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Copyright Disclaimer for JamVOX
JamVOX is a professional device and is intended for use only with musical works and sound
recordings for which you yourself own the copyright, for which you have received permission for use from the copyright holder(s), or are in the public domain.
If you are not the copyright holder of a musical work or a sound recording and you have not
received permission from the copyright holder(s), you may be violating federal copyright
law if you produce and distribute CDs or other sound recordings, broadcast, publicly perform, sell, or make other unauthorized use of the copyrighted works. Infringers of copyrighted works may be liable for monetary damages and other penalties. If you are unsure
about your rights, please consult a copyright attorney.
YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR
ANY LICENSES, CONSENTS, WAIVERS, PERMISSIONS AND/OR OTHER AUTHORIZATIONS THAT MAY BE REQUIRED FOR THE USE OF ANY MUSICAL WORKS AND/OR
SOUND RECORDINGS.
YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT UNDER NO CIRCUMSTANCES
WILL VOX AND KORG BE LIABLE FOR ANY INFRINGEMENT COMMITTED BY YOU
USING ANY VOX OR KORG PRODUCT; VOX AND KORG SHALL NOT BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY INDIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ANY LOST PROFITS, LOSS OF GOODWILL, OR ANY OTHER DAMAGES, HOWSOEVER CAUSED, AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, RELATING TO OR RESULTING FROM THE USE OF, OR THE INABILITY TO
USE, JAMVOX OR ANY OTHER VOX OR KORG PRODUCT.
The content that is built into this product or included with it may not be extracted, recorded,
or stored in a form similar to its original state, and distributed or made publicly available on
the internet. The content of this product (such as sound programs, style data, accompaniment patterns, MIDI data, PCM sample data, audio data, operating system etc.) is the copyrighted property of VOX and KORG or is copyrighted material used by VOX and KORG
under license from a third party.
You do not need permission from VOX and KORG to use the above content to produce or
perform musical works, or to record and distribute such works.

Data handling
Incorrect operation or malfunction may cause the contents of memory to be lost, so we recommend that you save important data on a CD or other media. Please be aware that VOX
will accept no responsibility for any damages which may result from loss of data.

• Apple and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US. and other countries.
• Windows 10 is registered trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and other
counties.
• Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
• VST and ASIO are registered trademarks of Steinberg Media Technologies GmbH.
• All other product and company names are trademarks or registered trademarks of their
respective holders.

En-2

JamVOX Installation/Setup Guide

Installing the software
Caution
The software license agreement for this product is stored in the installer. You must read this
license agreement before you install the software. Your installation of the software will be
taken as your acceptance of this agreement.

Windows
1
2
3

Double-click the JamVOX software installer and proceed as directed by the on-screen
instructions to install the JamVOX software.
Connect the audio interface to a computer.
Start the JamVOX software and proceed as directed by the on-screen instructions to complete the authentication.

NOTE It may be necessary to perform the authentication procedure again under various
conditions such as when using a new computer or when your operating system has
been reinstalled.

Mac
1
2

Double-click the JamVOX software installer and proceed as directed by the on-screen
instructions to install the JamVOX software.
If you have the JamVOX monitor*, double-click on the JamVOX driver installer and proceed as directed by the on-screen instructions to install the JamVOX driver.

NOTE* The JamVOX monitor won't work on macOS 10.15 or later. Do not install the
JamVOX driver in that environment.

3
4

Connect the audio interface to a computer.
Start the JamVOX software and proceed as directed by the on-screen instructions to complete the authentication.

NOTE It may be necessary to perform the authentication procedure again under various
conditions such as when using a new computer or when your operating system has
been reinstalled.
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Setup
This section explains how to set up your JamVOX.

1

Connect the audio interface to a computer.

2

Start JamVOX.

3

Select the audio interface you will use from “Preferences”  “Hardware/Performance”
 “Audio Device.”

NOTE To play the guitar, a low-latency audio interface is required.
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JamVOX Software
Programs
Guitar programs: 100 or more

Effects
Amp models: 19
Cabinet models: 12
Effect models
Pedal effects: 18
Modulation effects: 12
Delay effect: 11
Reverb effects: 15
Noise Reduction: 1
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Main specifications

Operating requirements
Mac OS X
CPU: Intel Core processor
RAM: 4 GB or larger
OS: Mac OS X 10.11.6 El Capitan or later
Plug-In: Audio Units or VST 64-bit Plug-In compatible
Hardware: JamVOX monitor, VOX USB audio compatible products or CoreAudio compliant
audio interface
NOTE The JamVOX monitor won't work on macOS 10.15 or later.

Windows
CPU: Intel Core Processor 2.0 GHz or higher
RAM: 4 GB or larger
OS: Windows10 (support 32/64 bit)
Plug-In: VST 64-bit Plug-In compatible
Hardware: VOX USB audio compatible products or ASIO compliant audio interface

Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement.
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Support and service
If you have questions regarding this product, please contact the VOX distributor for the
country in which you purchased it. You can find your local distributor in the “Support” section on the VOX website https://www.voxamps.com/.
In order to receive product support, you must have registered this product. We cannot provide service if we are unable to verify that you have registered.

Information you must provide when contacting us
When you contact us, please provide the following information. We cannot provide service if
you do not give us this information.
• Your name and E-mail address (as registered on JamVOX-Online)
• The product code
• The name and version of this product (shown in the About screen of the software)
• Details of your system
Manufacturer and model of your computer:
Type of CPU and its clock speed:
Amount of memory installed:
Total capacity and free area of the installed hard disk:
Operating system and version:
Other computer peripherals:
• Your question (in as much detail as possible)
Before you contact us, please refer to the “Owner’s Manual...” and “Help menu FAQ”
to see whether they contain an answer to your question.
We cannot answer questions regarding basic operation of your computer, basic setup
for using your computer for music production, how to create songs or sounds, or
questions related to products made by other companies.
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著作権について
･ 著作権者から許諾を得ていない著作物を、個人、
家庭内、またはその他のこれに準ずる限られた
範囲以外で使用した場合、著作権侵害となり、
損
害賠償を含む補償を負う場合があります。
そのような著作物を録音したものはもちろん、
著作物に手を加えて作られたものにも、著作権
者の権利が含まれています。
これら成果物の転
載、
配布などは、
著作権侵害となります。
著作権侵害によって発生した損害賠償などは、
当社は一切の責任を負いかねます。
･ 本製品に内蔵もしくは同梱されたコンテンツそ
または酷似した形態で記録
のものを取り出し、
もしくは録音して、
配布やインターネット上で
公開することは許されていません。
本製品のコンテンツ（音色プログラム、スタイ
ル・データ、伴奏パターン、MIDI データ、PCM サ
ンプル・データ、オーディオ・データ、オペレー
ティング・システムなど）の著作権は VOX およ
びコルグに有するか、
または VOX およびコルグ
が第三者から使用許諾を受けている著作物で
す。
上記コンテンツを使用して、
作品を制作または
演奏し、それらを録音、
配布することについて
は、
当社の許諾を必要としません。

データについて
操作ミス等により万一異常な動作をしたときに、
メモリー内容が消えてしまうことがあります。
大
切なデータは、あらかじめ他のメディア等へセー
ブしておいてください。データの消失による損害
については、当社は一切の責任を負いかねますの
でご了承ください。

Audio Units は、
･ Apple、Mac、Macintosh、
Apple Inc.の商標または登録商標です。
･ Windows 10は、
Microsoft Corporationの商
標または登録商標です。
･ Intel、
Intel Coreは、Intel Corporationの商標
または登録商標です。
･ VSTおよびASIOは、Steinberg Media
Technologies GmbHの商標です。
･ すべての製品名および会社名は、各社の商標ま
たは登録商標です。
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ソフトウェアのインストール
ご注意
本製品のソフトウェアの使用許諾契約がインストーラーに収録されています。ソフトウェア
をインストールする前に、
必ずこの使用許諾契約をお読みください。ソフトウェアをインス
トールすると、この契約にご同意いただいたことになります。

Windows
1

JamVOXソフトウェアのインストーラーをダブルクリックし、表示される画面の指示に
従ってJamVOXソフトウェアをインストールしてください。

2

オーディオ･インターフェイスをコンピューターに接続してください。

3

JamVOXソフトウェアを起動し、表示される画面に従って認証を完了してください。

NOTE 新しいコンピューターで使う場合や、OS を再インストールした場合など、いくつかの条
件によって、再度認証が必要になる場合があります。

Mac
1

JamVOXソフトウェアのインストーラーをダブルクリックし、表示される画面の指示に
従ってJamVOXソフトウェアをインストールしてください。

2

JamVOXモニター*をお持ちの方は、JamVOXドライバーのインストーラーをダブルクリッ
クし、表示される画面の指示に従ってJamVOXドライバーをインストールしてください。

NOTE* JamVOXモニターはmacOS 10.15以降のOSをサポートしておりません。JamVOX
ドライバーをインストールしないでください。オーディオ･インターフェイスをコン

3

JamVOXソフトウェアを起動し、表示される画面に従って認証を完了してください。

NOTE 新しいコンピューターで使う場合や、OSを再インストールした場合など、いくつかの条
件によって、再度認証が必要になる場合があります。

JamVOXインストール/セットアップ･ガイド

ピューターに接続してください。
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セットアップ
JamVOXのセットアップ方法を説明します。

1

オーディオ・インターフェイスを接続します。

2

JamVOXを起動します。

3 「環境設定」→「ハードウェア／パフォーマンス」→「オーディオ・デバイス」で、使用する
オーディオ・インターフェイスを選択します。
NOTE ギターをリアルタイムに演奏するには、
低レイテンシーのオーディオ･インターフェ
イスが必要です。
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おもな仕様
JamVOX ソフトウェア
・プログラム
･ ギター・プログラム: 100以上

・エフェクト
･ アンプ・モデル数: 19
･ キャビネット・モデル数: 12
･ エフェクト・モデル数
ペダル・エフェクト: 18
モジュレーション・エフェクト: 12
ディレイ・エフェクト: 11
リバーブ・エフェクト: 15
ノイズ・リダクション: 1

・動作環境

Mac OS X
CPU: Intel Coreプロセッサ
メモリー: 4GB以上
OS: Mac OS X 10.11.6以降
プラグイン： AU (Audio Units)、
VST 64ビット・プラグイン対応
応オーディオ･インターフェイス
NOTE JamVOXモニターはmacOS 10.15以降のOSをサポートしておりません。

Windows
CPU: Intel Coreプロセッサー 2.0GHz以上
メモリー: 4GB以上
OS: Windows 10（32/64ビット対応）
プラグイン： VST 32/64ビット・プラグイン対応
ハードウェア： VOX 製 USB オーディオ対応製品、またはASIO 対応オーディオ･インター
フェイス
製品の外観および仕様は予告無く変更することがあります。

JamVOXインストール/セットアップ･ガイド

ハードウェア： JamVOXモニター、VOX製USBオーディオ対応製品、またはCoreAudio対
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サポート・サービスのご案内
本製品に関するご質問につきましては、下記の
「お客様相談窓口」までご連絡ください。
尚、
サポート・サービスを受けるためには、本製品の登録を完了している必要があります。ご
連絡の際、これらの登録が確認できない場合は、サポート・サービスをご提供できません。

ご連絡の際に必要な情報
ご連絡の際、以下の情報が必要になります。これらの情報が確認できない場合、サポート・
サービスをご提供できませんので、
必ずご提示ください。
･ お名前とEメール・アドレス（JamVOX-Onlineで登録したものが必要です。
）
･ 本製品のプロダクト･コード
･ 製品名とバージョン（ソフトウェアのアバウト画面でご確認いただけます。
）
･ ご使用環境
コンピューターのメーカー名と機種名：
CPUの種類とクロック：
搭載メモリー容量：
搭載ハードディスクの総容量と空き容量：
OSの種類とバージョン：
その他のコンピューター周辺機器：
（できるだけ詳細にお願いします。）
･ ご質問内容
ご連絡の前に、本製品の「取扱説明書」
とヘルプ・メニューの
「FAQ」に、ご質問内容に対
する回答がないかご確認ください。
コンピューターの基本的な操作方法、音楽制作にコンピューターを使用するための基
当社製品以外の製品に関するご質問に
本的なセットアップ方法、曲や音色の作成方法、
ついては、
お答えできません。
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お客様相談窓口
･ Eメールでのお問い合わせ: techsupport@korg.co.jp
･ 電話でのお問い合わせ

0570-666-569
PHS等一部の電話ではご利用できません。固定電話または携帯電話からおかけください。
･ 受付時間 月曜〜金曜 10:00 〜 17:00（祝祭日、窓口休業日を除く）
･ 電話でお問い合わせの際には、ご質問の製品が操作できる環境をご用意ください。
･ ご質問の内容やお客様の使用環境によって生じる問題などについては、回答にお時間をい

JamVOXインストール/セットアップ･ガイド

ただく場合があります。あらかじめご了承願います。
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