THR30II Wireless
USER MEMORY ボタン
アンプ部の各コントローラーのセッ
ティングを5つ保存できます。

Bluetooth ボタン
Bluetoothの操作をします。3秒以上押すとペアリング
モードになり、
LEDディスプレイが緑色に点滅します。

GAIN つまみ
BASS つまみ
EFFECT つまみ
ECHO/REV つまみ
ギターの音の歪み ギター音色の低域を CHORUS、FLANGER、 ECHO(テープエコー)、ECHO/
量を調整します。 調整します。
PHASER、TREMOLOの REV(テープエコー/リバーブ)、
4タイプのエフェクトを切り SPRING(スプリングリバーブ)、
替えます。
HALL(ホールリバーブ）の4タイプの
エフェクトを切り替えます。

AUX 端子
オーディオ機器を接続する
ステレオミニフォーン端子です。

電源ボタン

PHONES 端子
ヘッドホンを接続するステレオ
ミニフォーン端子です。

LED ディスプレイ

INPUT 端子
ギターを接続する端子です。
*
*THR10II Wirelessのみ

TAP/TUNER ボタン
1秒間押すと、チューナー機能が
オンになります。ECHOまたは
ECHO/REVエフェクトを設定して
いる場合は、
このボタンを押す間隔
(2回以上)でタップテンポ機能を
利用できます。

AMP つまみ
アンプタイプを選択します。

MASTER つまみ
ギターの音量を調整します。
また、パワーアンプ部での歪みや
低域の変化を再現します。

AMP スイッチ
アンプモードを選択します。

TREBLE つまみ
ギター音色の高域を
調整します。

MIDDLE つまみ
ギター音色の中域を調整します。

GUITAR つまみ
ギターの最終音量を
調整します。

AUDIO つまみ
背面のUSB端子に接続したコンピューター、AUX
端子に接続したオーディオ機器、Bluetooth機能で
接続したスマートデバイス等の音量を調整します。

THR10II Wireless & THR10II
USER MEMORY ボタン
アンプ部の各コントローラーのセッティングを5つ保存できます。
USER MEMORYボタン4と5は、同時に押すことでBluetooth
の操作ボタンとして働きます。
GAIN つまみ
ギターの音の歪み量を
調整します。

BASS つまみ
ギター音色の低域を
調整します。

EFFECT つまみ
CHORUS、FLANGER、
PHASER、TREMOLOの
4タイプのエフェクトを
切り替えます。

ECHO/REV つまみ
ECHO(テープエコー)、ECHO/
REV(テープエコー/リバーブ)、
SPRING(スプリングリバーブ)、
HALL(ホールリバーブ）の4タイプの
エフェクトを切り替えます。

AUX 端子
オーディオ機器を接続する
ステレオミニフォーン端子です。
PHONES 端子
ヘッドホンを接続するステレオ
ミニフォーン端子です。
電源ボタン
INPUT 端子
ギターを接続する端子です。
LED ディスプレイ
*
*THR10II Wirelessのみ

TAP/TUNER ボタン
1秒間押すと、チューナー機能が
オンになります。ECHOまたは
ECHO/REVエフェクトを設定して
いる場合は、
このボタンを押す間隔
(2回以上)でタップテンポ機能を
利用できます。

AMP つまみ
アンプタイプを選択します。

MASTER つまみ
ギターの音量を調整します。
また、パワーアンプ部での歪みや
低域の変化を再現します。

TREBLE つまみ
ギター音色の高域を
調整します。

MIDDLE つまみ
ギター音色の中域を調整します。

GUITAR つまみ
ギターの最終音量を
調整します。

AUDIO つまみ
背面のUSB端子に接続したコンピューター、
AUX端子に
接続したオーディオ機器、Bluetooth機能で接続した
スマートデバイス等の音量を調整します。

THR30IIA Wireless
Bluetooth ボタン
Bluetoothの操作をします。
3秒以上押すとペアリングモードになり、LEDディスプレイが
緑色に点滅します。

TONE BLEND つまみ
エレクトリックアコースティックギターの
前に立てたマイクのモデリング音と、
ギターのピックアップからの音をブレンド*
します(最大でマイクモデリングの音のみ、
最小でピックアップからの音のみ)。

USER MEMORY ボタン
アンプ部の各コントローラーのセッティングを5つ保存できます。

*TONE SELECTつまみでFLATを選択して
いる場合は、
ゲインとして働きます。

EFFECT つまみ
ギターにかけるエフェクトの種類とかかり具合を
設定します。CHORUS、CHORUS/DELAY、
DELAYの3タイプのエフェクトを切り替えます。

VOLUME つまみ
ギターの最終音量を調整します。

MIC/INST 端子
マイクや楽器を接続する
コンボジャック端子です。
GAIN つまみ
MIC/INST 端子の入力信号
レベルを調整します。
AUX 端子
オーディオ機器を接続する
ステレオミニフォーン端子です。
PHONES 端子
ヘッドホンを接続するステレオ
ミニフォーン端子です。

電源ボタン

GUITAR 端子
ギターを接続する端子です。

LED ディスプレイ

TAP/TUNER ボタン
1秒間押すと、
チューナー機能が
オンになります。CHORUS/
DELAYまたはDELAYを設定
している場合は、このボタンを
押す間隔(2回以上)でタップ
テンポ機能を利用できます。

TONE SELECT つまみ
トーンを選択します。電源を
入れると、前回選択したトーンが
自動で設定されます。

BASS つまみ
ギター音色の低域を
調整します。

STEREO IMAGER スイッチ
ギターの音像を左右に広げる機能です。
ギターの音像を左右に広げることで、
ボーカルの音を際立たせる
ことができます。
ステレオイメージャーは、
GUITAR端子から
入力されたギターの音のみにかかります。

REVERB つまみ
SHORT、LONGの
2タイプのリバーブを
切り替えます。

MIC/INST REVERB つまみ
MIC/INST端子に接続したマイクや
楽器のリバーブ量を調整します。

TREBLE つまみ
ギターの音色の高域を調整します。
MIDDLE つまみ
ギターの音色の中域を調整します。

MIC/INST VOLUME つまみ
MIC/INST端子に接続したマイクや
楽器の音量を調整します。

THR5
GAIN つまみ
ギター音の歪み量を
調整します。

EFFECT つまみ
CHORUS、FLANGER、PHASER、
TREMOLOの4タイプのエフェクトを
切り替えます。

DLY/REV つまみ
DELAY、DLY/REV(ディレイ/リバーブ)、
SPRING(スプリングリバーブ)、HALL(ホール
リバーブ)の4タイプのエフェクトを切り替えます。

AUX 端子
オーディオ機器を接続するステレオ
ミニフォーン端子です。
電源スイッチ

PHONES 端子
ヘッドホン用のステレオ標準フォン
端子です。

LED ディスプレイ

INPUT 端子
ギターを接続する端子です。

TAP/TUNER ボタン
1秒間押すと、チューナー機能がオンに
なります。DLYまたはDLY/REV
エフェクトを設定している場合は、
このボタンを押す間隔(2回以上)で
タップテンポ機能を利用できます。

AMP つまみ
アンプタイプを選択
します。

MASTER つまみ
TONE つまみ
VOLUME つまみ
アンプ部の音量を
ギター音の音色を調整します。 ギター音の最終音量を調整します。
調整します。
時計方向に回していくと、
シミュレーションしている
パワーアンプ部での歪みを
再現します。

THR5A
BLEND/GAIN つまみ
MIC TYPEでEG CLN以外を選択している場合、
ピックアップダイレクト音とマイクシミュレーション音の
ブレンド機能になります。
(最小でピックアップダイレクト音のみ、
最大でマイク音のみ)。MIC TYPEでEG CLNを選択している
場合は、ギター音の歪み量を調整します。

EFFECT つまみ
COMP(コンプレッサー)、
COMP/CHO(コンプレッサー/
コーラス)、
CHORUSの3タイプの
エフェクトを切り替えます。

DLY/REV つまみ
DELAY、DELAY/REV(ディレイ/リバーブ)、
HALL(ホールリバーブ)の3タイプのエフェクトを
切り替えます

AUX 端子
オーディオ機器を接続するステレオ
ミニフォーン端子です。
電源スイッチ

PHONES 端子
ヘッドホン用のステレオ標準フォン
端子です。
ラインアウト端子としても
使えます。

LED ディスプレイ

INPUT 端子
ギターを接続する端子です。

TAP/TUNER ボタン
1秒間押すと、チューナー機能がオンになります。
DLYまたはDLY/REVエフェクトを設定している場合は、
このボタンを押す間隔(2回以上)でタップテンポ機能を
利用できます。

MIC TYPE つまみ
アコースティックギターの
音をマイクで拾う
シミュレーションの
タイプを選択します。

MASTER つまみ
TONE つまみ
アンプ部の音量を
ギター音の音色を調整します。
調整します。
時計方向に回していくと、
シミュレーションしている
パワーアンプ部での歪みを
再現します。EG CLN以外を
選択している場合は、
音量のみを調整します。

VOLUME つまみ
ギター音の最終音量を
調整します。

