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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、アンプ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。

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。

本機の電源を入れる際は、必ずOUTPUTコントロールを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。

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。

注意�

感電の恐れあり�
キャビネットをあけるな�

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。）

バックアップバッテリーについて

本機には、電源コードがコンセントから外されても内部のデータを記憶する
ために、メモリー保持用のバックアップバッテリー(リチウム電池)が内蔵さ
れています。バックアップバッテリーが消耗すると内部のデータは消えてし
まいますので、大切なデータはあらかじめヤマハMIDIデータファイラー
MDF3などの外部機器に保存するか（→9ページ）、データ内容をメモしてお
いてください。バックアップバッテリーは、3年を目安に交換することをお
勧めします。バックアップバッテリーの交換は、お買い上げの楽器店または
巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点にお申し付けください。

・バックアップバッテリーは自分で交換しないでください。
・バックアップバッテリーは子供の手の届くところに置かないでください。
・ディスプレイに“E6”と表示されると、バックアップバッテリーの消耗に
よりデータ内容が失われている可能性があります。

・異常動作、故障修理などの際、データ内容が失われる可能性があります。

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。

高周波ガイドライン適合品
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このたびは、ヤマハギターアンプDG100-212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。

DG100-212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。

DG100-212では、タイプの異なる8種類のプリセットアンプから好みのギターアンプタイプを選んでサウンド

メイクすることができます。それらのセッティングを128パターンまで保存しておき、パネルボタンやMIDIフッ

トコントローラーなどで自由に呼び出すことができます。さらに、デジタルリバーブ、デジタルテープエコーを

内蔵し、多彩なサウンドをクリエイトすることができます。出力には30センチのセレッション“Vintage30”ス

ピーカーを2本搭載し、ラインアウトにはスピーカーシミュレーターも装備しています。

シンプルな操作でクオリティの高い多彩なサウンドを得ることができる、このDG100-212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。

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。

※ 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 トリムコントロール（TRIM）
使用するギターの出力レベルに合わせて、アンプの入力レベルを調整

します。（→6ページ）

※ TRIMツマミの設定はメモリーには保存されません。

e 出力レベルコントロール（OUTPUT）
パワーアンプ部の出力ボリュームです。

GAIN, MASTER, トーンコントロールなどのプリアンプ部で作成した

サウンドを、どれくらいの音量で出力するか（スピーカーを鳴らすか）

を設定します。音色を変えずに音量を調整できます。

※ OUTPUTツマミの設定はメモリーには保存されません。
※ @4LINE OUT端子出力のレベル（音量）には関係しません。

r ゲインボリューム（GAIN）
ディストーションのかかり具合を調整します。

※ このツマミが“0”の位置だと、tマスターボリュームが上がってい
ても音が出ません。

t マスターボリューム（MASTER）
ゲインボリュームおよびトーンコントロールで設定されたサウンドの

最終的な音量を設定します。プリアンプ部の出力を調整します。

※ MASTERツマミの設定はメモリーに保存されます。

y 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整します。

テープエコー設定時、BASS, PRESENCEはそれぞれTIME, FEED

BACKを調整します。（→6ページ）

u リバーブボリューム（REVERB）
リバーブのかかり具合を調整します。（→6ページ）

テープエコー設定時は、LEVELを調整します。（→6ページ）

i アンプセレクトボタン／アンプセレクト表示
（LEAD 1, 2/DRIVE 1, 2/CRUNCH 1, 2/CLEAN 1,2）

プリセットされている8タイプのギターアンプを選びます。現在呼び出

されているアンプを表示します。（→6ページ）

ユーティリティモードでは、各種MIDI機能やスピーカーシミュレー

ターのオン／オフ機能などを選びます。（→9ページ）

※ アンプセレクトボタンを押すと、r～yのツマミはすべてプリ
セットのポジション（GAIN&MASTER=“7”、トーンコントロールは
すべて“5”の位置）に戻ります。REVERBツマミはそのままのポジ
ションを保持します。

o リバーブタイプセレクトボタン（REVERB）

!0 リバーブタイプ表示ランプ（SPRING, HALL, PLATE）
REVERBボタンを押してリバーブのタイプを選びます。選択されてい

るリバーブタイプのランプが点灯します。（→6ページ）

!1 モードセレクトボタン（MODE）

!2 モード表示ランプ（AMP/TAPE ECHO/UTIL.）
本機の設定されているモードを表示します。

・AMP（アンプモード）

通常の演奏モードです。すべてのツマミおよびボタンはパネルに印

刷されている機能（2機能を持つものは上部の機能）で動作します。

メモリーを呼び出したときに自動的にこのモードに入ります。

・TAPE ECHO（テープエコーモード）

テープエコーの設定をするモードです。（→6ページ）

アンプモードで、MODEボタンを1回押してすぐに離すとこのモー

ドに入ります。

・UTIL.（ユーティリティモード）

MIDIの機能やスピーカーシミュレーターのオン／オフ、ボリューム

ペダルの位置などを設定するときのモードです。

アンプモードまたはテープエコーモードで、MODEボタンを約1秒

押し続けるとこのモードに入ります。（→9ページ）

!3 ディスプレイ
メモリーナンバー、プログラムチェンジナンバー、MIDIチャンネルな

どを表示します。

!4 ／ ボタン
メモリーナンバーを＋1/－1します。また、ユーティリティモードで

は数値の＋1/－1、ON/OFFも設定します。押し続けると速く変化し

ます。

!5 ストアボタン（STORE）
保存しておきたい音ができたら、このボタンを押してそのときのアン

プのセッティングをメモリーにストア（保存）します。（→7ページ）

また、MIDIバルクアウト操作時には、実行ボタンとして機能します。

（→9ページ）

!6 リコールボタン（RECALL）
メモリーに保存されているセッティングを呼び出すためのボタンで

す。 ／ ボタンでメモリーナンバー（01～128）を選択後、この

ボタンを押します。（→7ページ）

!7 電源スイッチ（POWER）
本機の電源スイッチです。

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

w e r t y uq i o !0

!2!1

!3 !4 !5

!6

!7
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STATUS
DATA/CTRL

BANK MSB/MAX
BANK LSB/MIN
TOGGLE ON-OFF
/NUMBER OF PGM DEC

/NO
INC

/YES
MEMORY

EDIT
PC

EDIT
WRITE
/EXIT

±108.8.8.

接続は必ず、DG100-212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

!8

!8 スピーカー端子（SPEAKER）
本アンプの内蔵スピーカーがここに接続されていますが、必要に応じ

内蔵スピーカーを外して、外部スピーカーを接続することができま

す。

外部スピーカーを使用する場合は、必ず以下の規格に合ったスピー

カー（セット）を接続してください。

・許容入力100W以上、インピーダンス4～8Ω

!9 MIDI OUT端子
MIDIデータを保存できる装置（MIDIデータファイラーなど）のMIDI IN

端子と接続して、DG100-212のメモリーの内容を外部に保存する

ことができます。（→9ページ：MIDIバルクアウト）

また、MIDIマージをONに設定している場合は、@0MIDI IN端子で

受けた外部からのMIDIデータをそのまま出力します。（→9ページ）

@0 MIDI IN端子
MIDIフットコントローラー等のMIDI OUT端子と接続すれば、フット

コントローラーの操作でメモリーの選択、ボリュームのコントロー

ル、リバーブおよびエコーのON/OFFを行うことができます。（→8

ページ）

また、外部に保存したメモリー内容を再びDG100-212のメモリー

に読み込むこともできます。（→9ページ：MIDIバルクイン）

@1 エフェクトブレンドコントロール（EFFECT BLEND）

@2 エフェクトセンド端子（EFFECT SEND）

@3 エフェクトリターン端子（EFFECT RETURN）
SEND/RETURN端子間に外部エフェクターを接続して使います。

本機でサウンドメイクした信号にエフェクトをかけることができます。

BLENDツマミで、外部エフェクト音（EFFECT）とDG100-212で作成

したサウンド（DRY）とのレベルバランスを調整します。EFFECT側

いっぱいに回すと外部エフェクト音がかかった音だけになり、DRY側

いっぱいに回すと外部エフェクトがまったくかからない音になります。

※ RETURN端子にプラグを差し込むと、内部回路が切れてエフェク
ター（RETURN端子入力）からの信号が出力段（パワーアンプ→ス
ピーカー）へ送られます。RETURN端子にプラグが差されていない
状態ではBLENDツマミは効きません。
また、SEND端子はプリアウト端子として、RETURN端子はメイン
イン端子として使用することができます。

@4 ラインアウト端子（LINE OUT）

@5 ラインアウトレベルコントロール（LINE OUT LEVEL）
!8SPEAKER端子出力と同じ信号が、ラインレベル（+4dBm/600Ω）

でLINE OUT端子から出力されます。

スピーカーシミュレーターを内蔵（ON/OFF可：→9ページ）し、LINE

OUT LEVELツマミで出力レベルを調整できるので、ミキサーへのライ

ン送りやアンプ増設用の出力端子として使用できます。

!9 @0 @1 @3 @2 @4 @5

DG100-212の
内蔵スピーカー

または

許容入力100W以上、
インピーダンス4～8Ω

のスピーカー

DG100-212の
メモリーの内容
をMIDI機器に

保存する

メモリーの切り替え
や、ボリュームコント
ロールをMIDIコント
ローラーから行う

MIDI IN MIDI OUT

外部エフェクター

ミキサー

や

増設用アンプ

OUT IN

各部の名称と機能
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■ まず音を出してみよう
1. DG100-212の電源を切った状態で、フロントパネルのINPUT端
子にギターを接続します。とりあえず、LOW側に接続します。

2. OUTPUTツマミを“0”にしてから、電源スイッチをONにします。

3. とりあえずTRIMツマミを“5”の位置に設定してギターを弾き、
OUTPUTツマミを徐々に上げて音量を調整してください。

4. 音が出ることを確認したら、次の『TRIMレベルの調整』を設定して
ください。

■ TRIMレベルの調整
接続したギターの入力信号の大きさを、DG100-212でギター信号を
加工するのに最適な大きさに調整することで、ピッキングの微妙な
ニュアンスからストロークのアタック感まで、よりリアルに表現する
ことができるようになります。
このTRIMレベルの調整が適正でないと、ノイズやハウリング、音割れ
などの原因となります。

※ ギターにより出力レベルは異なるので、ギターを変えたらそのギ
ターに合わせてTRIMレベルを設定してください。

※ 同じギターでもINPUT端子のHIGH／LOWを変えたらTRIMレベ
ルを設定し直してください。

※ ディストーションサウンドを作る場合も、TRIMレベルは正しく
設定し、GAINツマミでひずみをコントロールします。

1. ギターのボリュームを最大にして、強めにピッキングしながら
TRIMツマミを回します。
緑色のLEDは入力信号が適正レベルであることを示します。

2. 赤色のLEDが点灯しない範囲で右いっぱいの位置にTRIMツマミを
設定します。赤色のLEDが点灯しない場合は、TRIMツマミを
“10”の位置に設定します。

※ TRIMツマミを“10”にしても赤色のLEDが点灯しない場合は、ギ
ターをINPUT端子のHIGH側に接続して設定してみてください。

■ サウンドセッティング
DG100-212では、8種類のプリセットアンプから好みのアンプタイ
プを選び、GAIN＋MASTERとトーンコントロールでサウンドを作り
上げることができます。

1. AMP SELECTボタンから、好みのアンプタイプを選んで押しま
す。選んだアンプタイプのボタンのLEDが点灯します。

2. GAIN, MASTERと5つのトーンコントロールを使ってサウンドを
作ってください。

ヒント　OUTPUTツマミとMASTERツマミ

どちらのツマミを回しても全体の音量が変わりますが、MASTERツマミは

プリアンプのMASTERボリュームで、その設定はメモリーに保存されま

す。OUTPUTツマミはパワーアンプの出力ボリュームで、その設定はメモ

リーに保存されません。メモリー個々の音量設定をMASTERツマミで行

い、スピーカーを鳴らすパワー（音量）をOUTPUTツマミで設定します。

※ AMP SELECTボタンを押すと、TRIM, OUTPUT, REVERB以外の
ツマミはすべてプリセットのポジション（GAIN & MASTER=“7”、
トーンコントロールはすべて“5”）に戻ります。セッティングを残し
ておきたい場合は、7ページの『セッティングの保存（ストア）』操作
を行ってください。

使用方法

■ リバーブの設定
DG100-212には、ビンテージギターアンプのサウンドを忠実にシ
ミュレートしたスプリングリバーブをはじめ、プレート、ホールの3タ
イプのデジタルリバーブが搭載されています。

1. ボタンを押してリバーブタイプを選びます。
ボタンを1回押すごとにタイプがSPRING→HALL→

PLATEの順で切り替わります。選ばれたリバーブタイプのランプ
が点灯します。

2. REVERBツマミでリバーブのかかり具合を調整します。

※ AMP SELECTボタンを押してアンプタイプを切り替えてもリバー
ブの設定（タイプおよびREVERBツマミの設定）は変わりませんが、
『メモリーの呼び出し』（→7ページ）を行うと、そのメモリーに設定
されているリバーブの設定に切り替わります。

■ テープエコーの設定
DG100-212には、テープ式エコーのサウンドを忠実にシミュレート
したデジタルテープエコーが搭載されています。

1. ボタンを押して“TAPE ECHO”のランプを点灯させます。
テープエコーの設定モードになり、BASS, PRESENCE, RE-
VERBの各ツマミが0の位置にリセットされます。
※ 選んでいるメモリーにテープエコーが設定されている場合、ツ
マミはその設定位置になります。

2. BASS, PRESENCE, REVERBの各ツマミでテープエコーのかか
り具合を調整します。
・BASS(TIME：エコータイム)

原音からエコー音までの時間（エコー音とエコー音との間隔）を

設定します。右に回すほど時間間隔が長くなります。

・PRESENCE(FEED BACK：フィードバック)

エコー音の繰り返し回数を設定します。右に回すほど繰り返し

回数が多くなります。回しすぎると発振する場合がありますの

で注意してください。

・REVERB(LEVEL：エコーレベル)

エコー音の音量を設定します。　

3. 設定ができたら、 または ボタンを押して
“PLAY”ランプを点灯させます。
BASS, PRESENCE, REVERBの各ツマミは、テープエコー設定
モードに入る前の状態に戻ります。

※ テープエコーモードでは、BASS, PRESENCE, REVERBのツマミ
およびTRIM, OUTPUT以外のツマミは機能しません。

※ AMP SELECTボタンを押してアンプタイプを切り替えてもテープ
エコーの設定は変わりませんが、『メモリーの呼び出し』（→7ペー
ジ）を行うと、そのメモリーに設定されているテープエコーの設定
に切り替わります。

このページの手順によりあなたが作成したサウンド（セッ
ティング）は、リバーブやテープエコーの設定も含めて次
項の『セッティングの保存（ストア）』でDG100-212の
メモリーに保存し、いつでも呼び出して使うことができま
す。

スピーカーの保護のため、電源のON/OFFは必ずOUTPUTツマミを“0”にしてから行ってください。
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保存（ストア）と呼び出し（リコール）

■ セッティングの保存（ストア）
1. 6ページの使用方法をご覧になり、8つのプリセットアンプと各種

コントロールツマミでお好みのサウンドを作ります。

※ ユーティリティモードの各種設定は、個々のメモリーには保存
されません。各メモリー共通の設定として、電源OFF時にその
内容が保存され、次回電源ON時にその内容に設定されます。

2. ボタンを押して、モード表示ランプの“AMP”または

“TAPE ECHO”を点灯させます。

3. メモリーの何番に保存するか、 ／ ボタンを使ってメモリー

ナンバーを設定します。

メモリーナンバーはディスプレイに点滅表示されます。

※ ／ ボタンは押し続けると速く変化します。

※ 3桁のメモリーナンバー（100～128）は、下2桁と間のドットで
表示されます。

例） 128の表示 →

4. ディスプレイに“8.8.”と表示されるまで、約1秒間 ボタン

を押し続けます。

指を離すとメモリーナンバーの点滅は点灯に変わり、セッティング

がメモリーに保存されます。

※ TRIMおよびOUTPUTツマミの設定は保存されません。バッキ
ングとソロの時の音量差などは、MASTERツマミで設定してく
ださい。

DG100-212では、アンプタイプとそのセッティング（GAIN, MASTER, トーンコントロール, リバーブ, テープエコー）を
内部メモリーに128個まで保存することができます。
そして、それらのセッティング（サウンド）を自由に呼び出して使うことができます。ツマミのポジションもモータードライ
ブにより正確に再現されます。気に入ったサウンドができたら、メモリーに保存（ストア）しましょう。

■ メモリーの呼び出し（リコール）
メモリーに保存しておいたセッティングは、メモリーナンバーを指定
して簡単に呼び出すことができます。

リコール操作を行うと、現在使用しているセッティングは変わっ
てしまいます。セッティング状態を保存しておきたい場合は、左
項のストア操作を行ってから、リコール操作を行ってください。

1. ボタンを押して、モード表示ランプの“AMP”または

“TAPE ECHO”を点灯させます。

2. 呼び出したい（使いたい）メモリーのナンバーを、 ／ ボタン

を使ってディスプレイに表示させます。（点滅表示）

3. ボタンを押します。

メモリーナンバーの点滅は点灯に変わり、各ツマミとアンプセレク

ト表示はメモリーのセッティング内容の位置にセットされます。

※ ボタンが押されるまで、セッティングの内容は変わり
ません。

※ TRIMおよびOUTPUTツマミの設定はリコール操作では変わりません。

※各ツマミのポジションの再現に数秒～10数秒かかりますが、
セッティングの内容（サウンド）は瞬時に切り替わります。

※リコール操作後、20秒経ってもボリュームが目標のポジション
を再現または認識できない場合、“E1”と表示されます。
そのままのご使用は、火災、感電の原因となる場合がありま
す。お買い上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サー
ビス拠点に修理をお申し付けください。

ヒント　ストア時のメモリーナンバーのアイディア

ストアする際、メモリーナンバー1～128をいくつかのグループに分

けて保存しておくとメモリーを呼び出す時に便利です。たとえば、

・アンプのタイプ別（LEAD1, DRIVE1など）に分ける。

→“ナンバー1～10はLEAD1で作った音”のように。

・サウンドの種類別（ディストーション系、クリーン系など）に分ける。

・ライブの曲順（使用順）に並べる。

・使用するギター別（ハムバッキング用など）に分ける。

また各メモリーナンバーにどんなサウンドセッティングが保存されて

いるか、簡単なチャートを作成しておくとよいでしょう。

MIDIフットコントローラーなどの外部機器からメモリーを呼

び出すこともできます。8ページをご参照ください。

保存先メモリーナンバー
点滅表示→ 8.8.→点灯表示

点灯

ストアの実行

保存先メモリー
ナンバーの指定

呼び出したいメモリーのナンバー
点滅表示→点灯表示

呼び出したいメモリー
ナンバーの指定

メモリー（1～128）に保存したデータは、外部MIDI機器に保

存することができます。9ページをご参照ください。 リコールの実行

ファクトリープリセットの方法

以下の操作を実行すると、メモリーの内容（No. 1～128）はすべてプ

リセットの設定（GAIN & MASTER=“7”、トーンコントロールはす

べて“5”）にリセットされます。あなたがメモリーした内容はすべて消

えてしまいますので、ご注意ください。

【操作】 ボタンと ボタンを押しながら、

電源スイッチをオンにする。

点灯
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STATUS
DATA/CTRL

BANK MSB/MAX
BANK LSB/MIN
TOGGLE ON-OFF
/NUMBER OF PGM DEC

/NO
INC

/YES
MEMORY

EDIT
PC

EDIT
WRITE
/EXIT

±108.8.8.

便利な機能

MIDI IN

MIDI OUT

外部MIDI機器

■ MIDIによるメモリーのリコール
ヤマハMIDIフットコントローラーMFC10などの外部MIDI機器からプ

ログラムチェンジメッセージを送信することで、DG100-212のメモ

リーをリコールすることができます。

1. DG100-212のMIDI IN端子と外部MIDI機器のMIDI OUT端子と

をMIDIケーブルで接続します。

※ MIDIケーブルはMIDI規格のものをお使いください。また、
MIDIケーブルは15mが限度とされています。これ以上長いケー
ブルの使用は、誤動作などトラブルの原因となります。

MIDIケーブル

DG100-212
リアパネル

DG100-212ではMIDIを使ってメモリーの切り替えやリバーブ、テープエコーのON/OFF、ボリュームコントロールなどを行うことができます。

また、LINE OUT出力にスピーカーシミュレーターをかけることもできます。

MIDIとは？ MIDI（ミディ）とは、Musical Instruments Digital Interfaceの略称で、メーカーや種類が違っても楽器やコンピューター間で演奏情報や
音色情報などをやりとりするために定められた世界統一の規格です。

2. DG100-212のMIDI受信チャンネルを外部MIDI機器のMIDI送信

チャンネルに合わせます。（初期値：1チャンネル）
　→設定方法は9ページ『MIDI受信チャンネルの設定』

3. プログラムチェンジテーブル*を作成します。

（初期値：プログラムチェンジNo.＝メモリーNo.）

　→設定方法は9ページ『プログラムチェンンジテーブルの作成』

* たとえば『プログラムチェンジナンバー“1”を受信したらDG100-
212のメモリーナンバー“5”をリコールする』といったように、受
信したプログラムチェンジナンバーに対応させるメモリーナン
バーを指定する作業です。

4. 外部MIDI機器からプログラムチェンジデータを送信すると、作成

したプログラムチェンジテーブルに従ったメモリーがリコールされ

ます。

※ プログラムチェンジデータの送信のしかたについては、外部
MIDI機器の取扱説明書などをご覧ください。

■ MIDIによるボリュームコントロール
外部MIDI機器のMIDI OUT端子から7番のコントロールチェンジメッ

セージ（メインボリューム）をDG100-212のMIDI IN端子に送信する

ことで、DG100-212の全体の音量を調整することができます。

ヤマハMIDIフットコントローラーMFC10などのフットペダルを持っ

たMIDI機器を接続すれば、ボリュームペダルとして演奏中に足元で音

量を調整することができます。

このボリュームコントロールのポジションは、次の3カ所から選ぶこと

ができます。

・bP：before Pre Amp.。プリアンプ前の音量をコントロール。

・AP：after Pre Amp.。プリアンプ後の音量をコントロール。

・Ar：after REVERB。リバーブ後の音量をコントロール。

INPUT

プリアンプ

bP

リバーブ パワーアンプ

AP Ar

SPEAKER

LINE OUT

1. 『MIDIによるメモリーのリコール』の手順1～2と同様に、外部

MIDI機器を接続し、MIDI受信チャンネルを設定します。

2. 次に、ボリュームコントロールのポジションを設定します。
　→設定方法は9ページ『ボリュームペダルポジションの設定』

3. この状態で外部MIDI機器から7番のコントロールチェンジデータ

を送信すると、ボリュームを調整することができます。

※ DG100-212は7番、91番、94番以外のコントロールチェンジを受信
しません。

※ コントロールチェンジデータの送信のしかたについては、外部MIDI
機器の取扱説明書などをご覧ください。

※ メモリーを切り替えても、メインボリュームデータは変わりません。

※ 電源ON時、メインボリュームデータは最大にセットされます。

※ メインボリュームデータ変更後に外部MIDI機器との接続を切り離し
た場合、十分な音量が得られないことがあります。そのような場合
は、再度コントロールチェンジを送信して音量を設定しなおすか、
電源を入れ直してください。

■ MIDIによるリバーブ、テープエコーのON/OFF
外部MIDI機器のMIDI OUT端子から91番のコントロールチェンジメッ

セージをDG100-212のMIDI IN端子に送信することでリバーブの

ON/OFFを、94番のコントロールチェンジメッセージを送信すること

でテープエコーのON/OFFを、切り替えることができます。

1. 『MIDIによるメモリーのリコール』の手順1～2と同様に、外部

MIDI機器を接続し、MIDI受信チャンネルを設定します。

2. この状態で外部MIDI機器から91番または94番のコントロール

チェンジデータを送信すると、リバーブまたはテープエコーのON/

OFFを切り替えることができます。

※ DG100-212ではコントロールチェンジの設定値＝64以上を受ける
とON、63以下を受けるとOFF動作をしますが、送信機側からは
ON時＝127、OFF時＝0を送信することをお勧めします。

※ コントロールチェンジデータの送信のしかたについては、外部MIDI
機器の取扱説明書などをご覧ください。

■ スピーカーシミュレーター
スピーカーシミュレーターとは、ミキサーやレコーダーなどにライン

接続した際に、実際にスピーカーを鳴らした音のようなライブ感を付

加する回路です。LINE OUT端子出力にのみ機能します。

→設定方法は9ページ『スピーカーシミュレーターのON/OFF』
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■ MIDIバルクインについて
DG100-212のMIDI IN端子と外部MIDI機器のMIDI OUT端子とを
MIDIケーブルで接続し、バックアップしておいたDG100-212の
MIDIデータをDG100-212に戻す操作です。

※ MIDIバルクインは、アンプモードおよびテープエコーモードで行わ
れます。ユーティリティモードではできません。

※ デバイスナンバーはMIDI受信チャンネルとなります。MIDI受信チャ
ンネルが“A£”（Omni ON）に設定されている場合は1になります。
“oF”（OFF）に設定されている場合は受信しません。

※ MIDIバルク受信中はディスプレイに“Ld”が表示されます。

■ スピーカーシミュレーターのON/OFF
スピーカーシミュレーターとは、ミキサーやレコーダーなどにライン
接続した際に、実際にスピーカーを鳴らした音のようなライブ感を付
加する回路です。LINE OUT端子出力にのみ機能します。

1. ボタンを1秒間以上押し、モード表示ランプ“UTIL.”を点
灯させます。

2. ボタンを押します。ディスプレイには現在の設定状態
が表示されます。

3. ／ ボタンを使ってon/oFを切り替えます。

■ ボリュームペダルポジションの設定
『MIDIによるボリュームコントロール』（→8ページ）をする際の、ボ
リュームコントロールのポジションを設定します。

1. ボタンを1秒間以上押し、モード表示ランプ“UTIL.”を点
灯させます。

2. ボタンを押します。ディスプレイには現在の設定状態
が表示されます。

3. ／ ボタンを使ってポジション（bP, AP, Ar）を選びます。

■ プログラムチェンジテーブルの作成
受信したプログラムチェンジナンバーに対してどのメモリーをリコー
ルさせるかを設定します。
* 初期値：プログラムチェンジNo.＝メモリーNo.

1. ボタンを1秒間以上押し、モード表示ランプ“UTIL.”を点
灯させます。（ユーティリティモード）

2. ボタンを押します。

3. ／ ボタンを使って設定したいプログラムチェンジナン
バー（1～2.8）をディスプレイに表示させます。

4. ボタンを押します。

5. ／ ボタンを使って対応させるメモリーナンバー（1～2.8）
をディスプレイに表示させます。

6. 必要に応じて2～5の操作を繰り返します。

■ MIDI受信チャンネルの設定
DG100-212のMIDI受信チャンネルを設定します。
* MIDI機器間でデータを送受信する際、MIDIチャンネルが合っていない

とデータの受け渡しができません。（初期値：1チャンネル）

1. ボタンを1秒間以上押し、モード表示ランプ“UTIL.”を点
灯させます。（ユーティリティモード）

2. ボタンを押します。ディスプレイには現在設定されて
いるMIDI受信チャンネルが表示されます。

3. ／ ボタンを使ってMIDI受信チャンネル（1～16, A£, oF）
を設定します。
*“A£”表示はOmni ONに設定されます。

■ MIDIマージの設定
DG100-212のMIDI IN端子に入力されたMIDI信号をそのままMIDI

OUT端子にも出力する場合はo n（ON）に、出力しない場合はo F

（OFF）に設定します。

1. ボタンを1秒間以上押し、モード表示ランプ“UTIL.”を点
灯させます。

2. ボタンを押します。ディスプレイには現在のMIDIマー
ジ設定が表示されます。

3. ／ ボタンを使ってon/oFを切り替えます。

■ MIDIバルクアウトの実行
DG100-212のデータを、MIDIデータを保存できる装置（ヤマハ
MDF3など）に送信して、データをバックアップすることができます。

1. DG100-212のMIDI OUT端子と外部MIDI機器のMIDI IN端子
とをMIDIケーブルで接続します。

2. ボタンを1秒間以上押し、モード表示ランプ“UTIL.”を点
灯させます。

3. 全メモリー（128個）＋ユーティリティ設定データをバルクアウトする場合：

→ ボタンを押します。ディスプレイ表示は“A£”

何か1つメモリーを指定してバルクアウトする場合：

→ ボタンを押し、 ／ ボタンを使ってバルクア
ウトするメモリーのナンバー（1～128, All）を表示させます。

ユーティリティモードでは、MIDIに関する設定およびスピーカーシミュレーター、ボリュームペダルポジションの設定を行います。
ユーティリティモードに入るには、 ボタンを1秒以上押し、モード表示ランプの“UTIL.”を点灯させます。
各設定は、アンプの電源を切っても保持されます。ユーティリティモードから抜けるには、 ボタンを押し、モード表示ランプの
“AMP”（アンプモード）を点灯させます。

※ ユーティリティモードではMIDIの受信はできません。よって、8ページ記載の『MIDIによるメモリーのリコール』、『MIDIによる
ボリュームコントロール』、『MIDIによるリバーブ、エコーのON/OFF』および本ページの『MIDIバルクイン』操作は、アンプモー
ドまたはテープエコーモードで行ってください。

ユーティリティモード

MIDI OUT

MIDI IN

外部MIDI機器

MIDIケーブル

DG100-212
リアパネル

※ メモリーナンバーに“A£”を指定した場合は、全メモリー
（128個）がバルクアウトされます。

4. ボタンを押すとバルクアウトが実行されます。

キャンセルする場合は ボタンを押します。

※ デバイスナンバーはMIDI受信チャンネルとなります。MIDI受信チャ
ンネルが“A£”（Omni ON）に設定されている場合は1になります。
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仕様
デジタル部 完全デジタルシグナルプロセッシング

内蔵8チャンネルプリセット
デジタルリバーブ（SPRING, HALL, PLATE）
デジタルテープエコー
スピーカーシミュレーター（LINE OUT）

アナログ部 100W ソリッドステートパワーアンプ
30cm スピーカー（Celestion Vintage 30）×2

MIDI機能 受信 Program Change, Control Change (No. 7, 91, 94),
Bulk In

送信 Bulk Out, Merge Out

コントローラー／スイッチ

フロントパネル TRIM, OUTPUT, GAIN, MASTER, TREBLE,
HIGH MID, LOW MID, BASS (TIME),
PRESENCE (FEED BACK), REVERB (LEVEL)

リアパネル LINE OUTボリューム, EFFECT BLEND
スイッチ AMP SELECT (LEAD 1, LEAD 2, DRIVE 1,

DRIVE 2, CRUNCH 1, CRUNCH 2, CLEAN 1,
CLEAN 2), REVERB, MODE, ↑, ↓, STORE,
RECALL

ディスプレイ AMP SELECT表示LED×8
モード表示LED×3
リバーブタイプ表示LED×3
7セグメントLED×2ケタ

インジケーター トリムレベル表示LED（緑）
トリムクリップ表示LED（赤）

接続端子 INPUT HIGH/LOW, SPEAKER, EFFECT
SEND/RETUEN : 標準フォンモノジャック
LINE OUT : キャノンジャック
MIDI IN, MIDI OUT : 5 pin DIN

A/Dコンバーター 20ビット

D/Aコンバーター 20ビット

サンプリング周波数 48 kHz

メモリー数 128

入力レベル／インピーダンス
INPUT HIGH : －30dBm（スルー）/1 MΩ
INPUT LOW : －20dBm（スルー）/1 MΩ
EFFECT RETURN : 0dBm/120 kΩ

出力レベル／インピーダンス
SPEAKER : 100W RMS/4 Ω
LINE OUT : +4dBm/600 Ω
EFFECT SEND : 0dBm/2.2 kΩ

電　源 AC 100V, 50/60Hz

消費電力 80 W

寸法（キャスター込） 712（幅）×574（高さ）×284（奥行） mm

重　量 33.5 kg

* 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。

DG100-212にエラーが発生した場合、ディスプレイに次のエラーメッセージNo.が表示されます。

操作を一時中断し、それぞれの対処方法に従ってください。

E1：モータードライブエラー
【原因】 リコール操作後、20秒経ってもボリュームが目標のポジションを再現または認識できませんでした。

【対処方法】電源を切り、直ちにお買い上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点に修理をお申し付けください。

E2：MIDI受信バッファーフル
【原因】 受信したMIDIデータがバッファーからあふれました。

【対処方法】送信データを減らすか、バルク送信の間隔を開けて再送信してください。

E3：通信エラー
【原因】 MIDI通信時に異常が起きました。

【対処方法】接続などの異常がないか確認して、再度送信してください。

E4：バルク受信チェックサムエラー
【原因】 バルクダンプ受信時にデータのチェックサムが合いません。

【対処方法】接続や送信データを確認して再度送信してください。

E5：バルク受信データ異常
【原因】 バルクダンプ受信時にデータに異常があります。

【対処方法】接続や送信データを確認して再度送信してください。

E6：バックアップバッテリーエラー
【原因】 バックアップバッテリーが消耗してきました。

【対処方法】そのままご使用を続けると内部のデータが消えてしまいます。お買い上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サー

ビス拠点にバックアップバッテリーの交換をお申し付けください。

エラーメッセージについて
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YAMAHA [ Digital Guitar Amplifier ] Date : 24-Dec-1997

Model  DG100-212 MIDIインプリメンテーションチャート Version : 1.0

送　　信 受　　信 備　　考
ファンクション．．．

ベーシック 電源ON時 x 1 － 16,  off 電源オフ後も記憶可能
チャンネル 設定可能範囲 x 1 － 16,  off （送受信共通）

電源ON時 x 1, 3 電源オフ後も記憶可能
モード メッセージ x x

代用 ************** x

ノート x x
ナンバー 音域 ************** x

ベロシティ ノート・オン x x
ノート・オフ x x

アフター キー別 x x
タッチ チャンネル別 x x

ピッチベンド x x

コントロール 0 － 6 x x
チェンジ 7 x o メインボリューム

8 － 90 x x
91 x o リバーブスイッチ
92 x x
94 x o テープエコースイッチ

95 －127 x x

プログラム x o   0 － 127 プログラムチェンジ
チェンジ 設定可能範囲 ************** ナンバー　　1－128

システムエクスクルーシブ o o バルクダンプ

システム ソングポジション x x
コモン ソングセレクト x x

チューン x x

システム クロック x x
リアルタイム コマンド x x

その他 ローカルON/OFF x x
オールノートオフ x x
アクティブセンシング o x
リセット x x

モード1：オムニ・オン、ポリ モード2：オムニ・オン、モノ o : あり
モード3：オムニ・オフ、ポリ モード4：オムニ・オフ、モノ x : なし



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

〔修理受付および修理品お預り窓口〕

北海道サービスセンター 〒064-0810 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
東京サービスステーション* 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 TEL (03) 5488-6625
　　（*お持込み修理窓口）

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)   877-5262
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

ヤマハ株式会社　国内楽器営業本部

弦 打 楽 器 営 業 部
東 京 支 店 第 二 営 業 部
関 東 支 店 第 二 営 業 課
大 阪 支 店 第 二 営 業 部
名古屋支店第二営業課
九 州 支 店 第 二 営 業 課
北海道支店第二営業課
仙 台 支 店 第 二 営 業 課
広 島 支 店 第 二 営 業 課

〒430-8650 浜松市中沢町 10番1号 TEL (053) 460-2433
〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 TEL (03) 5488-5476
〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 TEL (03) 5488-1688
〒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)    252-5231
〒460-8588 名古屋市中区錦 1-18-28 TEL (052) 201-5199
〒812-8508 福岡市博多区博多駅前 2-11-4 TEL (092) 472-2130
〒064-0810 札幌市中央区南10条西1丁目 1-50 （ヤマハセンター） TEL (011) 512-6113
〒980-0804 仙台市青葉区大町 2-2-10 TEL (022) 222-6147
〒730-0031 広島市中区紙屋町 1-1-18 TEL (082) 244-3749

弦打楽器営業部　営業課
〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10番1号　053-460-2433

  VZ74420

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 Japan
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