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火災・感電・人身傷害の危険を防止するには　～以下の指示を必ず守ってください～

この「安全へのこころがけ」は製品を安全に正し
くお使いいただき、お客様や他の人々への危害
や財産への損害を未然に防止するために、いろ
いろな絵表示を使って説明しています。
絵表示の意味をよく理解してから、本文をお読
みください。

注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

禁止の行為を告げるものです。

行為を強制したり指示する内容
を告げるものです。

例： → 分解禁止

例： → 電源プラグをコン
セントから抜く

安全へのこころがけ

この機器を使用する前に以下の指示と取扱説明書をよく読んでください。

この機器を分解したり、改造したりしないでください。
火災、感電の原因となります。

修理／部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは、絶対
にしないでください。必ずサービスセンターに相談してください。

次のような場所での使用や保存はしないでください。
火災、感電の原因となります。
●温度が極端に高い場所 （直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱
する機器の上など）

●温度が極端に低い場所
●水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所
●ホコリの多い場所
●振動の多い場所
※特に自動車内は直射日光などにより非常に高温となります。
この機器を車内に放置しないでください。

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でください。
火災、感電、故障などの原因となります。

本機は国内仕様です。電源プラグは必ずAC100Vの電源コンセントに接続
して使用してください。エアコンの電源などAC200Vのものがあります。
誤って接続すると火災、感電、故障などの原因となります。

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、重い
ものを乗せたり、傷つけたりしないでください。電源コードが破損し、感
電や火災の原因になります。

この機器を単独で、あるいはヘッドフォン、外部アンプ、外部スピーカー
と組み合わせて使用した場合、設定によっては、永久的な難聴になる程度
の音量になります。大音量や不快な程の音量で、長時間使用しないでくだ
さい。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してくださ
い。

この機器に、異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）や液体（水やジュース
など）を絶対に入れないでください。感電や火災の原因になります。

次のような場合は、直ち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、サービスセンターに修理を依頼してください。
●電源コードやプラグが破損した場合
●使用中に音が出なくなったり異常なにおいや煙が出た場合
●異物が内部に入ったり、液体がこぼれた場合
●機器が（雨などで）濡れた場合
●機器に異常や故障が生じた場合

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
また、過度に積み重ねての使用はしないでください。落ちたり倒れたりし
て、けがの原因となります。
※積み重ねてご使用になる場合は、転倒防止のため、アンプ/スピーカー
のキャスターを抜いてお使いになることをお勧めします。

本体に乗ったり腰掛けたりしないでください。転倒し、けがの原因となり
ます。

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
電源プラグを抜いておいてください。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又
は重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、

財産が損害を受ける危険の恐れがある内容を示しています。

絵表示に
ついて

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
て引き抜いてください。電源コードが破損して、感電や火災が発生するお
それがあります。

タコ足配線はしないでください。音質が劣化したり、コンセント部が異常
発熱して発火したりすることがあります。

本機とパワーアンプなどの他の機器とを接続する際は、必ずすべての機器
の電源を切った上で行ってください。スピーカーなどの破損や故障の原因
となります。

本機の電源スイッチ（POWER）を入れた状態で、電源プラグをコンセント
に差し込まないでください。感電または機器の損傷のおそれがあります。

本機の電源を入れる際は、必ずマスターボリュームを0にした状態で行って
ください。感電または機器の損傷のおそれがあります。

雑音を発生する装置（モーター、調光器など）や消費電力の大きな機器とは
別のコンセントをお使いください。

本機の近くにパワーアンプなどの大型トランスを持つ機器がある場合、ハ
ムやうなりが生じることがあります。その場合は、本機との向きや距離を
変えてみてください。また、雑音の原因となるネオンや蛍光灯からは十分
に離してご使用ください。

テレビやラジオ、スピーカーなど他の電気製品の近くで使用しないでくだ
さい。デジタル回路を多用しているため、テレビやラジオなどに雑音が生
じたりテレビ画面に色ムラを生じる場合があります。

本体のお手入れは、必ず柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジンやシ
ンナー、洗剤、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。また、
本体上にビニール製品やプラスチック製品などを置かないでください。本
体の変色や変質の原因になります。

本アンプは放熱により動作中に温度が上がります。本機を使用する際は、
通気性のよい場所に設置してお使いください。
本体上面、両側面、背面がそれぞれ壁などから30cm以上離れた状態で設
置してください。

物をぶつけたり、落としたりの乱暴な取り扱いや、ボタンやスイッチ、入
出力端子などに無理な力を加えたりしないでください。製品に悪い影響を
与え、性能を劣化させます。また、思わぬけがの原因となります。

本体を移動するときは、必ず電源アダプターコードなどの接続ケーブルを
すべて外した上で行ってください。コードをいためたり、お客様が転倒し
たりするおそれがあります。

手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれ
があります。

電源プラグにホコリが付着している場合は、ホコリをきれいに拭き取って
ください。そのままの使用は火災、感電、故障などの原因となります。

このマークは、機器の内部に絶縁されていない
「危険な電圧」が存在し、感電の危険があることを
示しています。（本体に印刷されています。）

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

使用後は、必ず電源を切りましょう。

この製品は電気用品取締法に定める技術基準に適合しています。
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このたびは、ヤマハギターアンプDG60-112をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

DG60-112は、ヤマハ独自のコンセプトにより開発されたデジタルギターアンプです。迫力あるチューブサウ

ンドと、真空管アンプにはない高い動作安定性を同時に実現しました。

独立した2チャンネルアンプで、それぞれのチャンネルでキャラクターの異なる8タイプの中からお好みのアンプ

を選んでサウンドメイクすることが可能です。さらに、デジタルスプリングリバーブもチャンネルごとに設定で

きるので、バリエーションに富んだサウンドが得られます。チャンネルの切り替え、リバーブON/OFFが足下で

行えるフットスイッチ端子、スピーカーシミュレーター内蔵のラインアウト端子など、スタジオからライブまで

幅広くお使いいただくことができます。

本製品の優れた機能をフルに発揮させると共に、末永くご愛用いただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をよ

くお読みください。また、お読みになった後も不明な点が生じた場合に備えて、保証書とともに大切に保管して

ください。

目次

各部の名称と機能............................................................ 4
■ フロントパネル........................................................... 4
■ リアパネル.................................................................. 5

セッティングサンプル.................................................... 6

仕様................................................................................... 7

サービスについて............................................................ 8

音楽を楽しむエチケット
楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を充分にいたしましょう。
静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところで迷惑
をかけてしまうことがあります。適度な音量を心がけ、窓を閉めたりヘッドフォンをご使用になるの
もひとつの方法です。

ヘッドフォンをご使用になる場合には、耳をあまり刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

これは日本電子機械工
業会「音のエチケット」
キャンペーンのシンボ
ルマークです。
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各部の名称と機能

■ フロントパネル

q 入力端子（INPUT HIGH, LOW）
入力用ジャックです。ギターをここに接続します。

出力の大きなギターはLOW側端子に、出力の小さなギターはHIGH側

端子に接続します。クリーンなサウンドが欲しい場合はLOW側に接続

してサウンドメイクすることをおすすめします。

※ ギターの接続は、電源スイッチを切った状態で行ってください。

w ピークインジケーター
入力レベルを監視します。ピークを越えると点灯します。

e チャンネルセレクトスイッチ
A, Bチャンネルの切り替えスイッチです。

スイッチを押して、使用するチャンネルを選びます。

Aチャンネル（ ）を選ぶと上段のつまみ（t～o）でセッティングしたサ

ウンドでギターアンプが動作し、Bチャンネル（ ）を選ぶと下段のつま

み（t～o）でセッティングしたサウンドでギターアンプが動作します。

r チャンネルインジケーター
現在選択されているチャンネル（AまたはB）側のランプが点灯します。

t アンプセレクトスイッチ
内蔵されている8種類のギターアンプタイプを選択します。

基本的なサウンドキャラクターは、それぞれアンプタイプ1より2の方

が明るくなっています。ただし、セッティングサンプル（→6ページ）の

ように、各コントローラーのセッティングによりアンプタイプに捕らわ

れない幅広い音作りが可能です。

・LEAD 1, LEAD 2

強い歪みのかかったディストーションサウンドが得られます。骨太で

伸びのあるサウンドはギターソロに最適です。

・DRIVE 1, DRIVE 2

チューブアンプをフルアップした時のようなヌケがよく歯切れの良い

オーバードライブサウンドが得られます。トーンコントロールで各音

域のバランスを調整することで幅広く使えます。

・CRUNCH 1, CRUNCH 2

ピッキングのタッチやニュアンスを表現できるクランチサウンドで

す。GAINを上げると、チューブアンプのボリュームを上げたときの

あのナチュラルなオーバードライブが得られます。リフやバッキング

に向いた歯切れのいいサウンドです。

・CLEAN 1, CLEAN 2

歪みのないクリーンなサウンドが得られます。リバーブやコーラスな

どのエフェクトをかけて空間的なサウンドを作る際に向いています。

y ゲインボリューム(GAIN)
歪みのかかり具合を調節します。

右に回すほど強力に歪みます。

※ このつまみが“0”の位置だとMASTERボリュームが上がっていても

音は鳴りません。

u マスターボリューム(MASTER)
GAINやトーンコントロールで設定されたサウンドの、全体の音量だけ

を調節します。

i トーンコントロール

（TREBLE, HIGH MID, LOW MID, BASS, PRESENCE）
それぞれの音域のトーンを調節します。

つまみを右に回すほどその音域が強調されます。

TREBLE ......... 高音のレベルを調節します。

HIGH MID ..... 中高域のレベルを調節します。

LOW MID ...... 中低域のレベルを調節します。

BASS ............. 低音のレベルを調節します。

PRESENCE .. TREBLEよりもさらに高い超高域のレベルを調節

します。

o リバーブボリューム（REVERB）
リバーブ（スプリングリバーブ）のかかり具合を調節します

つまみを右に回すほどリバーブが強くかかります。“0”にするとリバー

ブはかかりません。

リアパネルのFOOT SW REVERB端子にフットスイッチを接続する

と、リバーブのON/OFFを切り替えることができます。

!0 電源スイッチ（POWER）
本機の電源スイッチです。

スイッチを押し込むことでON/OFFが切り替わります。

※  スピーカー保護のため、電源ON/OFFの切り替えはMASTERボ
リュームを“0”にしてから行ってください。

DG60-112は、完全独立2チャンネルのギターアンプです。

Aチャンネル（上段つまみt～o）のセッティングと、Bチャンネル（下段つまみt～o）のセッティングを、eのスイッチまたはフット

スイッチで切り替えてご使用なれます。つまみt～oの機能はA, Bチャンネル同じです。

w e
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接続は必ず、DGギターアンプおよびそれぞれの機器の電源を切った状態で行ってください。■ リアパネル

!1 フットスイッチ(FOOT SW)
別売のフットスイッチ（ヤマハFS1など）を接続することにより、以下

の機能の切り替えをフットスイッチで行うことができます。

・チャンネルセレクト（CH SELECT）

フロントパネルのチャンネルセレクトスイッチeと同様に、A, B

チャンネルの切り替えを行うことができます。

フットスイッチを踏むごとにA/Bが切り替わります。

※ フットスイッチ使用時は、フロントパネルのチャンネルセレクト

スイッチeは無効となります。

・リバーブ（REVERB）

リバーブのON/OFF切り替えを行うことができます。

スイッチを踏むごとにON/OFFが切り替わります。

OFFにするとリバーブのかからない音が出力されます。

!2 スピーカーミュートスイッチ(SP MUTE)
このスイッチを押すとスピーカーからの出力を止めることができます。

先の細い物で、中の赤いスイッチを押し込みます。押すごとにON/

OFFが切り替わります。

ヘッドフォンやラインアウトなどを使用時、本体のスピーカーを鳴らし

たくない時に使用します。

※ スピーカーミュート時には、SEND端子!5出力もミュートされます。

!3 ラインアウト/ヘッドフォン端子(LINE OUT/PHONES)
ラインアウトやヘッドフォンを使用したいときは、この端子に接続しま

す。

この端子から出力される信号はスピーカーシミュレーター*を通った音

になっています。

各部の名称と機能

!4エフェクトセンド/リターンレベル切換スイッチ

(0dB/ー20dB)
エフェクトセンド端子!5の出力レベルおよび、エフェクトリターン端子

!6の入力レベルを、ー20dBまたは0dBに設定できます。

接続する外部エフェクターの入力レベルに合わせて、切り替えてくださ

い。

!5エフェクトセンド端子（SEND）
外部エフェクターの入力端子と接続します。

※ スピーカーミュート時には、SEND端子!5出力もミュートされます。

!6 エフェクトリターン端子（RETURN）
外部エフェクターの出力端子と接続します。

!7 ブレンドつまみ(BLEND)
エフェクトリターンで帰ってきた信号を、どれだけDGアンプの信号に

加えるかを調節します。EFFECT(エフェクト)側へ回すほど、エフェク

トのかかった音の量が増えます。

DRY(ドライ)側へ回しきると、エフェクトのかからない音(生音)のみに

なります。

*スピーカーシミュレーターとは？
スピーカーシミュレーターとは、実際にスピーカーを鳴らした時
のようなライブ感を付加する回路です。
ミキサーやMTRに直接接続しても、アンプを実際に鳴らしてマイ
クで拾ったときのような『空間を感じさせるサウンド』を得るこ
とができます。

チャンネルA, B
の切り替え

リバーブON/OFF
の切り替え

レコーディング機器
やPAミキサーへ

ヘッドフォンへ

!1

!2 !3 !4 !5 !6 !7

エフェクターへ

INOUT
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ここでは、DG60-112のすばらしいサウンドを手軽に楽しんでいただくために、代表的なセッティングサンプルをいくつか紹介し

ます。オリジナルサウンド作りにお役立てください。
※ MASTERボリュームは、お好みの音量にセッティングしてください。また、使用ギターなどによって、最適なセッティングが変わることがあり
ます。サンプルセッティングを参考に、最適なセッティングを見つけてください。

セッティングサンプル

オールマイティーなクランチサウンド

フロントピックアップを使ってのサスティーンの効いたソロなど
に最適な、スムースなリードサウンド

クランチアンプで作るウォームなサウンド。
ジャズからロック系まであらゆる音楽に使えます。

ハード・ロック、へヴィ・メタルに適した抜けの良いリードサウ
ンド

パワーの小さいオールドアンプで、ボリュームを上げたときに出
る様なクランチサウンド

ゲインを上げるとへヴィなリフに最適なディストーション、
ゲインを下げて歯切れのよいオーバードライブ

コンテンポラリージャズサウンド。クリーンチャンネル以外から
クリーンサウンドを作ることもできます。

タイトなオーバードライブサウンド パンチの効いたカントリーサウンド

中音域の倍音が豊かな、パンチの効いたオーバードライブサウンド ハードロックで使われる、低音の豊かなクリーンサウンド

ドンシャリ系ハードオーバードライブサウンド ブライトなクリーンサウンド。あらゆる場面で幅広く使えます。

軽くオーバードライブしたテキサスブルース系サウンド
クリーンアンプで音量を上げたときに出る、ナチュラルな軽いク
ランチサウンド

LEAD1 10.0 – 10.0 6.8 8.7 10.0 10.0 5.1

LEAD2 9.0 – 5.0 6.4 2.0 6.5 5.0 4.0

LEAD2 3~8 – 7.0 2.0 2.0 5.5 7.0 3.0

DRIVE1 10.0 – 9.7 1.5 8.2 7.5 6.5 4.0

DRIVE1 8.7 – 7.0 7.5 7.5 7.4 7.1 4.2

DRIVE2 10.0 – 9.2 8.5 4.0 7.3 5.6 4.4

DRIVE2 4.9 – 7.0 7.0 8.1 7.7 9.0 3.2

CRUNCH1 9.3 – 9.3 9.0 8.1 3.9 7.4 5.1

CLEAN2 10.0 – 4.9 5.3 8.6 3.9 3.6 4.1

CLEAN2 5.4 – 7.2 8.3 10.0 4.9 5.0 3.2

CLEAN1 5.3 – 5.7 0.9 3.0 9.5 9.9 3.1

CRUNCH2 2.6 – 2.7 7.5 9.2 7.3 1.7 4.2

CRUNCH2 3.0 – 9.3 4.7 1.6 6.5 7.3 3.4

CRUNCH1 3.5 – 7.0 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0

CLEAN1 5.4 – 10.0 8.2 8.9 8.1 5.8 4.7

ブリティッシュハードロックで多用される、典型的なディストー
ションサウンド

LEAD1 10.0 – 10.0 5.8 1.9 10.0 10.0 5.5
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デジタル部 完全デジタルシグナルプロセッシング
アンプタイプ：内蔵8チャンネルプリセット
デジタルリバーブ（SPRING）
スピーカーシミュレーター（LINE OUT）

アナログ部 60Wソリッドステートパワーアンプ
30cmスピーカー（エミネンス社製）

コントローラー／スイッチ
フロントパネル コントローラー：GAIN, MASTER, TREBLE, HIGH MID, LOW MID, BASS, PRES-

ENCE, REVERB すべて2CH(A,B)
スイッチ：アンプセレクト2CH(A,B)、チャンネルセレクト（A,B）
POWERスイッチ

リアパネル コントローラー：EFFECT BLEND
スイッチ：SP MUTE, EFFECTセンド/リターンレベル切換(0dB/-20dB）

インジケーター ピークレベル表示LED（赤）

接続端子 INPUT HIGH/LOW, EFFECT SEND, EFFECT RETURN,
 FOOT SW（CH SELECT, REVERB） すべて標準フォンモノジャック
 LINE OUT/PHONES 標準フォンステレオジャック

A/Dコンバーター 20bit+3bit フローティング

D/Aコンバーター 20bit

サンプリング周波数 48 kHz

入力レベル／インピーダンス INPUT HIGH : －20dBm（スルー）/1 MΩ
INPUT LOW : －10dBm（スルー）/1 MΩ
EFFECT RETURN : 0dBm/120 kΩ

出力レベル／インピーダンス SPEAKER : 60W RMS/8 Ω
LINE OUT : +2dBm/47 Ω
EFFECT SEND : －2dBm/1 kΩ

電　源 AC 100V, 50/60Hz

消費電力 50 W

寸法（W x H x D） 540×504×276 mm

重　量 18.0 kg

仕様

* 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。



サービスについて

ヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点

ヤマハ株式会社各事業所／営業所（商品に関する問い合わせ先）

弦打楽器事業部 国内営業部　ギタードラム営業課
〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10番1号　053-460-2433

V369090

1. 保証期間
本機の保証期間は、ご購入（保証書による）より満１ヶ年
（現金・クレジット・月賦等による区別はございません。
また保証は日本国内でのみ有効）と致します。

2. 保証期間中のサービス
保証期間中に万一故障が発生した場合、お買い上げ店に
ご連絡頂きますと、技術者が修理・調整致します。この
際必ず保証書をご提示ください。保証書なき場合には
サービス料金を頂く場合もあります。
また、お買い上げ店より遠方に移転される場合は、事前
にお買い上げ店あるいは下記のヤマハ電気音響製品アフ
ターサービス拠点にご連絡ください。移転先における
サービス担当店をご紹介申し上げますと同時に、引続き
保証期間中のサービスを責任をもって行なうよう手続き
致します。

3. アフターサービス
満１ヶ年の保証期間を過ぎますとサービスは有料となりますが、引
き続き責任をもってサービスをさせていただきます。そのほかご不
明の点などございましたら、お買い上げ店あるいは下記のヤマハ電
気音響製品アフターサービス拠点までお問い合わせください。

4. 摩耗部品の交換について
本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品（下記参照）が使
用されています。摩耗部品の劣化の進行度合いは、使用環境や使用
時間などによって大きく異なります。本機を末永く安定してご愛用
頂くためには、定期的に摩耗部品を交換されることをお薦めしま
す。摩耗部品の交換は、お買い上げ店またはヤマハ電気音響製品ア
フターサービス拠点へご相談ください。

摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ、リレー類、入出力ジャッ
ク、接続端子など

※住所及び電話番号は変更になる場合があります。

Printed in Taiwan

（修理受付および修理品お持込み窓口）
北海道サービスセンター 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50　ヤマハセンター内 TEL（011）512-6108
仙台サービスセンター 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-7　仙台卸商共同配送センター3F TEL（022）236-0249
首都圏サービスセンター 〒211-0025 川崎市中原区木月1184 TEL（044）434-3100
浜松サービスセンター 〒435-0048 浜松市上西町911　ヤマハ(株)宮竹工場内 TEL（053）465-6711
名古屋サービスセンター 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2-1-2　ヤマハ(株)名古屋流通センター3F TEL（052）652-2230
大阪サービスセンター 〒565-0803 吹田市新芦屋下1-16　ヤマハ(株)千里丘センター内 TEL（06）6877-5262
四国サービスステーション 〒760-0029 高松市丸亀町8-7　(株)ヤマハミュージック神戸　高松店内 TEL（087）822-3045
広島サービスセンター 〒731-0113 広島市安佐南区西原6-14-14 TEL（082）874-3787
九州サービスセンター 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL（092）472-2134

［本社］
カスタマーサービス部 〒435-0048 浜松市上西町911　ヤマハ(株)宮竹工場内 TEL（053）465-1158

弦打楽器国内営業部 〒430-8650 浜松市中沢町10番1号 TEL（053）460-2433
EM東京事業所 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL（03）5488-5476
EM北海道営業所 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50　ヤマハセンター内 TEL（011）512-6113
EM仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町2-2-10 TEL（022）222-6147
EM大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-9　心斎橋プラザビル東館 TEL（06）6252-5231
EM名古屋営業所 〒460-8588 名古屋市中区錦1-18-28 TEL（052）201-5199
EM広島営業所 〒730-8628 広島市中区紙屋町1-1-18　ヤマハビル TEL（082）244-3749
EM九州営業所 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL（092）472-2130
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