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松武

モーグで音をつくれるようにな

デジタルテクノロジーによるイノベーション創出は、世界中の企業が目指すところ
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先生も「 自分で見つけなければモノにで
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運命を変えたシンセサイザーの
「 音 」との出会い
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私もブラスバンドでトランペットを演

であればこうすればこんな音が出ると
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まさにそのとおりですね。これ

松武さんに演奏をお願いしたのも、予想
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ションに挑戦しています。これは、シン

私がプロヂューズしたデザイン
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