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1	 PreSonus	Studio	One	6にようこそ

1.1	 はじめに	
PreSonus	Studio	One	6にようこそこのたびはStudio	Oneをご購入いただきありがと
うございました。本製品のご使用を存分にお楽しみいただくためにも、まずは以下の情報
を最後までお読みいただき、インストールを正しく完了させてください。

1.2	 システム要件	
Studio	Oneは、幅広い種類のコンピューターで動作します。ご使用のシステムとの互換性
については、以下の要件をごご確認ください。

macOS®

	• macOS®	10.14以降（64-bitのみ）
	• Intel®	Core™	i3プロセッサー以上
	• 4GB以上のRAM（8GB以上推奨）

Windows®

	• Windows	10（64-bitのみ）
	• Intel®	Core™	i3	/	AMD	A10プロセッサー以上
	• 4GB以上のRAM（8GB以上推奨）

追加要件（システム共通）
	• インターネット接続（インストールとアクティベーションに必要）	
	• 1366	x	768以上の解像度のモニター（高dpiモニター推奨）	
	• タッチ操作にはマルチタッチ対応モニターが必要です	
	• 40GB以上のハードディスク空き容量

1.3	 エディション	
Studio	One	6には、Prime、Artist、Professionalの3種類のエディションが存在していま
す。すべてのエディションに対して単一のインストーラーが使用されており、Studio	Oneを
アクティベートするプロダクトキーによって、動作するエディションが決定されます。以下
では、エディション間の相違点について説明します。

Studio	One	Prime
	• オーディオトラックおよびMIDIトラック数無制限
	• ステレオ入出力
	• 基本プラグイン、Presence	XTサンプラー
	• アレンジトラックを含む基本編集機能
	• 検索機能およびPreSonusショップへのダイレクトアクセス機能を搭載したコンテン
ツブラウザー

Studio	One	Artist
	• オーディオトラックおよびMIDIトラック数無制限、同時録音入力数無制限
	• コンピング、トランジェント検出および編集、ピッチ補正（Melodyneトライアルバージ
ョン）などの先進的な編集機能

	• SoundCloud™	フル統合
	• 31のNative	Effects、5つのバーチャルインストゥルメント（Impact	XT、Sample	One	
XT、Mai	Tai、Mojitoを含む）

	• イベントベースのエフェクト
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	• ユーザー定義可能なマクロに対応
	• サードパーティ製VST/AUプラグインとReWireに対応
	• Studio	One	Remoteアプリに対応

Studio	One	Professional
	• Artistの全機能とコンテンツを搭載
	• 統合マスタリングソリューションを提供するプロジェクトページ
	• 統合ライブパフォーマンス環境のショーページ
	• アレンジトラックとスクラッチパッド
	• コードトラックと倍音編集
	• Notionをベースとするスコアエディター
	• AAFとソングトラックのインポート
	• Melodyne	essential	5によるピッチ修正（ライセンス付属）
	• Extended	FX	ChainsとMulti	Instrument
	• サードパーティのサンプラーフォーマットに対応（EXS、Giga、Kontakt、Bitwig）
	• グローバルビデオトラックを使用したビデオプレイバックと同期を追加
	• Note	FX、Vocoder、Groove	Delay、Multiband	Dynamics、OpenAIR、Pipeline、IR	
MakerのNative	Effectsプラグイン

1.4	 インストール	
Studio	Oneのインストール方法は、購入方法により異なります。
小売店でご購入いただいた場合：プロダクトキーが封入されたボックス版のStudio	One
を購入した場合、キーを登録してStudio	Oneをダウンロードし、初回起動時にアクティベ
ーションを行います。
Shop.PreSonus.comから直接ご購入いただいた場合：http://shop.presonus.comか
ら直接ソフトウェアを購入した場合、Studio	Oneインストールのダウンロードがユーザー
アカウントに追加され、My.PreSonus.comホームページの最近購入した製品リストに表
示されます。アクティベーションは、製品の初回起動後オンラインで行われます。

1.4.1	 ユーザーアカウントを作成する
Studio	OneをPreSonusウェブサイトからご購入いただいた場合、お客様用の
MyPreSonusアカウントはすでに作成されています。MyPreSonusアカウントをお持ちで
ない場合、アカウントを作成する必要があります。
MyPreSonusアカウントは最新バージョンのStudio	One	6をダウンロードおよびアクティ
ベートするのに必要なだけでなく、追加ドキュメンテーションやコンテンツファイル、ユー
ザーフォーラム、最新のアドバイスや製品ビデオへのアクセス、およびテクニカルサポート
のチケット作成が簡単に行えます。
ユーザーアカウントを作成するには、http://my.presonus.comを開きます。この
ページで［MyPreSonusアカウントを作成］をクリックしてから、フォームに記入
するか、Facebook、Google、LinkedInアカウントにMyPreSonusを接続してから
［MyPreSonusアカウントを作成］をもう一度クリックして新規アカウントを作成します。
アカウントが作成できたら、PreSonusからアカウントに入力したメールアドレスに対して
確認メールが自動送信されます。メールに記載されているリンクをクリックしてアカウン
トをアクティベートします。これで、Studio	Oneをダウンロードしてインストールできます。
アカウント作成から数分経っても確認メールが届かない場合、手動でアカウントをアクテ
ィベートする必要がある場合がありますので、support@presonus.zendesk.comまでご
連絡ください。
ご使用のコンピューターがインターネットに接続していなくても、インターネット接続のあ
る別のコンピューターを使用して下の「オフラインアクティベーション」セクションの説明
に従ってStudio	Oneをダウンロードおよびアクティベートできます。

http://shop.presonus.com
http://My.PreSonus.com
http://my.presonus.com
mailto:support@presonus.zendesk.com
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1.4.2	 Studio	Oneを登録、ダウンロード、インストールする
Studio	Oneインストーラーをダウンロードするには、http://my.presonus.comから
MyPreSonusアカウントにログインします。［新規ソフトウェアを登録］ボタンをクリックし
て、［ソフトウェア］または［拡張］を選択してプロダクトキーを入力します。Studio	Oneア
ップグレードをPreSonusウェブサイトからご購入いただいた場合、プロダクトキーはメー
ルに記載されています。Studio	Oneボックス版をご購入いただいた場合、プロダクトキー
はボックスに同梱されています。
Studio	Oneの登録が完了すると、［製品を表示］ボタンをクリックできるようになります。
クリックするとその製品の詳細ページが開きます。ページには（MacまたはWindowsの）
インストーラーをダウンロードするボタンがあります。これをクリックして、Studio	One
インストーラーをダウンロードします。ご使用のオペレーティングシステム用のインストー
ラーが自動でダウンロードされます。Studio	Oneをインストールする予定のコンピュータ
ーとは別のコンピューターでインストーラーをダウンロードする必要がある場合（Macで
Windows用のインストーラーをダウンロードするなど）、［すべてのシステムを表示］をク
リックして正しいインストーラーをダウンロードします。インストーラーがダウンロードでき
たら、実行して画面上の指示に従ってください。

1.5	 アクティベーション	
Studio	Oneをお手持ちのコンピューター上で使用するにはアクテ
ィベートする必要があります。インストールが完了したら、Studio	
Oneを起動します。使用許諾契約が表示されます。
［同意する］をクリックして契約に同意すると、PreSonusログイ
ンウィンドウが表示されます。	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ユーザーアカウントをお持ちの場合、MyPreSonusユーザー名と
パスワードを入力して［ログイン］を押し、アカウントにログインし
ます。	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://my.presonus.com
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アカウントを作成する必要があり、ご使用のコンピューターが
インターネットに接続している場合、［MyPreSonusアカウント
を作成］をクリックします。ユーザーアカウント情報を入力して、
［PreSonusアカウントを作成］をクリックします。	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.5.1	 Studio	Oneをアクティベートする	
ほとんどの場合、Studio	OneはMyPreSonusアカウントへの初回ログイン時に自
動アクティベートされます。同一バージョンのStudio	Oneライセンスを複数、同一の
MyPreSonusアカウントに登録している場合など、まれに、アクティベートするライセンス
を選択する必要がある場合があります。Studio	Oneを起動して［Studio	One］メニューの
［Studio	Oneアクティベーション］を開きます。

1.5.2	 オンラインでのアクティベーション
Studio	Oneがインストールされているコンピューターがインタ
ーネットに接続されている場合、［購入したバージョンのStudio	
Oneをアクティベート］オプションを選択します。プロダクトキー
が未入力の場合、メールに記載（または、ボックス版またはアカデ
ミック版Studio	Oneのパッケージに同梱）されているプロダクト
キーをタイプ入力またはコピー&ペーストします。［アクティベー
ト］ボタンをクリックし、アクティベーションを完了します。	
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1.5.3	 オフライン登録とアクティベーション	
Studio	Oneがインストールされているコンピューターがインター
ネットに接続していない場合、［Studio	Oneアクティベーション］
メニューの［オフラインでアクティベート］をクリックして、表示さ
れるアクティベーションコードをメモしておきます。USBフラッシ
ュメモリ、プロダクトキー、アクティベーションコードが必要となり
ます。
その後、インターネットに接続している別のコンピューターで
http://my.presonus.comを開き、アカウントにログインします。［
製品を登録］ボタンをクリックして［ソフトウェア］または［拡張］を
選択し、Studio	Oneパッケージに記載またはメールで提供され
たプロダクトキーを入力します。［登録］をクリックすると、［ソフト
ウェア］リストが表示されます。
先ほど登録した製品を［ソフトウェア］リストから選択して、次のペ
ージで［オフラインアクティベーション］をクリックします。［ソフト
ウェアをアクティベート］をクリックして、Studio	Oneが提供する
アクティベーションコードを入力します。コンピューター名を入力
しておくと、5件のアクティベーションを管理しやすくなります。

［オフラインアクティベーション］をもう一度クリックしてから、［ライセンスをダウンロー
ド］をクリックしてユーザーライセンスファイルをダウンロードします。このファイルを外部
メディア（フラッシュメモリやCD-Rなど）に保存し、Studio	Oneがインストールされている
コンピューターにファイルをコピーします。
Studio	Oneで、［Studio	One］>［Studio	Oneアクティベーション］ダイアログをもう一度
開き、［オンラインでアクティベート］をクリックしてから［ライセンスファイルを選択］をク
リックし、ユーザーライセンスファイルをロードしてStudio	Oneをアクティベートします。

1.6	 コンテンツのインストール	
Studio	Oneには、数々のオーディオループとインストゥルメント
が付属しています。これらはサウンドセット、デモソング、チュート
リアルビデオとしてまとめられています。インストールできるサウ
ンドセットの数は、インストールされているStudio	Oneのエディシ
ョン（Prime、Artist、Professional、またはSphere）により異なり
ます。サウンドセットとデモ/チュートリアルをインストールするに
は、Studio	Oneを起動し、［Studio	One］メニューの［Studio	One
インストール］を開きます。
Studio	Oneの［インストール］メニューでは、選択されているすべ
てのコンテンツをPreSonusアカウントからダウンロードするよう
選択したり、［ファイルからインストール］を使用してファイルシス
テム内のダウンロード済みコンテンツを開いたりできます。後で
コンテンツをインストールしたい場合、［Studio One］>［Studio 
Oneインストール］ウィンドウからいつでも行えます。

デフォルトでは、ご使用のエディションのStudio	Oneに付属の基本パッケージすべてが［
推奨インストール］タブ内に選択されています。［インストールオプション］メニューを使用
して、コンピューター上の任意のロケーションを設定します。ロケーションを選択したら、［
インストール］をクリックして続行します。

http://my.presonus.com
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インストールが完了すると、Studio	Oneのブラウザーにインストールされたコンテンツす
べてが表示されます。デモとチュートリアルは、スタートページから選択できます。インスト
ゥルメントプリセットは、ブラウザーの［インストゥルメント］タブの関連するインストゥルメ
ント、および、プラグインウィンドウのプリセットブラウザー内にリストされます。

1.6.1	 アドオンコンテンツをインストールする
http://Shop.PreSonus.comでStudio	Oneと一緒にまたは後日アドオンとして購入した
追加コンテンツをインストールする必要がある場合、Studio	Oneインストールウィンドウ
の検索エリアで［購入済みアイテム］ボックスにチェックマークを入れて選択します。また
は、http://my.presonus.comアカウントからコンテンツをダウンロードします。コンテン
ツをデフォルトのユーザーロケーションにインストールするには、コンテンツをダブルクリ
ックするか、Studio	Oneウィンドウにドラッグします。
サウンドセットコンテンツを別のロケーションに格納したい場合、そのロケーションに格
納してから、［Studio One］>［オプション］>［ロケーション］（macOS：［環境設定］>［オプシ
ョン］>［ロケーション］）にそのロケーションを追加します。ここでは、サウンドセット、インス
トゥルメント、サードパーティ製プラグインに新規ロケーションを追加できます。

1.7	 Melodyne	
PreSonusはCelemonyとパートナー提携し、グラミー賞に輝いた秀逸のタイミング/
ピッチ補正およびマニピュレーションツールであり、Studio	Oneにタイトに統合する
Melodyneをユーザーに提供します。Studio	One	Artistには、Melodyneのトライアル版
が付属しています。Studio	One	Professionalには、Melodyne	essentialライセンスが付
属しています。

1.7.1	 Melodyneをインストールする
Studio	Oneで、［Studio One］>［Studio Oneインストール］を開きます。アクティベートさ
れているStudio	Oneのエディションに応じて、次のいずれかが表示されます。
	• Celemony	Melodyne	Trial（Artist）	
	• Celemony	Melodyne	essential（Professional）	
リストされているMelodyneのバージョンの横のボックスにチェックマークを入れて選択
します。［インストール］をクリックして、Melodyneをインストールおよびオーソライズしま
す。

http://Shop.PreSonus.com
http://my.presonus.com
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2	 デバイス設定

2.1	 オーディオデバイスを設定する	
Studio	Oneは、コンピューターにインストールされているデバイスのリストから、オーディ
オの入力と出力に使用するオーディオデバイスを自動選択します。PreSonusインターフェ
ースをご使用の場合、そのインターフェースが自動選択されます。
別のデバイスを選択するには、［Studio One］>［オプション］>［オーディオ設定］（macOS：

［環境設定］>［オプション］>［オーディオ設定］）を選択するか、Studio	Oneスタートペー
ジの［設定］で［オーディオデバイスを設定］をクリックします。	
以下の手順に従って、Studio	Oneで使用するオーディオデバイスを設定します。

1. ［Studio One］>［オプション］>［オーディオ設定］（macOS：［環境設定］>［オプショ
ン］>［オーディオ設定］）の［オーディオデバイス］ドロップダウンメニューからデバイス
を選択します。

2.	 一部のデバイスでは設定オプションを選択できます。接続されているデバイスにこの
ようなコントロールがある場合、デバイス選択ドロップダウンメニュー横の［コントロ
ールパネル］ボタンをクリックして、デバイスのコントロールパネル内で変更できます。
ご使用のデバイスにこのようなオプションがない場合、［コントロールパネル］ボタン
は灰色表示になります。

3.	 必要に応じて［デバイスブロックサイズ］を設定します（Windowsでは［内部デバイス
ブロックサイズ］も）。設定値が低いとレイテンシーが最小限になり、トラッキング時に
便利です。設定値が高いとレイテンシーが上がりますが、エフェクトとインストゥルメン
トプラグインの処理パワーが向上します。

	• macOS：［デバイスブロックサイズ］はオーディオデバイスのバッファーサイ
ズで、オーディオデバイスの性能に直接影響を与えます。［デバイスブロック
サイズ］は、フェーダーを左右に動かすことで増減できます。適切な設定値
は、Studio	Oneの用途により異なります。

	• Windows：［ロック］チェックボックスをオンにすることで［内部ブロックサ
イズ］を［デバイスブロックサイズ］に固定できます（デフォルトではこの設
定）。［内部ブロックサイズ］はソフトウェアのバッファーサイズで、ご使用の
コンピューターシステムとStudio	Oneの性能に直接影響を与えます。
ロックが解除されている場合、［内部ブロックサイズ］をドロップダウンメニ
ューから選択できます。設定するべき値が分からない場合は、［内部ブロッ
クサイズ］を［デバイスブロックサイズ］にロックしておきます。
Universal	Audio	UADハードウェアなどのDSPエフェクトおよびバーチャル
インストゥルメントでは、正常に動作させるにはご使用のオーディオデバイ
スの［内部ブロックサイズ］にロックさせる必要があります。

4.	 デフォルトでは、Studio	Oneの処理精度は［シングル（32ビット浮動小数点）］に設定
されています。Studio	One	Professionalでは、［処理精度］ドロップダウンメニューから
［ダブル（64ビット浮動小数点）］を選択することもできます。

5.	 ご使用のコンピューターに複数のプロセッサーまたはプロセッシングコアが搭載さ
れている場合、デフォルトでは［マルチプロセッシングを有効化］チェックボックスがオ
ンになります。パフォーマンスに問題が生じるのでない限り、このデフォルト設定から
変更しないことをおすすめします。

6.	 前述の設定が選択されている場合、ご使用のシステムの現在の入出力レーテンシー
の総計、サンプルレート、ビット深度が［オーディオ設定］メニューに表示されます。
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2 デバイス設定 
2.2 MIDIキーボードを設定する 
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オーディオデバイスとI/O設定について詳しくは、Studio Oneの［ヘルプ］メニューのリファ
レンスマニュアルをご参照ください。

2.2	 MIDIキーボードを設定する	
MIDIキーボードコントローラーはハードウェアMIDI機器で、他のMIDI機器、バーチャ
ルインストゥルメント、ソフトウェアパラメーターの再生とコントロールに使用されま
す。Studio	Oneでは、MIDIキーボードコントローラーを「キーボード」と呼びます。キーボ
ードを使って演奏を録音する前に、Studio	OneでMIDIキーボードコントローラーを設定
しておく必要があります。設定が完了すれば、いつでもStudio	Oneで使用できるようにな
ります。
キーボードを設定するには、［Studio One］>［オプション］>［外部デバイス］（macOS：［環
境設定］>［オプション］>［外部デバイス］）を開くか、Studio	Oneスタートページの［設定］で
［外部デバイスを設定］をクリックして次の手順に従います。

1.	 ［外部デバイス］セクションで、［追加］ボタンをクリックします。

2.	 あらかじめ定義されているデバイスリストの中からご使用のデバイスを選択するか、
リストにご使用のデバイスがない場合［新規キーボード］に設定します。
［新規キーボード］に設定した場合、［製造元］と［デバイス名］フィールドにそれぞれ
情報を入力します。これで、ご使用のキーボードを識別しやすくなります。

3.	 このキーボードとの通信に使用するMIDIチャンネルを指定します。デフォルトでは、す
べてのMIDIチャンネルが選択されます。
どのMIDIチャンネルを使用するべきか分からない場合は、デフォルト設定にしておき
ます。

4.	 キーボードから各MIDIチャンネルに対して別個のインストゥルメントトラック入力を
作成したい場合、［チャンネルを分割］をオンにします。

5.	 キーボードの送信先と受信元となるデバイスを指定します。［受信元］と［送信先］のド
ロップダウンメニューで、デバイスのドライバー名を選択します。

6.	 このキーボードをデフォルトのバーチャルインストゥルメント入力として使用する場合、
［デフォルトのインストゥルメント入力］チェックボックスをオンにします。Studio	One
で1つのキーボードしか使用しない場合、このチェックボックスをオンにする必要があ
ります。
これで、キーボードをStudio	Oneで使用する準備ができました。

MIDIデバイス設定について詳しくは、Studio Oneの［ヘルプ］メニューのリファレンスマニ
ュアルをご参照ください。
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3 便利なヒント 
3.1 新機能
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3	 便利なヒント

3.1	 新機能
スタートページで［新規…］をクリックして新規ソング、新規ショー、新規プロジェクトを作
成できます。
	• ソングでは、オーディオとノートデータの録音、編集、アレンジ、ミックスを行います。
	• ショーでは、Studio	Oneをバッキングトラックなどに使用してライブ演奏を行います。
	• プロジェクトでは、複数のソングまたはオーディオファイルを並び替えるマスタリング
作業を行います。

3.2	 スマートテンプレート
スマートテンプレートは、作業内容に最適化された新規ドキュメントを作成し、Studio	
Oneを学ぶのに役立つインタラクティブなチュートリアルを備えています。
たとえば、「コンテンツを作成」するテンプレートでは、ビデオトラック1つ、ナレーション用
のトラック2つ、音楽/FX用のステレオトラック1つ、ポッドキャストに適した処理エフェクト
があらかじめコンソールチャンネルに配置された新規ソングファイルが作成されます。
「今すぐプレイ」「今すぐ録音」「ビートを生成」など、人気のクリエイティブなタスクに対し
てスマートテンプレートが多数用意されています。

3.3	 インフォビュー	
インフォビューパネルは、ソングページまたはプロジェクトページの一番上のツールバー
にあるクエスチョンマークのアイコンをクリックすると開きます。インフォビューパネルに
は、選択されているマウスツールで実行可能な操作と、修飾キーに関連する操作が表示
されます。Studio	Oneインターフェースと付属のプラグインのコントロールの情報も、各
コントロール上にマウスポインターを重ねるとインフォビューに表示されます。キーボー
ドのF1を押すと、インフォビューからStudio	Oneリファレンスマニュアルの該当セクション
に直接移動できます。

3.4	 リファレンスマニュアル
Studio	OneリファレンスマニュアルはStudio	Oneに完全統合されており、［ヘルプ］メニ
ューから（Studio	Oneリファレンスマニュアル）またはキーボードのF1を押してアクセスで
きます。目次はヘルプウィンドウの左列に表示されます。さらに、総索引、テキスト内の相
互参照リンク、便利な検索オプションもあります。英語版リファレンスマニュアルはデフォ
ルトでインストールされていますが、他言語バージョンは［Studio	Oneインストール］メニ
ューから利用できます。

3.5	 別システムから移行するユーザーのためのキーコマンド	
別のDAWからStudio	Oneへ移行した場合、キーコマンドセットを切り替えると便利です。

［Studio One］>［オプション］>［キーボードショートカット］（macOS：［環境設定］>［オプ
ション］>［キーボードショートカット］）の［キーボードマッピングスキーム］から変更できま
す。ここでは、Pro	Tools®	、Cubase、Logic®	など複数のDAWのキーボードマップから選択
できます。マップを選択すると、そのDAWの一般的なキーコマンドが自動認識され、適用
されます。キーコマンドはワークフローに合わせてカスタマイズできます。
各DAWに使用されているキーコマンドは、［キーコマンド］メニューから確認したり、さま
ざまなファイルフォーマットでエクスポートして別アプリケーション上で確認できます。
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3 便利なヒント 
3.6 その他のヘルプおよび他のStudio Oneユーザーとつながる方法
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3.6	 その他のヘルプおよび他のStudio	Oneユーザーとつながる方法
Studio	One	6では、［ヘルプ］とリファレンスマニュアルはどちらもコンテキストに応じて
情報を提供し、ほとんどの場合疑問点を解決してくれるはずです。さらなる情報が必要な
場合：

1.	 オンラインナレッジベースをご参照ください：http://support.presonus.com/
forums

2.	 PreSonusフォーラムで他のユーザーに質問してみましょう：https://forums.
presonus.comフォーラムは、他のStudio	Oneユーザーとつながりを持つのに最適
なロケーションです。

3.	 ナレッジベースのリンクやMyPreSonusアカウントからサポートチケットを申請する
こともできます。

Studio	Oneをどうぞお楽しみください。

http://support.presonus.com/
http://support.presonus.com/
https://forums.presonus.com
https://forums.presonus.com


 ディナーの時間です！

特別掲載：PreSonusの秘伝レシピ
チキンとソーセージのガンボ
材料：
	• 中力粉　1カップ
	• サラダ油　3/4カップ
	• 玉ねぎ　大1個（さいの目切り）
	• 玉ねぎ　小1個（4つ切り）
	• セロリ　6本（さいの目切り）
	• 青ピーマン　大1個（さいの目切り）
	• にんにく　3片（2片をみじん切り、1片を丸ごと）
	• アンドゥイユソーセージ　450グラム
	• 鶏もも肉　4本（4つにぶつ切り）
	• 水　4リットル
	• ローリエ　4枚
	• タイム　小さじ1
	• オールドベイシーズニング　小さじ1
	• 冷凍オクラ　1～2カップ（薄切り）
	• パセリ（生）　1/4カップ（みじん切り）
	• 	卵　6～8個（好みで）

作り方：

1.	 大型の鍋に、鶏肉、水、4つ切りの玉ねぎ、オールドベイシーズニング、ローリエ2枚、にんにく1片（丸ごと）を加える。蓋をし
て弱火で煮立たせる。鶏肉が骨から簡単に外れるようになるまで煮込む。鶏肉を鍋から取り出しておく。玉ねぎ、ローリ
エ、にんにくを鍋から取り出し、スープはそのまま取っておく。

2.	 厚手の鍋を中火にかけ、油大さじ1を入れ、ソーセージに焦げ目がついて火が通るまで炒める。ソーセージを鍋から取り
出しておく。

3.	 同じフライパンで、残りの油を熱する。中力粉を少しずつ（一度に大さじ1～2）加え、かき混ぜながら炒める。濃い茶色（溶
けたダークチョコレートのような色）のルーになるまで、かき混ぜながら炒める。焦がさないよう火力に注意する。

4.	 ルーが濃い茶色になったら、さいの目切りの玉ねぎ、セロリ、青ピーマン、みじん切りのにんにくを加える。野菜がやわらか
くなるまで炒める。蓋はしないこと。

5.	 スープの1/4をゆっくりフライパンに加え、かき混ぜながら弱火で沸騰させる。
6.	 フライパンの中身を別の鍋に移し、弱火で煮る。ルーが鍋の底にたまり焦げつくので、蓋はしないこと。
7.	 残りのチキンスープ、ローリエ、タイムを加える。30分煮込む。
8.	 ガンボを煮込んでいる間に、鶏肉を骨から外して裂き、ソーセージを薄切りにする。
9.	 鶏肉とソーセージをガンボに加える。弱火で30～45分間煮込む。
10.	 冷凍オクラとパセリを加え、煮立たせる。
11.	お好みで：卵1個をティーカップに割り入れ、沸騰中のガンボにすばやく加える。残りの卵も同様に割り入れる。卵同士が
近づきすぎないように注意。すべての卵が表面に浮き上がってきたら、火を弱め、煮る。

12.	 12.塩とこしょう（赤、白、黒）で味を整える。
13.	 ライスにガンボをかけ、ポテトサラダを添える。

12人分
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