時にもエフェクトをかけると一気に雰囲気が変わるので、

曲やシーンに合わせて様々なモードを楽しんでみてください。          

                                                                                        PAKshin  



PAKshin　ワンポイントアドバイスPAKshin　ワンポイントアドバイス

15W＋15Wの大出力アンプが
AiX音源のポテンシャルを
最大限に引き出す。

61鍵盤CT-X5000

付属品： 譜面立て、ACアダプター（AD-E24250LW）、日本語操作シート
● サイズ （幅×奥行×高さ）： 948×384×116mm　
● 質量： 7.0kg　● 電源: AC電源

オープン価格　JAN ： 4971850314875

高音質＆ポータブルを両立した
AiX音源搭載キーボード。

CT-X3000

付属品： 譜面立て、ACアダプター（AD-A12150LW）、日本語操作シート
● サイズ （幅×奥行×高さ）： 948×384×116mm　
● 質量（電池含まず）： 6.9kg　
● 電源: AC電源/単1形乾電池×6本（別売）

オープン価格　JAN ： 4971850314851

61鍵盤
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CT-X5000 CT-X3000
鍵盤 鍵盤数 61 ピアノ形状＊1 61 ピアノ形状＊1

タッチレスポンス 3種類、オフ 3種類、オフ
音源 音源名 AiX AiX

最大同時発音数 64 64
音色 音色数 800 800

トーンカテゴリーボタン数 10×2 －
トーンエディター ● ●
ユーザー音色数 100 100

レイヤー/スプリット ●（アッパー×2, ロワー×2） ●（アッパー×2, ロワー×2）
ポルタメント ●（ボタン） ●（ボタン）
エフェクト リバーブ 32種類 24種類

コーラス 16種類 12種類
ディレイ 20種類 15種類
DSP 100種類 100種類
マスターEQ 10種類 + 1ユーザー 10種類

リズム リズム数 235 235
リズムカテゴリーボタン数 6 x 2 －
バリエーション 4種類 4種類
タップテンポ ● ●
シンクロストップ ● ●
ワンタッチプリセット ● ●
オートハーモナイズ ● ●
リズムエディター ● ●
ユーザーリズム数 100 50

自動伴奏 カシオコード、フィンガード1、フィンガード2、
フィンガードオンベース、フィンガードアシスト、
フルレンジコード

カシオコード、フィンガード1、フィンガード2、
フィンガードオンベース、フィンガードアシスト、
フルレンジコード

アルペジエーター 150種類 150種類
ミュージックプリセット 310種類 310種類
メトロノーム ● ●
内蔵曲 曲数 30+3デモ曲 30+3デモ曲
USBダイレクト再生 ● ●
MIDIレコーダー（録音機能） 17トラック×10曲 17トラック×10曲

容量 40,000音符 （1曲あたり） 40,000音符 （1曲あたり）
エディット機能 ● ●

フレーズパッド 4パッド 4パッド
ユーザーフレーズ 100 100
エディット機能 ● ●

液晶 ●（バックライト付き） ●（バックライト付き）

＊1 箱型の形状をした鍵盤です。（白鍵のサイズ：長さ約136mm × 幅約22mm）  ＊2 本機にはMIDI端子は付いていません。 USB端子を使用した本機
とパソコン間のMIDI通信が可能です。＊3 USBケーブルは付属していません。本機とパソコンとの接続には、市販の適合USBケーブルをご使用ください。
（USBの対応OSは、ホームページ https://casio.jp/support/emi/ のお客様サポートメニュー「ソフトウェアダウンロード」をご覧ください。） 

CT-X5000 CT-X3000
テンキー ● ●
ダイヤル ● ●
カテゴリーボタン ● ●
レジストレーション 8セット × 16バンク 8セット × 16バンク

LED ● －
フリーズ機能 ● ●

ミキサー 42チャンネル 42チャンネル
トランスポーズ ●（アップ/ダウンボタン） ●（アップ/ダウンボタン）
チューニング A4＝415.5～465.9Hz A4＝415.5～465.9Hz
オクターブシフト ●（アップ/ダウンボタン） ●（アップ/ダウンボタン）
スケール プリセット 17種類 17種類

ファインチューン ● ●
ピッチベンドホイール ● ●
モジュレーション ●（ボタン, アサイナブル） －
MIDI GMレベル1準拠＊2 GMレベル1準拠＊2

入出力
端子

ヘッドホン ● ●（ヘッドホン/アウトプット）
ラインアウト ●（L/MONO,R） －
マイク入力 ● －
ペダル ペダル1, ペダル2/エクスプレッション ペダル1, ペダル2/エクスプレッション
オーディオ入力 ● ●
USB （TO HOST）＊3 ● ●
USBメモリー （TO DEVICE） ● ●

オーディオ再生 ●（WAV形式) ●（WAV形式)
センターキャンセル(オーディオ再生) ● ●
センターキャンセル(オーディオ入力) ● ●
スピーカー サイズ 10cm×2 10cm×2

バスレフ ● ●
オン/オフ機能 ● ●

アンプ出力 15W + 15W 6W + 6W
電源端子 DC 24V DC 12V
電源／消費電力 家庭用AC100V電源／15W 単1形乾電池×6本または家庭用

AC100V電源／8W
サイズ 948×384×116 mm 948×384×116 mm
質量 7.0kg 6.9kg（電池含まず）
付属品 譜面立て、ACアダプター

（AD-E24250LW）、日本語操作シート
譜面立て、ACアダプター

（AD-A12150LW）、日本語操作シート

spec.



■お求めは信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

安全上のご注意
正しく安全にお使い
いただくため、ご使用の
前に必ず取扱説明書
をお読みください。

警告

注意

●指定以外の電源・電圧、接続コードは使用しないでください。火災、感電の原因になります。
●内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
●ぐらついた不安定な場所や、傾いたり凹凸のある場所に置かないでください。倒れてけがをする恐れがあります。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温多湿の場所、直射日光のあたる場所に置かないでください。
　火災、感電、故障などの原因になることがあります。特に雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、水が入ったり、濡れたりしないようにご注意ください。

●大切にしたい音のエチケット…楽しい音楽も時と場合によっては気になるものです。特に静かな夜間には小さな音でも響きやすいものです。周囲に迷惑のかからない音量でお楽しみください。窓を閉めたりヘッドホンを使用するのもひとつの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

本カタログは鍵盤楽器の表示に関する
公正規約に基づいて作成したものです。

このカタログの内容は
2018年9月現在のものです

※掲載ドライバ／アプリケーションソフトの最新の対応状況は、ホームページ（https://casio.jp/support/os/）にてご確認ください。

CASIO電子楽器 公式              ページ
https://www.facebook.com/CasioElectronicMusicalInstrumentsJapancasio.jp/emi/

CASIO電子楽器 

●価格はすべて2018年9月現在のものです。●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めてい
ません。●記載された社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。●あなたがパソコン
でダウンロードした曲や内蔵曲は、個人として楽しむ等の他は著作権法上、権利者に無断で使用できません。
●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりになら
ない場合は、当社におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証
書を必ずお受けとりください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更すること
があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●液晶画面等の画面はイメージ
です。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

 受付時間　月曜日～土曜日　AM9：00～PM5：30
（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

https://casio.jp/support/contact/before/

全国一律料金でご利用いただけます。　

PHS・IP電話・公衆電話からは、03-5334-49090570-088933
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CT-X5000/3000カタログ

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
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