
 ● シールドコードの脱着時には、ギターアンプ等の電源をOFFにする
か、またはギターアンプ等のボリュームを絞ってください。

 ● 物をぶつけたり、落としたりの乱暴な取り扱いは、製品に悪い影響を
与え、性能を劣化させますので、ていねいにお取り扱いください。

 ● スイッチやツマミなどに無理な力を加えないでください。

 ● 外装をベンジンやシンナー系の液体で拭かないでください。お手入れ
は、必ず柔らかい布で乾拭きするようにしてください。なお、近くで
エアゾールタイプの殺虫剤を散布しないでください。

 ● 次のような場所でご使用になりますと、故障の原因となりますのでご
注意ください。
・直射日光の当たる場所や、暖房器具のそばなど。
・温度の特に低い場所、または高い場所。
・湿気やホコリ、振動の多い場所。

ご使用上の注意

このたびは、YAMAHA エレクトリックギターを

お買い求めいただきまして、まことにありがとう

ございます。

優れた性能をフルに発揮させると共に、いつまで

も支障なくお使いいただくため、ご使用の前にこ

の取扱説明書をよくお読みくださいますようお願

いいたします。また、取扱説明書はお読みになっ

た後も大切に保管してください。

リアP.U.

フロントP.U.

ボリュームコントロール：音量を調節します。

ピックアップバランサー：フロントP.U.とリアP.U.の出力バランスを調節します。

センタークリック位置より右（時計方向）に回すとリアP.U.の出力
の割合が多くなり、左（反時計方向）に回すとフロントP.U.の出力
の割合が多くなります。
 * 3ポジションセレクタースイッチがセンター（フロントP.U.＋リアP.U.）の
位置でのみ機能します。

3ポジションセレクタースイッチ
使用するP.U.を選択するためのスイッチです。

ツマミおよびスイッチの働き
※P.U.はPickup（ピックアップ）の略です。

トーンコントロール：音質を調節します。

リア
P. U.

フロント
P. U.

フロントP.U.
　  フロントP.U.＋リアP.U.
　　    リアP.U.

■ 保証とサービス

★保証期間
ヤマハエレクトリックギターの保証は、ご購入日(保証書による)より
満一ヶ年と致します。

★保証書
ヤマハエレクトリックギターに添付されております保証書には、販売
店の店頭にて諸事項をご記入の上、大切に保管してください。

★アフターサービス
保証期間中に万一故障が発生した場合、お買上げ店または右記のヤマ
ハ電気音響製品アフターサービス拠点にご持参頂きますと、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。但し、消耗品につい
ては有償サービスとなります。尚、改造品についての保証は致しかね
る場合がございますのでご注意ください。

★保証期間後のサービス
サービス料金を頂きますが、責任を持って修理調整致します。
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弦高の調整

弦高は、弦とフレットとの間隔を示すもので、このセッティングによっ
て演奏性が変わります。
弦高が高すぎると弾きにくくなり、低すぎるとビリつきの原因になりま
す。

1. 弦をゆるめます。

2. 高さ調整ネジA（下記【オクターブピッチの調整】イラスト参照）を回して弦
高を調整します。左右のネジを交互に少しずつ回して調整します。
製品出荷時には、22フレットと弦との間隔が以下の数値になるように調
整されております。
・1（2）弦：2.2 ± 0.2mm
・6（12）弦：2.7 ± 0.2mm

オクターブピッチの調整

主弦、副弦ともに開放弦と12フレットを押さえた時の音（1オクターブ高い音）が同じになるように調整します。

1. 最初に主弦（1, 3, 5, 7, 9, 11弦）を調整します。

・12フレットを押さえた時の音が、開放弦よりも高い場合
→ オクターブ調整ネジBを右（時計方向）に回す。
（サドルをネックと反対方向に移動する）

・12フレットを押さえた時の音が、開放弦よりも低い場合
→ オクターブ調整ネジBを左（反時計方向）に回す。
（サドルをネック方向に移動する）

2. 次に副弦（2, 4, 6, 8, 10, 12弦）を調整します。

・12フレットを押さえた時の音が、開放弦よりも高い場合
→ 副弦サドル固定ネジCをゆるめ、サドルを手で動かしネックと反対方向に移動する。
（オクターブ調整終了後、固定ネジCを締め付け、副弦サドルを固定する）

・12フレットを押さえた時の音が、開放弦よりも低い場合
→ 副弦サドル固定ネジCをゆるめ、サドルを手で動かしネック方向に移動する。
（オクターブ調整終了後、固定ネジCを締め付け、副弦サドルを固定する）

ピックアップの高さ調整

ピックアップはエレキギターで大変重要な部分です。ピックアップのセッティングが適性でないと、満足のいくサウンドは得られません。
ピックアップの高さ（弦とピックアップとの間隔）を調整して、1弦側と6弦側の音量バランスやサウンドを調整します。

ピックアップと弦との距離が近づくほど出力は大きくなりますが、ポールピー
スと弦との間隔は、2～3mmが適当です。近づけすぎて演奏時にポールピー
スと弦が接触しないように注意してください。

ピックアップ全体の高さ調整は、高さ調整ネジ(4本)で行います。
1弦側と6弦側の音量バランスを調整できます。

* ネジ頭のサイズに合ったプラス（＋）ドライバーをご用意ください。

ポールピースはスクリュータイプになっています。各弦間の音量バランスを調
整する場合は、マイナスドライバーでポールピースを回すことで高さ調整をす
ることができます。

* ネジ頭のサイズに合ったマイナス（－）ドライバーをご用意ください。

注意
ポールピースの高さは、出荷時にバランス調整されています。

ピックアップ全体の
高さ調整用ネジ

ピックアップ全体の
高さ調整用ネジ

ポールピース：
各弦間の音量バランス調整

弦ゲージと各弦の調律

工場出荷時には、以下の弦ゲージを使用して調律しています。

弦ゲージ 調律

1弦（主弦） 0.009 E（通常の6弦ギターと同じ高さ）

2弦（副弦） 0.009 E（通常の6弦ギターと同じ高さ）

3弦（主弦） 0.011 B（通常の6弦ギターと同じ高さ）

4弦（副弦） 0.011 B（通常の6弦ギターと同じ高さ）

5弦（主弦） 0.016 G（通常の6弦ギターと同じ高さ）

6弦（副弦） 0.009 High G（主弦の1オクターブ上の音）

7弦（主弦） 0.024W D（通常の6弦ギターと同じ高さ）

8弦（副弦） 0.011 High D（主弦の1オクターブ上の音）

9弦（主弦） 0.032W A（通常の6弦ギターと同じ高さ）

10弦（副弦） 0.016 High A（主弦の1オクターブ上の音）

11弦（主弦） 0.042W E（通常の6弦ギターと同じ高さ）

12弦（副弦） 0.024W High E（主弦の1オクターブ上の音）

W：巻弦

BA

C

トラスロッドの調整（ネックのソリの修正）

ヤマハギター/ベースはすべて、出荷時に完璧な調整をしてお届けしていますが、環境の変化や弦ゲージの変更等によりネックの状態が変化する
場合があります。ご使用の前にネックの状態を、確認・調整なさると万全です。

1フレットと22フレットを押さえたときに、5フレット付近で弦とフレットとの
間に0.1～0.2mmのすきまがあるのが正常な状態です。
ネックが反っていてすきまが広すぎたり、逆に弦がフレットに触れている場合
は、トラスロッドのナットを回してネックのソリを調整してください。

1. 糸巻から弦を外します。

2. ピックアップ固定ネジ4本を外して、フロントピックアップをボディから離します。

3. 付属の六角レンチを使って、ネックのトラスロッドナットを回して調整します。
・順反りの場合(A)→トラスロッドナットを右（時計方向）に回す。
・逆反りの場合(B)→トラスロッドナットを左（反時計方向）に回す。

4. 調整ができたら、弦を張りチューニングをして、ネックの反りの具合を確認し
てください。 注意

トラスロッドの調整方法がわからない場合は、お買い上げのお店へお申
し出ください。

順反り

逆反り

フロント
ピックアップ

ピックアップ
固定ネジ

順反りの場合逆反りの場合

トラスロッド


