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「ジム・ダンロップ」エフェクターは、往年の音楽シーンで
注目されたエフェクト・サウンドを現代に再現したシリーズです。
Twitter, Facebook, Instagram の日本語版公式アカウントにて情報発信中。
「JimDunlopJP」で検索してください。

JIM DUNLOP

EP101
ECHOPLEX PREAMP

FUZZ FACE MINI SERIES

￥15,400（税抜価格￥14,000）

伝統的なファズフェイスのサウンドはそのま

［EP101］
は、
テープエコーの名機エコー
プレックス EP-3 のプリアンプ
（バッフ
ァ）部分を独立させた製品です。有名ギ
タリスト達がその音を気に入り、
エコー
効果が必要ない時でもEP-3を接続して
使用していたのは有名な話です。
FETを
使用したそのオリジナル回路レイアウト
をそのまま再現し、
ゲインを+11dBまで
アップできます。

まに、
直径で約半分、
面積でいうと約1/4とい
う筐体サイズにトゥルーバイパス、ステータ
スLED、
電池交換が容易なバッテリーボック
ス、DC入 力、入出力端子の配置に至るまで、
実用的なアレンジが加えられています。

FFM1
FUZZ FACE MINI - SILICON
￥13,200（税抜価格￥12,000）

EP103
ECHOPLEX DELAY

￥25,300（税抜価格￥23,000）
［EP103］は、名 機 エ コ ー プ レ ッ ク ス
"EP-3"のテープエコーのサウンドをペ
ダルサイズで再現。
エイジモードでトー
ンをダークにし、
テープサチュレーション
（歪み）
をアップし、変調とテープの鳴き
を再現します。65から750msまでのデ
ィレイタイム。
「MXR M199」
などを接続
すればタップテンポ機能も使用できま
す。ステレオ出力や、入力音を出力しな
いウェット100%モードも使用可能。

JDF2
FUZZ FACE

￥16,500（税抜価格￥15,000）
［JDF2］
は、
ファズ系エフェクターの最古
参としてロックミュージック創成期より現
在まで愛され続ける名器です。
ゲルマニ
ウムによるクラシックサウンドが最大の
特徴で、
アンプのリバーブ効果と組み合
わせたり、
VOLUME レベルを高めに設
定することでリードトーンに良い効果が
得られます。
トゥルーバイパス仕様。

JD4S
ROTOVIBE

￥34,100（税抜価格￥31,000）
[JD4S]は、
ロータリー・スピーカーをシ
ミュレートしたサウンドのスピードコント
ロールをリアルタイムにコントロールす
るエフェクトペダルです。
コーラス・モー
ドとビブラート・モードを切り替えるこ
とが出来ます。
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［FFM1］は、1970年の「Fuzz Face」のシリコン・トラ
ンジスタを再現したため、
程良く攻撃的なファズサウン
ドを楽しむことができます。
使用される BC108シリコ
ン・トランジスタはマッチングされたものが搭載されて
います。

FFM2
FUZZ FACE MINI - GERMANIUM
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［FFM2］は、1966年〜1968年の、シリコン・トランジ
スタを搭載する前の「Fuzz Face」を基に設計されて
います。
ゲルマニウムのトランジスタにより、独特の暖
かみをもったヴィンテージ・ファズサウンドを楽しむこ
とができます。

FFM3
FUZZ FACE MINI - HENDRIX
￥15,400（税抜価格￥14,000）

［FFM3］は、Dallas Arbiter 社 の「Fuzz Face」を 再
現し、
人気を博したジミ・ヘンドリックスのシグネチャー
モデル、
「JHF1」
とほぼ同じ回路が採用されているの
で、
ファジーでありながらスムースで太いサウンドを楽
しむことができます。

￥15,400（税抜価格￥14,000）
［DVP3］
は、
通常のヴォリュームペダルとしての機能に
加え、
エクスプレッションペダルとしても使用可能。
ヴ
ォリュームペダルとしては250kΩのオーディオテー
パー・ポットの仕様となり、
可動部にはスムーズなバン
ド式を採用しています。
内部トリムにより可変幅の最
大値と最小値を設定できます。

DVP4
VOLUME ( X ) MINI PEDAL

DVP5
VOLUME ( X ) 8 PEDAL

￥15,400（税抜価格￥14,000）

［DVP4］
は、
「DVP3」
をさらにコンパクトにしたヴォリ
ュームペダルです。
「DVP3」同様、
ヴォリュームコント
ロールにはスムースなバンド方式を採用。内部には
AUX端子でのパラ出力かエクスプレッション出力を
選択する切替スイッチと、
ミニマム設定のトリム、
ペダ
ルでの増減方向の切替スイッチがあります。

JIM DUNLOP

DVP3
VOLUME ( X )

￥15,400（税抜価格￥14,000）

［DVP5］は、既存のVOLUME(X)シリーズと同様に
特 許 取 得 の"Low Friction Band-Drive"がス ムー
スな操作を可能にしつつ、小さすぎない ちょうど良
いサイズ の長辺 8インチ（約20センチ）サイズの筐
体にアレンジ。

- Authentic Analog series ジミ･ヘンドリックスの愛用したアナログエフェクターを忠実に
再現したシリーズが「オーセンティック」シリーズです。

￥18,150（税抜価格￥16,500）

［JH1D］は、イタリアの "JEN" 社で製 造さ
れたワウ･ペダルを忠実に再現しています。
これは1967年、
ジミ･ヘンドリックスがミュ
ージックシーンに突然現われたのと時を同
じくしていたのです。
ジミヘンは "Up From
the Sky" や "Still Dreaming" でこのワウ
の威力を存分に発揮しています。
［JH1D］
は、
その音色は勿論のこと、
イタリアン･クリンク
仕上げのブラック塗装、そして白のラバー･
ガスケットまで再現しています。

JHW1
JIMI HENDRIX
’69 PSYCH SERIES
FUZZ FACE DISTORTION
￥16,500（税抜価格￥15,000）

「 69 PSYCH」
シリーズ共通でイギリスのデザイナーグル
ープ：ILOVEDUST
（アイラヴダスト）
が筐体デザインを担
当し、
ミニ筐体ながら強烈にサイケデリックな存在感。
ゲ
ルマニウムとシリコンの切り替えスイッチを加え、
単なるフ
ァズ・フェイスのサイズダウンではなく、
機能面のブラッシ
ュアップも施されています。

JHW3
JIMI HENDRIX
’69 PSYCH SERIES
UNI-VIBE CHORUS/VIBRATO
￥16,500（税抜価格￥15,000）

Chorus/Vibrato スイッチ、ON/OFF の 視 認 が 容 易に
可能な LED の採用など、
ミニ筐体と使いやすさを両立。

JHF1
JIMI HENDRIX FUZZ FACE

JIMI HENDRIX

JH1D
JIMI HENDRIX WAH

￥19,800（税抜価格￥18,000）

［JHF1］は、ジミヘンが1969〜70年に結
成した"Band of Gypsys"で使 用してい
た "Dallas Arbiter" 社 の 製 品 を再 現し
たファズ･エフェクトです。BC108シリコン
･トランジスターの採用、ハンダ･マスクの
無いハンドワイアリングなど、オリジナル
スペックと共にトルコブルーのハンマート
ーンフィニッシュやノブをも忠実に再現し
ています。
トゥルーバイパス仕様。

JHW2
JIMI HENDRIX
’69 PSYCH SERIES
OCTAVIO FUZZ
￥16,500（税抜価格￥15,000）

OCTAVEスイッチを加え、通常の「OCTAVIO」の
機能面をブラッシュアップ。

JHW4
JIMI HENDRIX
’69 PSYCH SERIES
BAND OF GYPSYS FUZZ
￥16,500（税抜価格￥15,000）

当時本人が使用していたファズサウンドを再現しつつ、
ON/OFF の視認が容易なLEDやスイッチング方式に
トゥルーバイパスを採用。

※表記の価格に消費税は含まれておりません。 EFFECTOR
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「クライベイビー」は、ロック･ミュージックの不朽のサウンドとして最も重要なエフェクターと言えます。
ジミ・ヘンドリクス、エリック・クラプトン、バディ・ガイ、デビッド・ギルモアなど
多くのトップ･ギタリストによってそのサウンドは確たる地位を誇っています。

CRY BABY

GCB95
ORIGINAL CRY BABY
￥11,000（税抜価格￥10,000）

［GCB95］
は、
世の中の全てのワウ・ペダ
ルの中心に位置する 世界基準 として
最も多くのギタリストに愛用されている
スタンダード・モデルです。

GCB95F
CLASSIC CRY BABY

GCB65
CUSTOM BADASS WAH
￥27,500（税抜価格￥25,000）

［GCB65］は、カスタムバダスチームが
限定生産として送り出す、デュアルイン
ダクタ仕様のワウ。乾いたようなミッド
レンジが特徴的なハロ・インダクタ。明
るく豊 かな ハー モニクス が 特 徴の 赤
Fasel インダクタ。これら2種類のイン
ダクタを筐体側面のスイッチにより足で
切り替え可能です。またそれぞれのイン
ダクタ用のファインチューンノブも備え、
ペダル踏み込み時のフィルターの周波
数帯域を調整できます。

￥14,300（税抜価格￥13,000）

［GCB95F］は、GCB95 をより初期型
クライベイビーのサウンドに近づけた
モデルです。当時のイタリア製ワウに使
用されていた Fasel インダクタを採用
し、当時のサウンドを忠実に再現してい
ます。多くのプロギタリストがこのモデ
ルを選択しています。トゥルーバイパス
仕様。

535Q
MULTI WAH

SW95
SLASH WAH

￥22,000（税抜価格￥20,000）
［SW95］
は、Fasel インダクタを搭載し
たワウペダルを基本とし、
ワウエフェクト
に加えハイゲインディストーションも搭
載し、
エフェクターとしての汎用性が高く
なっています。電 池BOXがペダル面に
あるなど、
随所に工夫を凝らしたモデル。
トゥルーバイパス仕様。
9V乾電池×2個、
または別売18V電源アダプターで使用
できます。
SC95

￥19,800（税抜価格￥18,000）
［535Q］は、6段階のレンジ切り替えに
加 え VARIABLE-Q と BOOST の コ
ントロールで、キャラクターのコントロ
ールと＋20dBまでのゲインブーストが
可能となり、より一層自由なサウンドコ
ントロールが可能です。トゥルーバイパ
ス仕様。

95Q
AUTO-RETURN WAH
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［95Q］は、従来のわずらわしいスイッチ
ングを排除し、踏 込み動作をするだけ
でON、戻せばOFFという画期的な構造
と な っ て い ま す。VARIABLE-Q と
VOLUME のコントロールで、キャラク
ターのコントロールと＋15dBまでのゲ
インブーストが可能です。

105Q
BASS CRY BABY

￥16,500（税抜価格￥15,000）
［105Q］は、95Qと同様のオートリター
ン 構 造。VARIABLE-Q と VOLUME
のコントロールで、キャラクターのコン
トロールとゲイン設定が可能です。エフ
ェクトのかかる帯域がベース用にチュー
ニングされています。レッチリのフリー
が使用したことで有名。
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SC95 / SC95R
SLASH CLASSIC WAH
￥19,800（税抜価格￥18,000）

［SC95］
は、
スラッシュ本人の要望で、
ワ
ウの掛かる周波数を低めに調整し、
特別
に巻いたコイルを使用。高いダイナミッ
クレンジとスイープが特徴です。
トゥル
ーバイパス仕様。
［SC95R］
は、
限定アッ
プルレッドカラーのモデル。

DB01B
DIME WAH

￥20,900（税抜価格￥19,000）
［DB01B］は、 CryBaby From Hell
の名に恥じない最強のワウペダルです。
VARIABLE Q、BOOSTの 装 備に 加え、
視認性の高いLEDやフットボードのトル
クコントロールなど、
故ダイムバック・ダ
レルの要望に応えパワフルな仕様にな
っています。

EVH95
EVH WAH

￥22,000（税抜価格￥20,000）
［EVH95］は、
「Holy Grail」で使用して
いたカスタマイズされたクライベイビー
のサウンドを再現しています。ボーカル
のようでもあり、高いQと広い周波数で
のスイープが特徴です。トゥルーバイパ
ス仕様。

SC95R

SU95
SHINICHI UBUKATA WAH

￥25,300（税抜価格￥23,000）

オープンプライス

［JP95］は、ジョン・ペトルーシの愛用
するラックタイプのクライベイビーの設
定を 反 映。内 部 基 盤 上で Volume, Q,
6-band EQ, の設定をカスタマイズで
きる、真にプログレッシブな仕様です。

［SU95］は、CM95を基に 生 形 真一氏
の要望によりカスタマイズされたシグネ
チャークライベイビーワウ。ウォームな
ヴィンテージサウンドが特徴的です。

KH95
KIRK HAMMETT WAH

CM95
CLYDE MCCOY CRY BABY

￥20,900（税抜価格￥19,000）

￥25,300（税抜価格￥23,000）

［KH95］は、HEAVY METAL界 随 一
のクライベイビー依存症で知られるカ
ーク･ハメットのシグネチャーモデル。長
年メタリカのステージで使 用されてき
たカスタマイズされたカークのクライ
ベイビーサウンドを忠実に再現。ハイゲ
インサウンドとの相性が抜群。トゥルー
バイパス仕様。

［CM95］
は、
史上最初に送り出されたワ
ウ「Clyde McCoy Wah Wah」のヴィ
ンテージサウンドを、長年のクライベイ
ビー製作のノウハウと改良された Halo
インダクタ
（HI01）
によって再現。

TBM95
TOM MORELLO WAH

JC95 / JC95B
JERRY CANTRELL WAH
￥20,900（税抜価格￥19,000）

［JC95］は、アリス・イン・チェインズの
ギタリスト：ジェリー・カントレルのダー
クかつワイドレンジなワウ・サウンドを
実現するためにデザインされました。
ペ
ダルを起こした状態でもタイトなサウン
ドを失わず、
ペダルを踏み込んだ時にフ
ィルターの掛かる帯域周波数をサイドノ
ブ に て 調 整 が 出 来 ま す。[JC95B]は、
JC95の後継機種。

GZR95
GEEZER BUTLER WAH
￥22,000（税抜価格￥20,000）

［GZR95］は、初めてベースギターでワ
ウサウンドをスタジオ録音したベーシ
ストとのコラボモデル。つま先側のスイ
ッチが無く踏み込むだけでON、ペダル
を起こすとOFFになるオートリターン
機構。
内部Qコントロール付き。

BG95
BUDDY GUY WAH

￥25,300（税抜価格￥23,000）
［BG95］
は、ジミヘンやクラプトンに並
ぶワウの名手であるバディ･ガイのため
のカスタム・ワウです。
Fasel素子による
甘く歌うようなハイエンドの BG モー
ドに 加え DEEP モ ードを 選 択でき、
視認性の高いLEDで現在のモードを確
認できます。
トゥルーバイパス仕様。

CRY BABY

JP95
JOHN PETRUCCI WAH

￥16,500（税抜価格￥15,000）

JC95
JC95B

［TBM95］
は、
トム・モレロのグル ーヴィ
ーなサウンドに必要不可欠なものとして
常に
「GCB95クライベイビー」
を、
鮮やか
なカラーリングとトム・モレロ自らが選ん
だ言葉をカスタムフィニッシュとして施し
たシグネチャークライベイビーです。

GCJ95
GARY CLARK JR. WAH
￥23,100（税抜価格￥21,000）

［GCJ95］は、ゲイリー・クラークJr.の
音楽性にベストマッチなクライベイビー。
低めに設定されたフリーケンシーは彼
の叙情的表現を巧みにアシスト。
タイト
なスイープレンジはパーカッシブなプレ
イにもマッチします。

MC404
C.A.E. WAH

￥22,000（税抜価格￥20,000）
［MC404］は、カスタム・オーディオ・エ
レクトロニクスのボブ・ブラッドショウ
との共同開発により誕生したクライベ
イビーです。2種類のFasel素子を切り
替 え て 使 用 す る こ と が で き、
「MXR
MC401」と同様の高品質ブースターも
内蔵。長寿命CTSポット、視認性の高い
LED搭載。トゥルーバイパス仕様。
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CRY BABY

CBM95
CRY BABY MINI

￥13,200（税抜価格￥12,000）
［CBM95］
は、定 番モデル：GCB95の半 分 の
サイズの筐体ながら100％のクライベイビーサ
ウ ン ド。内 部 ス イ ッ チ に よ り、LOW ／
VINTAGE ／ GCB95 の3つからボイシング
モードを選べます。
また、
底面にはフラットなラ
バーシートを採用。
エフェクターボードに組み込
みやすい設計になっています。

CBM535Q
MINI 535Q WAH

￥19,800（税抜価格￥18,000）
［CBM535Q］は、
「535Q」をほぼ半分のサイ
ズにしたミニワウ。ペダルボードへの組み込み
にマッチします。小さくなっても「535Q」の性
能は受け継ぎ、ブーストスイッチやレンジ切り
替えなど多彩なワウのモード切替が可能にな
っています。

CBM535AR
MINI 535
AUTO-RETURN WAH
￥19,800（税抜価格￥18,000）

［CBM535AR］は、既 存 の「CBM535Q」同
様の4つのコントロールでお好みのサウンド
にチューニング可能にしつつオートリターン
機構を備えたモデルです。ペダルを踏み込む
と自動的にエフェクトがオンになり、ペダルか
ら足を離すと板バネによりペダルが持ち上が
りエフェクトが自動的にオフになるので、スイ
ッチングの手間が省け、より直感的にワウプ
レイを楽しめます。

CBM105Q
CRY BABY BASS MINI
￥15,400（税抜価格￥14,000）

［CBM105Q］は、ベ ース 用 ク ラ イベ イビ ー
「105Q」
を約半分の筐体サイズにより軽量な
アルミハウジングを採用し、
携行性に優れた仕
様にアレンジ。
ペダルを踏み込むだけでONに
なり、
足を離すと自動的にOFFになるオートリ
ターンスイッチ、
ボディサイドのヴォリューム＆Q
コントロールは
「105Q」
の仕様を継承。

CBJ95
CRY BABY JUNIOR
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［CBJ95］は、限られたペダルボード内のスペ
ースを最大限に活用していただけるよう緻密
にデザインしつつ、長辺8インチ（約20cm）と
いう小さすぎない絶妙なサイジングで快適な
プレイが行えます。
「クライベイビー・ミニ」同
様、面ファスナーでのボードへの固定時に邪
魔だった底面の足ゴムを廃しフラットなラバ
ーシートを採用。また、入出力端子を前面に配
することにより、側面に接続していたプラグの
スペースを確保する必要がなくなりました。サ
イドにあるスライドスイッチによって3つのワ
ウ・モードを選択可能です。
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QZ1
Q ZONE

￥19,800（税抜価格￥18,000）
［QZ1］
は、
惜しまれつつ生産中止となっ
たクライベイビー・Qゾーンが多くのリク
エストにより復活。
ワウペダルを操作の
途中で止めた
（半止め）
ときの甘いサウン
ドをワンタッチで再現します。
シンプルな
3ノブ操作でブースト量、
バンドパスシェ
イプ、
周波数帯を設定できます。

DCR2SR
CRY BABY RACK MODULE
￥93,500（税抜価格￥85,000）

［DCR2SR］
は、
自由度の高いＱコントロール、
ブーストコントロール、
6バンドEQを備えたラック
マウントタイプのクライベイビー、
最大6台のペダルコントローラー
（別売）
を接続でき、
ステージ
上／バックステージ問わずあらゆる位置からコントロール可能。
通常のアウトプット端子に加え
スルーアウト端子も備え、
複雑なシステムにも対応可能です。
専用24V電源アダプター付属。
フロントパネル

リアパネル

DCR1FC
CRY BABY
RACK FOOT CONTROLLER
￥13,200（税抜価格￥12,000）

［D CR1FC］は、
「DSC2SR」専 用 の
フットコントローラーです。

CSP025
CRY BABY
RACK FOOT CONTROLLER
- AUTO RETURN
￥13,200（税抜価格￥12,000）

［CSP025］は、
「DSC2SR」専 用のフッ
トコントローラーで、
つま先側のスイッチ
が無いオートリターン方式のペダルです。

MXRは、コンパクトエフェクターの専門ブランドです。
その蓄積された経験と最新のテクノロジーがそれぞれの製品に活かされ、
常にエフェクターの 王道 を歩み続けています。

￥11,000（税抜価格￥10,000）
［M133］
は、
アンプやエフェクターに対す
るギター /ベースの出力レベルが不足し
ている場合などにブースターとして使用
したり、
ハムバッキングPUとシングルコ
イルPU搭載などによる出力レベルの異
なるギターを使 用する場 合に、例えば、
ハムバッキングはオフ、
シングルコイルは
オンに設定しておくなど、
様々な楽器の
出力に関する問題を解決してくれます。

M233
MICRO AMP+

￥15,400（税抜価格￥14,000）
［M233］は、
「M133 マイクロ・アンプ」
同様の +26dB までのクリーンブース
ト機能に加え、TREBLE ／ BASSのイ
コライジング機能を搭載したカスタム
モデル。ブースト時の音色コントロール
が可能になることにより、よりヌケの良
いリードトーンを得られます。トゥルー
バイパス仕様。

M293
BOOSTER MINI

￥13,200（税抜価格￥12,000）
［M293］は、Jim Dunlop「EP101」を
を基本に、+25dBまでゲインアップ可
能にブラッシュアップ。ミニタイプの筐
体を採用し、エフェクトボード内で配置
しやすいサイズになっています。

M101
PHASE 90

￥11,000（税抜価格￥10,000）
［M101］は、最も古くから存在するフェ
イザーでありながら、現在でも最も多く
の愛用者を持つエフェクター。シンプル
な内部構造がゆえに線の細くならない
サウンドや扱いやすさが愛される理由
です。

M107
PHASE 100

￥15,400（税抜価格￥14,000）
［M107］は、
「フェイズ90」のサウンドを
基 本に、より高精度なサウンド・メイク
を可能にした 上 位 機 種。浅 めのフェイ
ズ・シフトから深めのフェイズ・シフトま
で、接続する楽器や欲するサウンドによ
り自由に効果を得ることが出来ます。

M290
PHASE 95

￥13,200（税抜価格￥12,000）
［M290］は、MXR標準の1/2幅の筐体に4ステー
ジ・フェイジングの「フェイズ90」と、2 ステージ・
フェイジングの「フェイズ45」、2種類の回路をコ
ンバイン。さらに Scriptスイッチにより、フィード
バックによるフェイジング効果が強調されたモダ
ンなサウンドと、フィードバックを取り除き、効果
が控え目なヴィンテージ風サウンドを切り替える
ことが出来ます。

MXR

M133
MICRO AMP

M68
UNI-VIBE

￥16,500（税抜価格￥15,000）
［M68］は、60年代に多用されたフェー
ズエフェクトによるレズリーサウンドシ
ミュレーター。過去、同製品名で様々な
形状に変貌してきたが、
現代的なエフェ
クターボードに組み込みやすいMXR標
準の小型の筐体にアレンジされた最新
モデル。
スイッチでChorusとVibratoエ
フェクトを切り替え可能。
トゥルーバイパ
ス仕様。

M102
DYNA COMP

￥11,000（税抜価格￥10,000）
［M102］は、ギターサウンドのダイナミ
クスをコントロールすることで、滑らか
なサスティンが 得られます。現代 的な
Hi-Fiなコンプでは表現しきれない ダ
イナコンプの音 の愛好家はギタリスト
にとどまらず、ベーシストにも愛用者が
多く見られます。トゥルーバイパス仕様。

M228
DYNA COMP DELUXE
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［M228］は、大 定 番「ダイナコンプ」が、
CLEAN, TONE コントロール、そして
ATTACK スイッチを備えデラックスに
ブラッシュアップ。よりプレーヤーの痒
いところに手の届くサウンドメイキング
が可能になっています。

M291
DYNA COMP MINI
￥13,200（税抜価格￥12,000）

［M291］は、
「ダイナコンプ」をMXRの
標準的なペダルサイズの半分の幅とな
るミニ筐体に納め、
ヴィンテージコンプ
で 定 番 の メ タ ル CAN タ イ プ の
CA3080を採 用。名機「M102」の基 本
性能にAttackスイッチを追 加。アタッ
クタイムをスローとファストで切替可能
とし、
利便性がアップしています。

EFFECTOR
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M76
STUDIO COMPRESSOR
￥24,200（税抜価格￥22,000）

MXR

［M76］は、レコーディングスタジオのラ
ックタイプのコンプレッサーさながらの
細かい設定を可能にしたコンプです。サ
ウンド的にも名機「ダイナコンプ」と対
極をなす、ハイファイで コンプ臭さ を
払拭したサウンド。
視認性の高いLEDに
よるゲインリダクション・インジケータ
搭載。
トゥルーバイパス仕様。

M132
SUPER COMP

￥12,100（税抜価格￥11,000）
［M132］は、クラシックデザインのダイ
ナコンプを上回るコンプレション効果を
もっています。
アタックとリリースの独立
したコントロールにより歪みの無いサス
ティーンが得られ、
ダイナコンプ的な音
からHi-Fiなコンプサウンドまで演出可
能な スーパー なコンプです。
トゥルー
バイパス仕様。

M193
GT-OD OVERDRIVE
￥13,200（税抜価格￥12,000）

［M193］は、シンプルなコントロールで
ありながらクランチなリズムからはじけ
るようなリードトーンまで、真空管アン
プのような色付けのない滑らかで暖か
みのあるオーバードライブサウンドが
得られます。

M264
FET DRIVER

￥19,800（税抜価格￥18,000）
［M264］は、2013 年 に 限 定 発 売され
た「ジョー・ボナマッサ FET ドライバ
ー」を元にレギュラー製品化したペダル。
FETをOPアンプのゲインステージでド
ライブすることにより、チューブアンプ
をオーバードライブさせたときのリッチ
でクリーミーなサウンドを得られるペダ
ルです。

M250
DOUBLE-DOUBLE OVERDRIVE
￥13,200（税抜価格￥12,000）

［M250］
は、
標準的な筐体の中に2種類
のオーバードライブ回路を収納。
リッチ
な中域のローゲイン・オーバードライブと、
低域と高域を強調したハイゲイン・オー
バードライブ。
TREBLE/BASSのツマミ
と併せて多彩なサウンドを表現できます。
トゥルーバイパス仕様。
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M251
FOD DRIVE

￥22,000（税抜価格￥20,000）
［M251］は、ハイゲインアンプのサウン
ドを再現する回路と、クランチサウンド
を再現する回路、2つの個性を1台のペ
ダルに詰め込んだオーバードライブ。ス
クープスイッチでは中音域のイコライジ
ングをフラット／スクープ／クランチか
ら直 感的に選択可能。内部 基 板上の2
つのトリムによりクランチ回路のゲイン
と音量が調整可能で、より細やかなサ
ウンドメイキングも可能です。

M103
BLUE BOX

￥11,000（税抜価格￥10,000）
［M103］は、ギターサウンドにシンセサ
イズされた2オクターブ下のサウンドを
加えることで、あたかも巨大なホールで
演奏しているかのようなモンスターサウ
ンドが得られます。刺激的なサウンドを
求めるギタリストに愛用されています。

M294
SUGAR DRIVE

￥15,400（税抜価格￥14,000）
［M294］は、チューブアンプの様なクリ
ーンからドライブサウンドまでのスムー
ズな変化を実現すると共に、専用に組
まれた昇圧回路がもたらす余裕のある
ヘッドルームにより、クリアかつワイド
レンジな解像度の高いサウンドを生み
出します。バッファードバイパス／トゥ
ル ー バ イパ ス が 切 り 替 え 可 能。専 用
DC9V電源アダプター付属。

M104
DISTORTION+

￥11,000（税抜価格￥10,000）
［M104］は、ギターサウンドに柔らかい
歪みを与えることでクラシックなチュー
ブディストーション・サウンドをエミュレ
ートします。
ゲルマニウム・パワーによる
素晴らしいオーバードライブサウンドは
不朽の名器として長年愛されています。

M115
DISTORTION Ⅲ

￥11,000（税抜価格￥10,000）
［M115］は、人 気 の「ディストーション
＋」に TONE のコントロールを加える
ことで音づくりが強化されています。ダ
イキャストのシャーシやスイッチ、そし
てジャックにも厳選されたパーツを採
用し、
「フェイズ90」や「ダイナコンプ」な
どと同様に現代の標準機となるでしょ
う。
トゥルーバイパス仕様。

￥13,200（税抜価格￥12,000）

［M116］
は、
長年のアナログテクノロジー
を集結させたMXR史上最凶のハイゲイ
ン・ディストーションです。
ミッドEQの帯
域を自由に設定可能なので多様な音造
りが可能。
ノイズゲートも装備している
のでハイゲインながらキレの良いメタリ
ック・サウンド。
トゥルーバイパス仕様。

M78
CUSTOM BADASS ’78 Distortion
￥11,000（税抜価格￥10,000）

［M78］は、カスタムバダス・デザインチ
ームによる最初のペダルで、大型スタッ
クアンプのトーンやチューブアンプ 独
特のうねりを再現する為に古典的回路
を採用し、それをいわゆるホットロッド
化する事により独自のトーンを引き出す
ことに成功しました。トゥルーバイパス
仕様。

M77
CUSTOM BADASS Modified O.D.
￥13,200（税抜価格￥12,000）

［M77］は、鮮烈なデビューを飾り一切
の妥協を許さないカスタムバダス・シリ
ーズ第二弾。クラシックなオーバードラ
イブに最新技術で改良を加えたオーバ
ードライブです。中央のBUMP ボタン
により低音域〜中低音域をブーストし
ます。トゥルーバイパス仕様。

M75
SUPER BADASS DISTORTION
￥13,200（税抜価格￥12,000）

［M75］
は、70年代初期のローゲインオ
ーバードライブから現代のえぐるような
メタリックなディストーションまで、
その
スペクトラムをフルにカバーします。
コン
トロールは、
DISTORTION, OUTPUT,
TREBLE, MID, BASSの5つで、
自由度
が大きく、
あらゆるジャンルに対応可能
なディストーションサウンドを造り出す
ことができます。

M236
SUPER BADASS VARIAC FUZZ
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［M236］は、5Vから15Vまでの電源入
力をシミュレートする画期的なファズで
す。5V〜9Vの間に設 定すれば、古くな
った電池を使用したときのような独特
のファズ効果を得られ、9V〜15Vに設
定すれば、より大きなヘッドルームと透
明感のあるサウンドが得られます。実際
の電源入力は9V乾電池か9V DC入力
です。

M173
CLASSIC 108 FUZZ
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［M173］は、60〜70年代のファズを再
現しています。BC108シリコン・トラン
ジスター採 用で、ジミヘン愛 好 家 から
熱狂的なストーンメタル・ファンまでを
魅了します。Fuzz Face クオリティを
コンパクトなケースに収めることで、エ
フェクトボードでのレイアウトも容易で
す。
トゥルーバイパス仕様。

MXR

M116
FULLBORE METAL

M296
CLASSIC 108 FUZZ MINI
￥13,200（税抜価格￥12,000）

［M296］は、サウンドの肝となるダイオ
ー ド にヴィ ン テ ー ジ フ ァ ズ と 同 じ
BC108シリコン・ダイオードを採 用し
た「M173 Classic 108 FUZZ」をミニ
筐体化。ファズとワウの接続時の相性を
解消できるバッファースイッチを搭載し、
より柔軟にエフェクターを組み合わせ
ることが可能。

M267
OCTAVIO FUZZ

￥16,500（税抜価格￥15,000）
［M267］は、名器オクタヴィオを扱いや
すいMXR筐体にアレンジ。ジミ・ヘンド
リクスが愛 用した「オクタヴィオ」の焼
けつくようなトーンを引き出します。オ
ン・オフが一目でわかるLED、外部電源
を使用可能にするDCジャックも付いて
います。

M134
STEREO CHORUS

￥22,000（税抜価格￥20,000）
［M134］
は、
70年代に憧れとなっていた
名器が、
強力なバージョンアップで復活。
コ ー ラス・ボ イス に の み 効 果 の あ る
BASSとTREBLEコントロール、そして
BASSフィルターが加わることで、より
使い勝 手が良くなっています。9V乾電
池×2個、または18V電源アダプターで
使用できます。

M148
MICRO CHORUS

￥12,100（税抜価格￥11,000）
［M148］は、80年代のリイシューモデ
ルです。煌びやかなクリーンサウンドか
ら、うねるようなロータリーサウンドま
でをツマミ１つで 変えることが出来ま
す。また、ウォームなアナログトーンを
再現する為にBBDを採用。トゥルーバ
イパス仕様。

EFFECTOR
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M234
ANALOG CHORUS

M292
CARBON COPY DELUXE

［M234］は、BBDアナログディレイ回
路を使用した柔らかいサウンドが特徴
のアナログコーラス。ロー＆ハイのEQ
を装備しエフェクト音の音造りの幅を
拡げています。ドライ音のみを出力する
THRU端子を装備しています。

［M292］は、
「M169」と同じウォームな
完全アナログサウンド。ディレイタイム：
40ms 〜 1,200ms、タップテンポ機能
など、デジタルディレイ並みの高 機 能。
エクスプレッション・ジャックにより拡
張性が向上。内部スイッチにより出力の
ラインレベル／楽器レベルを切り替え
可能。
トゥルーバイパス仕様。

￥28,600（税抜価格￥26,000）

￥13,200（税抜価格￥12,000）

MXR

M117R
FLANGER

M299
CARBON COPY MINI

￥22,000（税抜価格￥20,000）

￥19,800（税抜価格￥18,000）

［M117R］は、入 力音に対して うねり
を加えるオーソドックスな機能のフラン
ジャーながらも、シンプルな操作性と効
き具合の深さ、フランジ音の太さで多く
のプロギタリストに愛用されています。
9V乾 電 池×2個、または18V電 源アダ
プターで使用可能です。

［M299］は、定番アナログディレイとし
て愛用者の多い「カーボンコピー」の極
小筐体バージョン。ただ小さくなっただ
けではなく、高周波数帯を強調するブ
ライトスイッチを筐体側面に追加。モジ
ュレーションセクションの Speed と
Depth の内部トリムコントロールはオ
リジナルのカーボンコピー同様に装備。

M152
MICRO FLANGER

M300
REVERB

￥12,100（税抜価格￥11,000）

￥25,300（税抜価格￥23,000）

［M152］は、80年代 初頭に発 売された
当時のモデルを余すことなく復刻し、
当
時と同じように、
２つのノブによりRATE
とREGENをコントロール。BBDにより
ウォームかつオーガニックなサウンドを
実現。
トゥルーバイパス仕様。

［M300］
は、
MXR標準のコンパクトな筐
体に、高品位な6モードのデジタルリバ
ーブを封入。原音はアナログのままミッ
クスするのでデジタル処理による音質
劣化は皆無です。
ステレオIN/OUTにも
対応可能。
エクスプレッションペダルを
使用し、
任意のツマミをリアルタイムコン
トロール可能。
専用DC9V電源アダプタ
ー付属。

M305
TREMOLO

M108SE

M108S / M108SE
10 BAND GRAPHIC EQ

￥20,900（税抜価格￥19,000）
往年のトレモロサウンドから、
ヴィンテー
ジのチューブアンプに採用されていたバ
イアス変調方式をシミュレートした波形
や矩形波など、
多彩な6つの波形モード
がプッシュ式のスイッチノブで選択可能。
ピッキングの強さ
（入力音量の変化）
によ
りトレ モ ロ スピード を 変 化 させ たり、
Exp.ペダルを用いた2つのセッティング
間のシームレスな切り替え、
外部タップ
スイッチによるコントロールも可能です。
ステレオ入出力にも対応。

￥16,500（税抜価格￥15,000）

M169A

M169 / M169A
CARBON COPY

￥19,800（税抜価格￥18,000）
［M169］は、伝統的な"バケツリレー "の
理 論による最 大600msのディレイで
す。豊かで暖かみのあるアナログならで
はのサウンドは３つのコントロールで、"
バスルームエコー "から"ギルモア風"ま
で幅広く設定できます。トゥルーバイパ
ス仕様。
［M169A］は限定シルバーカラ
ーバージョン。
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［M108S］
は、
各周波数を、
+/-12dBのレ
ンジでコントロール可能。インプットゲ
インとアウトプットボリュームも備えてい
ますので、
ギターのみならず、
多弦ベース
からキーボードなどの楽器やオーディオ
ソースにも対応しています。
また、
スライ
ダーの先端がLEDで青白く点灯するた
め、
暗転のステージでも視認性が高くな
っています。
18Vアダプター付属。
トゥル
ーバイパス仕 様。
［M108SE］は限 定 エ
ボニーカラーバージョン。

M169

M109S
6 BAND GRAPHIC EQ
￥12,100（税抜価格￥11,000）

［M109S］
は、
ギター・サウンドに必要な6
帯域
（100/200/400/800/1.6k/3.2k）
を+/-18dBのレンジでコントロール可
能。また、スライダーの先端がLEDで青
白く点灯するため、暗転のステージでも
現在のコントロールがどのように設定
されているかが確認できます。トゥルー
バイパス仕様。

M108S

￥22,000（税抜価格￥20,000）
［M222］
は、
伝統的なトーキング・モジュレーターが別途アンプを用意しなければならなかっ
たのに対し、
極めて一般的なエフェクターに近い感覚で使用出来るよう、
オーバードライブ可
能なアンプを内蔵することで、ギターやエフェクター、キーボードから直接入力が出来ます。
ONにすればボイス・チューブ
（ホース）
を通じて演奏者の口から発音されるので、
本体背面の出
力端子はミュートされます。
ボイス・チューブをマイクスタンドに固定するホルダー、
専用18V電
源アダプター付属。

M196
A/B BOX

￥7,700（税抜価格￥7,000）
［M196］は、一つの入 力に対して、2つ
の出力を切り替えたり同時出力したり
するシンプルな パッシブタイプのスイ
ッチボックス。LED表 示 の た め に9V
電 源を使 用していますが、バッファ回
路などを通らないパッシブ仕様のため
音 色の変化はありません。トゥル ーバ
イパス仕様。

MXR

M222
TALK BOX

M199
TAP TEMPO SWITCH
￥4,950（税抜価格￥4,500）

［M199］
は、
多くのディレイペダルなどで
使用可能なシンプルなタップスイッチで
す。
小型ながら頑丈な筐体で、接続する
機 器に合 わせ 極 性切 替えが 可能です。
Jim Dunlop「EP103」な ど で 使 用 可
能。
電源不要。

MC401
C.A.E. BOOST / LINE DRIVER
￥13,200（税抜価格￥12,000）

M135
SMART GATE

￥16,500（税抜価格￥15,000）
［M135］
は、
ノイズに応じた３つのゲート
周波数が選べるユニークなエフェクター
です。
HISSはアンプなどのから部発せら
れる1kHz以 上のノイズのみを、MIDは
500Hz以上、
FULL BANDは全音域に
フィルターが働きます。
入力にも、
ギター
のノーマルレベルに加え、
ラインレベル
にも対応できるHI TRIGGER RANGE
切り替えが可能です。

［MC401］は、カスタム・オーディオ・エ
レクトロニクスのボブ・ブラッドショウと
MXRの共同開発により誕生したブース
ター／ラインドライバーです。C.A.E.の
得意とする他の機材とのインピーダンス
の整合技 術と、MXRの得意とするアナ
ログ・エフェクターの技術が融合し、
高品
位で使い勝手の良い製品が完成しまし
た。
トゥルーバイパス仕様。

MC402
C.A.E. BOOST / OVERDRIVE
￥18,150（税抜価格￥16,500）

M195
NOISE CLAMP

￥12,100（税抜価格￥11,000）
［M195］
は、
ビンテージ機器など、
ノイズ
源となる機器をループ接続することで
ギターからの入力信号に呼応し、
ループ
に対して最大26dBのノイズゲートを掛
けます。
このことにより弾いていない時
に機器から発せられるノイズをシャット
アウトします。

M303
CLONE LOOPER

￥19,800（税抜価格￥18,000）
MXRサイズの筐体で6分間の録音／無
制限多重録音可能なルーパーペダル。
サ
ンプルレートが最大88.2kHz
（ハーフス
ピード時）
と高音質でハイゲインディス
トーションサウンドもきれいに録音され
ます。逆再生やループ音のスピードを2
倍、
または2分の1に切り替えなど多彩な
操作が可能。
専用DC9V電源アダプター
付属。

［MC402］は、
「MC401」のクリーンブ
ーストセクションに、クラシックオーバ
ードライブセクションを追加したTWO
in ONE エフェクター。
「MC401」同 様、
C.A.E.のバッファー技術が存分に活か
されている製 品。通常9V電 池、または
9VACア ダ プ タ ー で 駆 動 し ま す が、
18VACアダプター使用でヘッドルーム
の容量が増加します。

MC406
C.A.E. BUFFER

￥13,200（税抜価格￥12,000）
［MC406］
は、電気信号として貧弱なパ
ッシブPU搭載のギター／ベースの出力
信号をノイズがのりにくいラインレベル
に変換するバッファー。
+6dBまで無段
階調整と、
Hiカット／ Lowカットのコン
トロールが可能。通常のバッファード出
力に加え、
バッファード／アンバッファー
ドが選択可能な追加出力も装備。

EFFECTOR
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- Custom Shop MXRカスタムショップは最前線の一流ギタリストやエンジニアの
現場 の意見を積極的に取り入れて製品化されたシリーズです。

CSP027
TIMMY OVERDRIVE
MXR CUSTOM SHOP

￥16,500（税抜価格￥15,000）

[CSP027]は、
世界中で有名なナッシュ
ビルのベテラン・ペダルビルダー：ポー
ル・コクレインとのコラボレーションモ
デル。
MXRミニの筐体に生々しいサウン
ドごと詰め込みました。
シチュエーショ
ンに合わせて3種のクリッピングスタイ
ル の中から1つを 選 択 可 能 で す。別 売
DC9V電源アダプターが必要です。

CSP035
SHIN-JUKU DRIVE
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［CSP035］は、日本を代 表するペダル
デザイナー：Shin's Musicの鈴 木伸 一
氏とコラボし、
世界中の人々が知ってい
る日 本 の 地 名 に ち な んで「shin-juku
drive」と命名されたオーバードライブ。
ブティックアンプのようなドライブサウ
ンドを基に、Shin's Music 独自の２段
ゲイン・サーキットにより、
ビッグでオー
プン、かつスピーディーな反応を実現し
ています。
トゥルーバイパス仕様。

CSP037
RAIJIN DRIVE

￥16,500（税抜価格￥15,000）
[CSP037]は、
「CSP035」
同様、
Shin s
Music 鈴 木氏がサーキットデザインを
担当。
世界中で愛される2つの日本製定
番エフェクターのサウンドを1つの筐体
に収め、
現代的に解釈したモデルとなっ
ています。
スムースで太いオーバードラ
イブサウンドと攻撃的且つ用途の広いリ
ッチなディストーションをスイッチ一つ
で簡単に切り替える事が可能です。

CSP210
SUB MACHINE

￥19,800（税抜価格￥18,000）
［CSP210］は、La Machine に サ ブ オ
クターブを加えたファズです。
サブオク
ターブはミックスレベルをコントロール
でき、さらに、
フットスイッチでファズを
オクターブ アップ モ ード に で きま す。
SERIES スイッチはサブオクターブをフ
ァズと直列あるいは並列に切り替えら
れます。
バッファードバイパス仕様。

CSP038
BROWN ACID

￥19,800（税抜価格￥18,000）
[CSP038]は、1970年代のヴィンテー
ジUKシリコン・ファズの回路を基に、よ
りサウンドセッティングし易く設計され
た製品です。各コントロールの可変域が
広く、ギターだけでなくベースなど他の
楽器でも利用可能。比較的扱いやすい
ファズサウンドなので、ファズを初めて
使ってみようというユーザーにも最適
です。
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CSP099
PHASE 99

￥22,000（税抜価格￥20,000）
［CSP099］は、2台のフェイズ90を1つ
の筐体に収めました。2つのスピードは
独立して設定でき、ステレオ出力により
空間効果を得られます。また、モノ出力
では2つの回路をパラで接続するか直
列にするか（P/Sスイッチ）で効果が 変
わり、直列の場合、エフェクトが深くなり
ます。Syncオンでは同じスピード（動作
は独 立）になります。トゥルーバイパス
仕様。

CSP105
’75 VINTAGE PHASE 45
￥13,200（税抜価格￥12,000）

［CSP105］は、オリジ ナル75年モデル
をハンドワイアリングで完全に再現。
ハ
ンドセレクトされたFETにより、
「フェイ
ズ90」の弟分とも言える2ステージフェ
イジングを実現。
Carlingスイッチ、
CTS
ポ ット、Switchcraftジ ャックを 使 用。
PHASE 45ならではの独特なカラーリ
ングをハウジングで再現。

CSP026
’74 VINTAGE PHASE 90
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［CSP026］
は、
74年製「フェイズ90」
の
復刻モデルです。
ジム･ダンロップのベテ
ラン 技 術 者"Bob Cedro"自身 が74年
に入手した
「フェイズ90」
を、
細部に渡り
忠実に再現しました。ハンドマッチング
のペアFETを、サーキットボードにハン
ドワイアリングすることでスムースで暖
みのあるモジュレーションが復活しまし
た。

CSP101SL
SCRIPT PHASE 90
￥13,200（税抜価格￥12,000）

［CSP101SL］は、
ヴィンテージの「フェ
イズ90」
の回路を踏襲しながらも、
動作
状 況を視 認できるON/OFF LEDを搭
載、更に9V電源アダプターにも対応出
来る様に改良されています。

CSP102SL
SCRIPT DYNACOMP
￥18,150（税抜価格￥16,500）

［CSP102SL］は、1976年製の「ダイナ
コンプ」の回路を再現しています。希少
なメタルカンIC：CA3080使用し、スム
ースなコンプレッションとよりワイドな
ダイナミックレンジを実現。ヴィンテー
ジ感を演出するスクリプトロゴを採用
しながらも、現代のシステムには欠かせ
ないDC入力とLEDを装備。

MXRが、その蓄積された経験と最新のテクノロジーで、
トップアーティストとコラボレーションしたシリーズ。

EVH5150
5150 OVERDRIVE

SF01 / SF01R
SLASH OCTAVE FUZZ
［SF01］
は、
スラッシュとコラボレート
で製作されたファズマシーンです。
独
立したオクターブ下のボイスとアッパ
ーオクターブを持つファズです。
アッ
パーオクターブファズにはゲインとト
ーンコントロールを装備。
トゥルーバ
イパス仕様。
[SF01R]は限定アップル
レッドカラーバージョン。

KFK1
10 BAND GRAPHIC EQ
￥18,150（税抜価格￥16,500）

［KFK1］
は、
ケリー・キングの２アンプ・シス
テ ム に 対 応 し た、デ ュ ア ル・ア ウト の
10BANDグラフィック・イコライザー。
EQ
付 パラボックス としてケリーのみならず
愛用者が増えています。
コントロール周波
数は、
ギターのレンジをはるかに越えて、
ベ
ースやキーボードにも有用です。
18V電源
アダプター付属。

DD25V3
DOOKIE DRIVE V3

￥27,500（税抜価格￥25,000）
[DD25V3]は、グリーン・デイの 名 盤『ドゥー キ
ー』に収録されているビリー・ジョー・アームスト
ロングのキレの良いオーバードライヴサウンドを
再現したペダルです。本人所有の改造アンプ2台
を解析し落とし込んだサウンド。ハイゲインに特
化しつつも、すっきりした中域が特 徴的。タイプ
の異なる2つのドライヴサーキットのサウンドを
Blendノブで調整できる点も特徴です。

EG74
RAW DAWG OVERDRIVE
￥16,500（税抜価格￥15,000）

ブルースロック・ギタリスト : エリック・ゲイルズの為
に鬼才ジョージ・トリップスが設計したオーバードラ
イブペダル。
クラシックなTS系オーバードライブを
基にしつつもミッドレンジを調整しゲインも高く設
定。
シンプルな3ノブ仕様で直感的な音作りが可能
です。

SF01R

SF01

MXR SIGNATURE SERIES

￥25,300（税抜価格￥23,000）

￥19,800（税抜価格￥18,000）

［EVH5150］は、エディ・ヴァン・ヘ
イレンとのコラボレーションで彼の
5150™アンプのサウンドをペダル
化したオーバードライブ。クラシッ
クなヴァン・ヘイレン・サウンドから
BOOSTスイッチで現在の過激な歪
まで得ることが可能です。ブースト
して気になるノイズをGATEコント
ロールでカットすることができます。

EVH30
5150 CHORUS

￥25,300（税抜価格￥23,000）
［EVH30］は、1980年代 初 期にエ
ディが 使 用していた 伝説 的なコー
ラスのサウンドを再現し、現代的な
ユーザビリティを加味したアナログ
コーラスです。モノ/ステレオ両対応
のアウトプット、入出力のレベル切
替、内部スイッチによるバッファー
のON/OFFなど、様々なエフェクト
システムに対応可能。

EVH117
EVH FLANGER

￥25,300（税抜価格￥23,000）
［EVH117］は、
「M117R」を 基 本 に
ヴァン･ヘイレンの80年代のヒット
曲「Unchaind」や 90 年 代 の
「Cradle Will Rock」で 聴 か れ る
独自の 微妙な フランジャーサウン
ドの設定がEVHスイッチ一つで呼
び出せます。9V乾電池×2個または
18V電 源アダプターで 使 用できま
す。

EVH90
EVH PHASE 90

￥16,500（税抜価格￥15,000）
［EVH90］は、
ヴァン・ヘイレンの「Eruption」や
「Atomic Punk」
などで聴かれる独自のフェイズ
サウンドが蘇ります。
エディが使用していた改造
されたPHASE-90のサウンドを徹 底的に研究
し、
製品化されました。
Script スイッチで初期型
「フェイズ90」
のサウンドをシミュレートします。

EFFECTOR
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MXRのエフェクターは、古くからギタリストのみならずベーシストに
も愛用者は多く見られていました。新世代MXRでは、ベーシストの
夢をかなえるべく専用エフェクトもラインナップしました。

MXR BASS INNOVATIONS

M81
BASS PREAMP

￥22,000（税抜価格￥20,000）
［M8１］
は、
ダイナコンプなどと同じコンパクトな筐体
に、
定番ベースプリ
「M80」
直伝のハイクォリティなダ
イレクトアウト用キャノン出力を装備。
3 band EQで
Mid周波数は250Hz から1kHz まで調節可能。
スタ
ジオクオリティのクリーンなサウンドを得意としたプ
リアンプ。

M83
BASS CHORUS DELUXE
￥22,000（税抜価格￥20,000）

［M83］
は、
ベース用に設計された純アナログ回路の
コーラス。TREBLE/ BASSツマミによるエフェクト
音のイコライジングや、
X-OVERスイッチによりモジ
ュレーションが100Hz以上の入力音にしかかからず、
安定したボトムサウンドをキープしたままメロディや
フィルではコーラス効果を得られる、
という使い方も
可能。
また、
出力端子がステレオ仕様になっているた
め、
Y字ケーブルを使用すればモジュレーションが左
右を行き来するステレオ効果を得られます。

M87
BASS COMPRESSOR
￥24,200（税抜価格￥22,000）

［M87］は、コンプレッサーに必要なコントロール一
式を備え、レコーディングスタジオのコンプレッサ
ーさながらの細かい設定を可能にしたコンプ。名機
ダイナコンプ よりもワイドレンジでハイファイな
コンプレッションを得意としており、ギター用として
もオススメ。視認性の高いLEDによるゲインリダク
ション・インジケータ搭載。
トゥルーバイパス仕様。

M82
BASS ENVELOPE FILTER
￥19,800（税抜価格￥18,000）

［M82］
は、
MXRのベース用エフェクトに新たに加わ
ったベース用オートワウ。
ドライとエフェクト独立ミッ
クスコントロール。
エンベロープのディケイ、
フィルタ
ーのQとエンベロープのセンシビリティコントロール
を搭載。

M85
BASS DISTORTION
￥18,150（税抜価格￥16,500）

［M85］
は、
伝統的なディストーション回路を基に、
モ
ダンなベースサウンドのために原音とエフェクト音の
ミックスや、
クリッピング方式をシリコン/ LEDで切
換えなど、
MXRの技術と経験を注ぎ込んだベース用
ディストーションです。
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M89
BASS OVERDRIVE

￥16,500（税抜価格￥15,000）
［M89］は、100％アナログ回路のベー
ス用オーバードライブ。真空管によるド
ライブのようなウォームな歪みとクリー
ンサウンドをミックスして出力すること
により、音程感をキープしたまま激しい
オーバードライブサウンドを重ねるこ
とができます。
トゥルーバイパス仕様。

M84
BASS FUZZ DELUXE
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［M84］
は、
MXRのベース用エフェクトに
新たに加わった「ベース・ファズ・デラッ
クス」
。ベース用に原音（Dry）とファズ
（Wet）のレベルを独立して設けている
ので、音程感を維持しつつ強烈なファズ
サウンドを付加できます。トゥルーバイ
パス仕様。

M288
BASS OCTAVE DELUXE
￥19,800（税抜価格￥18,000）

［M288］は、自然なアナログトーン、ト
ゥルーバイパス、そして幅広いトーン設
定を可能にした革新的なデュアルボイ
ス の ベ ー ス 用 オ ク タ ー バ ー で す。
「MID+」スイッチにより中域をブースト
可能。ブーストする音域と音量は内部基
盤 のツ マミに より400Hz / 850Hz、
+4dB 〜 +14dBの 範 囲 で 調 節 可 能。
トゥルーバイパス仕様。

M80
BASS D.I.+

￥18,150（税抜価格￥16,500）
［M80］は、ベース専用のダイレクトボッ
クス機能に加え、カラースイッチとディ
ストーション、ノイズゲート、トーンコン
トロールのベースエフェクトを搭載した
すぐれ物プリアンプ。アンプによる大出
力が不可能な自宅録音などの際に使用
することにより、アンプを通したかのよ
うなハリのあるサウンドを作ることが
可能です。

M287
SUB OCTAVE BASS FUZZ
￥25,300（税抜価格￥23,000）

［M287］は、イコライジング可能なファ
ズサウンド、オクターブ下のサウンドを
作り出すサブオクターブ、そしてミッド
レンジがコントロールできるドライサウ
ンドと、3種のサウンドのミックスが可
能。本来のベースサウンドを生かしなが
ら重低音とファズサウンドを加える事
が可能になっています。

￥19,800（税抜価格￥18,000）

[M282]は、
音楽史に大きく貢献したダイナコンプをベ
ース用にチューンしミニ筐体にアレンジ。
クリーンコント
ロールで音程感を損なわない音作りが可能。
ATTACK
スイッチで反応の早いモダンなアタックとゆったりとし
たヴィンテージなアタックとに切り替え可能です。
心臓
部には伝統的なCA3080を使用。

M281
THUMP BASS PREAMP
￥16,500（税抜価格￥15,000）

[M281]は、
艶やかなサウンドが特徴のエコープレック
ス・プリアンプとミッドレンジフリケンシーを備えた3
バンドEQを最もコンパクトなミニ筐体に収納。パンチ
を効かせたリードサウンド用として、
シンプルにブース
ターとして、
音色のエッジをはっきりとさせたりと存在
感のあるベースサウンド作りに最適です。

M280
VINTAGE BASS OCTAVE
￥20,900（税抜価格￥19,000）

[M280]は、
トラディショナルな温かみのあるアナログ
サブベース回路にすぐれた追従性、
クリーンなヘッドル
ーム、
プレイヤーが求める現代的な多機能性を加えて
ミニ 筐 体 に 詰 め 込 みました。独 立した2つ の ポット
（OCT1が1オクターブ下、
OCT2が2オクターブ下）
でオ
クターブエフェクトをコントロール。
また、
DRYコントロ
ールでドライサウンドのブレンドも自由に設定可能です。
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MXR BASS INNOVATIONS

M282
DYNA COMP BASS

「ウェイ・ヒュージ」は、
ジョージ・
トリップスによるハンドメイド・エフェクター・ブランド。
99年まで製造されていたライン
ナップは、
今でもギタリストが高値でも探し回るほどの高いクオリティーを持っていました。
数年間だけ生産されてい
た、
幻ともいえるこのエフェクター・ブランドのサウンドとクオリティーをジム・ダンロップが継承しての再登場です。

Way Huge Smalls / Professional Overdrive

WAY HUGE

WM20
CONSPIRACY THEORY
￥16,500（税抜価格￥15,000）

[WM20]は、半人半獣の絵に象徴される伝説の名機をジ
ョージ・トリップス流の解釈で扱いやすい小型筐体にア
レンジしたペダル。ゲインコントロールによりギターの信
号と豊かな倍音をミックスしクリーミーで透明度の高い
オーバードライブサウンドを提供します。

Way Huge Smalls / Overdrive

WM22
GREEN RHINO Mk5
￥16,500（税抜価格￥15,000）

[WM22]は、
「グリーン・ライノ Mk4」が 更に 小型化。フ
ロントパネルに設けられた2つのノブ freq、curve によ
ってミッドレンジのブースト、カット（+/-12dB）が 可能。
またブースト、カットする周波数帯を、内部スイッチによ
って 100Hz ／ 500Hz のいずれかを選択可能です。

Way Huge Smalls / Analog Chorus

WM61
BLUE HIPPO

￥19,800（税抜価格￥18,000）
［WM61］は、
「WHE601 ブル ー・ヒッポ Mk2」同
様、瑞々しく広がるサウンドから過激なロータリー
スピーカー の モジュレ ーション風サウンドまで
SPEED と DEPTH の2つのシンプルなコントロ
ールで設定できます。

Way Huge Smalls / Analog Delay

WM71
AQUA-PUSS

￥19,800（税抜価格￥18,000）
［WM71］は、
「WHE701 アクア・プ ス Mk2」同 様、
DELAY、FEEDBACK、BLEND の3 ノブ で シン
プルながら幅広くセッティング可能です。ディレイ・
タイムは必要にして充分な20ms 〜 300ms。

Way Huge Smalls / Bass Overdrive & Fuzz
Way Huge Smalls / Overdrive

WM28
OVERRATED SPECIAL
￥22,000（税抜価格￥20,000）

［WM28］
は、ブルースギタリストのジョー・ボナマッサの
ためにデザインしたオーバードライブ。freq コントロール
でローミッドに力強さを与えることができます。

Way Huge Smalls / Overdrive

WM31
SUPA-LEAD

￥16,500（税抜価格￥15,000）
[WM31]は、ギターのボリュームノブでの音色調整も反
応良く行えるレスポンスの良い繊細なオーバードライブ。
クリーンからクランチまで自在のサウンドメイキングが
可能。
粒立ちの良いミッドレンジが特徴。

Way Huge Smalls / Jumbo Fuzz

WM41
SWOLLEN PICKLE Mk3
￥16,500（税抜価格￥15,000）

[WM41]は、
「スウォールン・ピクル」を小型筐体にアレン
ジしたペダル。ヴィンテージなファズサウンドはもちろん、
モダンなハイゲイン・ファズサウンドまでを多彩に演出
します。

Way Huge Smalls / Fuzz

WM42
RUSSIAN-PICKLE

￥19,800（税抜価格￥18,000）
［WM42］は、
「WHE408 ルシアン・ピクル」と全く同じ
回路、コントロールで構成され、力強い中域と大地を震
わすような低域のサウンドはそのままにコンパクトな筐
体にアレンジされています。

15

EFFECTOR
CATALOG 2021

WM91
PORK & PICKLE

￥22,000（税抜価格￥20,000）
[WM91]は、ベースプレイヤーに使い易いオーバー
ドライブ＆ファズペダルとして人気の高かった「ポ
ーク＆ピクル」の性能をそのままコンパクトな筐体
にアレンジされています。

Linear Boost Amplifier

WHE101
ANGRY TROLL

￥14,300（税抜価格￥13,000）
［WHE101］は、プラス50デシベルのブーストが可
能なプリブーストアンプ。ローノイズ設計で、リレー
ベースのクワイエット・トゥルーバイパス・スイッチ
を採用。流行のクリーンブースターとは一線を画す、
まさに「怒りの鉄拳」。実用度満点。

Compressor

WHE103
SAFFRON SQUEEZE Mk2
￥19,800（税抜価格￥18,000）

［WHE103］は、オリジナル「サフラン・スクイーズ」
の甘いサスティーンに、GAIN、TONE、ATTACKを
加えてコンプレッサーのニュアンスをコントロール
可能にしています。

Softclip Injection Overdrive

WHE201
PORK LOIN

￥22,000（税抜価格￥20,000）
［WHE201］は、2つの明確なキャラクターである、
モダンなソフト・クリップと伝統的なブリティシュ・
クリーンのミックス・トーンが得られます。さらに内
部トリムで音づくりの可能性を広げています。

WHE205
SAUCY BOX

￥16,500（税抜価格￥15,000）
［WHE205］は、クリーンサウンドとオーバード
ライブサウンドをミックスして出力することによ
り、
アンプで歪ませたように、
原音の輪郭を残し
たオーバードライブサウンドが得られます。

Overdrive

WHE207
GREEN RHINO Mk4
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［WHE207］は、名機として人気の高い「グリーン・
ライノ」がMk4に進化したモデル。よりスマートな
筐 体 に、500Hzコ ン ト ロ ー ル を 加 え、既 存 の
100Hzコントロールと併せてより自由なイコライ
ジングを実現。classic スイッチにより初期型グリ
ーン・ライノのトーンも再現可能です。

Triple Overdrive

WHE209
CAMEL TOE

￥34,100（税抜価格￥31,000）
［WHE209］は、
「グリーン・ライノ」と
「レッド・ラマ」を結合したオーバード
ライブです。DRIVE SELECTOR で
２つのオーバードライブを切り替える
か、series ス イッ チ を オ ン に して、
RHINO 側は常にオンのまま DRIVE
SELECTOR で LLAMA 側 を オ ン/
オフしてシリーズ接続可能です。

Germanium Fuzz

WHE403
HAVALINA

￥15,400（税抜価格￥14,000）
［WHE403］は、ヴィンテージトランジスタ３個を使った
ゲルマニウムパワー・ファズボックスです。選別したロシ
アのゲルマニウムトランジスタとパッシブトーン回路を
中心に設計。メローなクランチからブライトなディスト
ーションまで得られます。

WAY HUGE

Overdrive

Fuzzstortion

WHE406
CONQUISTADOR

￥19,800（税抜価格￥18,000）
［WHE406］は、巨大なベルクロ（面ファスナー）を勢い
よく剥がしたときのサウンド と形容されるファズペダル
です。自然な減衰 とは無縁の強烈にゲートされたファ
ズサウンドは、古典的なサイケデリック・サウンドとは一
線を画す攻撃的かつ音楽的なサウンドを3つのシンプ
ルなコントロールで実現します。

Fuzz

WHE408
RUSSIAN-PICKLE

￥20,900（税抜価格￥19,000）
［WHE408］は、90年代のロシアン・ファズ（SOVTEK）
サ ウンド を 追 及して生 ま れ たファズ。オリジ ナル の
BC183/NOSシリコントランジスタを採用。クリアーな
ミッドレンジを備えたクリーミーなファズトーンが特徴
で、ファットなボトムエンドを維持しながら分厚いサウ
ンドを創造します。

Analog Delay
Saturation Distortion

WHE301
FAT SANDWICH

￥23,100（税抜価格￥21,000）
［WHE301］は、マル チ・クリップ 回路を使 用し、
どんなアンプやギターでも“スイートスポット"が
得られるディストーションです。
内部のCurveで
オーバードライブのフィルタリングを、Sustain
で最終段のディストーションゲインもチューニン
グできます。

WHE707
SUPA-PUSS

￥30,800（税抜価格￥28,000）
[WHE707]は、900ms のアナログディレイを加工する
ことで約3秒までディレイタイムを拡張できます。タップ
テンポによるタイム設定もでき、アナログディレイの既
成概念を超えるバラエティに富んだディレイサウンドの
設定が可能です。

Octidrive
Jumbo Fuzz

WHE401S
SWOLLEN PICKLE Mk2S
￥16,500（税抜価格￥15,000）

［WHE401S］は、ハイゲインファズ「スウォール
ン・ピクル Mk2」が、よりスマートな筐体にアレ
ン ジ され たモ デル。内 部トリムによる Voice,
Clipのコントロール も「Mk2」から引き継 いで
います。

WHE800
PURPLE PLATYPUS
￥19,800（税抜価格￥18,000）

[WHE800]は、オリジナル「パープル・プラティパス」を
往年の名機「レッド・ラマ」の回路を基に忠実に再現した
オクターブファズ。新たにハイカットノブを追加し、より
自分好みの音色に調整可能になっています。ストレート
なオクターブファズとしてだけでなく、リングモジュレー
ターのような不気味なサウンドも使えます。

Analog Weirding Module
Jumbo Fuzz

WHE402DD
SWOLLEN PICKLE DIRTY DONNY
￥19,800（税抜価格￥18,000）

［WHE402DD］
は、
「スウォールン・ピクル Mk2」
の機能をそのまま小さ目の筐体に納め、
有名イラ
ストレーター：ダーティ・ドニーのペイントデザイ
ンで仕上げた限定版です。

WHE900
ATREIDES

￥27,500（税抜価格￥25,000）
[WHE900]は、ヴィンテージのミニシンセサイザーキー
ボードからインスパイアされたサウンドを放つペダルで
す。サブオクターブ、エンヴェロープ、ファズをスライダ
ーで調整し、破壊力の高いサウンドを創造します。内部
スイッチにより1、または2オクターブ、フェイザーのフィ
ードバック設定を変更可能。
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新デザインの [Blue Label] シリーズは、多くのミュージシャンに愛されてきた定番モデルをよりコンパクトな筐体に
再デザインし、ベースのみならず、ギター用やスタジオレコーディングでも活用可能な品質にブラッシュアップ。
電源は9V乾電池に加え、9V〜18VのDC入力に対応します。

Overdrive

EBS

BILLY SHEEHAN
ULTIMATE SIGNATURE
DRIVE
￥33,000（税抜価格￥30,000）

[ビリー・シーン アルティメットシグネチャー
ドライブ]は、
既に多くのプロベーシストにも
愛用されている「シグネチャードライブ」や
「シグネチャードライブ・デラックス」
のクリー
ン／ドライブ両方のチャンネルに個別に設け
られた外部ループの入出力などの機能を踏
襲したうえで、
TONE でのコントロール帯域
を切り替える FREQ スイッチの追 加、マグ
ネットタイプのフットスイッチを採用と、
より
使い勝手の良い究極のドライブペダルに仕
上がっています。

Blue Label

MULTI COMP

￥25,300（税抜価格￥23,000）
［マルチコンプ］
は、
ソリッドステートとチュー
ブシミュレーションが選べるマルチバンドの
アナログ・コンプレッションペダルです。
この
感動的な性能は、楽器自体の音色をさらに
素晴らしいサウンドにすることができます。
一度試してみてください。
「マルチコンプ」無
しにプレイはできなくなるほど素晴らしい
効果が得られます。

Studio Edition

UNI CHORUS

￥34,650（税抜価格￥31,500）
［ユニコーラス］
は、
コーラスとフランジャー、
ピッチモジュレーションのエフェクトが切り替
え可能なベース専用モジュレーションペダル
です。
ペダルはハイクォリティーなコンポーネ
ントとアナログ処理回路で構成されていて、
暖かくふくよかな音色でベースにフランジャ
ー効果を得ることができます。

Boost / Overdrive

THE DRIVE

￥19,250（税抜価格￥17,500）
［ザ・ドライブ］は、スウェーデンのトップセッ
ションギタリストの協力を得てEBSが開発
したブースター /オーバードライブペダルで
す。ギター用としてだけではなく、ベースに
も適しています。
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Blue Label

OCTA BASS

￥26,400（税抜価格￥24,000）
［オクタベース］
は、
演奏された音階の1オクタ
ーブ下の音を作り出し、
あなたのサウンドに
新しい厚みを加えるアナログのオクターブペ
ダルです。
信じられないほど素早い立ち上が
りで、
早いパッセージにも正確に追従します。
モードセレクターにより、
ピッコロベースから
６弦ベースまであらゆるレンジの楽器に対応
可能です。

Studio Edition

DYNA VERB

￥36,300（税抜価格￥33,000）
［ダイナバーブ］
は、
8タイプ選択可能なハイク
オリティなリバープペダルです。
コンパクトタ
イプでありながらステレオの入出力を備えて
います。
サンプリング周波数は48kHzで、
リ
バーブレベルとトーンのコントロール可能で
す。

High Gain Distortion

DRIVE ME CRAZY

￥20,350（税抜価格￥18,500）
［ドライヴ・ミー・クレイジー］は、クリーント
ーンのギターアンプを完全なハイゲインな
スタックアンプサウンドに変えるハイゲイ
ン・ディストーションペダルです。TYPE切
り替えで幅広い音造りが可能。ギター用とし
てだけではなく、ベースにも適しています。

Blue Label

BASS IQ

￥25,850（税抜価格￥23,500）
［ベースIQ］は、演奏するノートによってトリ
ガーされるアナログのエンベロープペダルで
す。最もホットでファンキーなサウンドがい
つでも得られます。
ペダルは驚くほど使いや
すい2つのコントロールとモードスイッチを
持ち、
クラッシックなオートワウから他には
ない独自なサウンドメイクを可能にしていま
す。

Digital Triple Mode Phase Shifter

D PHASER

￥33,000（税抜価格￥30,000）
［Dフェイザー］
は、
3つの異なるモードを持つフ
ェイザーエフェクターです。Shortモードは70
年代のクラシックなフェイザーサウンド。
Long
モードはエフェクトを強調したサウンド。
Wide
モードはフランジャーに近いワイドな効果を持
つサウンドです。
HIGH/LO/OFFスイッチはエ
フェクトのレゾナンスの量を設定します。

Distortion / Overdrive

BLACK HAZE

￥21,450（税抜価格￥19,500）
［ブラック・ヘイズ］は、ファズに近いダーク
で美しいドライブサウンドと低域補正機能
を 備 え た オ ー バ ード ラ イ ブ ペダ ル で す。
TYPE切り替えで幅広い音作りが可能。ギ
ターだけでなく、ベースにも適しています。

Dual Channel Professional Outboard Preamp

Stanley Clarke Signature

MICRO BASS 3

ACOUSTIC PREAMP

￥49,500（税抜価格￥45,000）
[マイクロベース3]は、ベース用の多機能プリアンプ／ DI として多くのミュージシャンに
愛用されている「マイクロベース2」の改 良 版。白いツマミのクリーンチャンネルと黒いツ
マミのドライブチャンネルを切り換えて使用することはもちろん、直列か並列を選択しそ
れらをミックスして使用したり、2本のベースを接続し独立したチャンネルとして使用させ
ることも可能です。外部エフェクターの入出力はステレオ仕様にも対応。簡易チューナー
機 能（A=440Hz固定）も新たに搭 載。AUX入 力やヘッドホン出力も備えているので自
宅練習からレコーディング、ライブまで、状 況を選ばず最高のパフォーマンスを発揮する
プリアンプです。

Dual Mode Tube Overdrive / Preamp DI

VALVE DRIVE DI

￥47,300（税抜価格￥43,000）
［バルブドライブDI］
は、真空管を使用したウォームで自然
な歪みを含んだベース用プリアンプ／オーバードライブで
す。
新バージョンでは、
さらにDI機能が追加されました。
ト
ーンコントロールはクラシックなパッシブタイプでベースサ
ウンドに 最 適 化 させ て います。また、フットスイッチで
VINTAGE モードに切替可能です。
DC9Vアダプター付属。

[スタンリークラーク・アコースティックプリアンプ]は、文字どおり EBS とスタンリー・ク
ラークとの共同開発により誕生した、アップライトベースなどのアコースティック・ベース
とエレクトリック・ベースを持ち替えて使用するベーシストに最適な独立2chプリアンプで
す。ch A/B 別々の入 力で セッティングでき、chBは XLR マイク入 力に切 替が 可能。各
ch、別々のセッティングができるので複数の楽器の持ち替え時に便利です。また両chのミ
ックスも可能です。DI出力やFX-LOOP（Y字ケーブルを使用）を装備しシステムの中枢とし
て活躍します。また、AUX入力やヘッドフォン出力もあるので自宅や出先などでの練習に
も便利です。

Wah-Wah / Volume Pedal

WAH ONE

￥33,000（税抜価格￥30,000）
［ワウワン］は、ワウワウとボリュームの機能をもったエフェ
クトペダルです。トータルサウンドにノーマルとチューブサウ
ンドのシミュレーションが選べ、ワウ効果にもフィルターの
レンジをローからハイまで連続可変でコントロールでき、フ
ィルターのタイプもローパスフィルターとバンドバスフィル
ターが切り替えられます。さらに、リバース切換でペダルの
踏み込みによる効果をリバースにすることも可能です。

Wah-Wah / Volume Pedal

STANLEY CLARKE SIGNATURE WAH
￥44,000（税抜価格￥40,000）

［スタンリークラーク・ワウ］は、今までに無く多彩な機能を
持つベース専用ワウ･ペダルです。ワウとボリュームペダルの
切り替えやローパス／ハイパスフィルターとして作動するモ
ード、ワウ時に音量が下がったように感じることを防ぐため
にブーストするモードなどが切り替え可能です。フィルター
の帯域の位置と幅を自由に調整できるワウ･ペダルです。
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EBS

￥53,900（税抜価格￥49,000）

「トゥルートーン」は、ヴォリュームペダルや高品位なエフェクターで好評だった「ヴィジュアル・
サウンド」が新たな進化をするために心機一転し生まれ変わったブランドです。ヴィジュアル・
サウンド時代に蓄積された経験と最新のテクノロジーが現行の各製品に活かされています。

V3 / JEKYLL & HYDE

V3 / VS-XO

￥26,400（税抜価格￥24,000）

￥26,400（税抜価格￥24,000）

TRUETONE

［ジキル＆ハイド］
は、
異なった個性を持つ2つのオーバードライブを一体化しており、
それぞれ
完全に独立した入出力とコントロールを持っています。
ウォームで図太いサウンドの ジキル 、
ザックザクのシャープでメタリックなサウンドの ハイド 。
2つのサウンドを、
接続順も含め自由
に組み合わせることで今までにない複合的なディストーションサウンドが可能となっています。
内部スイッチにより、
ディストーションチャンネルのノイズゲートのON/OFFと、
両チャンネル
のバッファのON/OFFが選択可能です。

［VS-XO］は、中域の豊かな右側チャンネルと、フラットな中域特性と真空管アンプのような
サウンドを特徴とする左側チャンネル、2つの異なるタイプのオーバードライブが融合した
エフェクター。切り替えて使用するのはもちろんミックスして使用することも可能で、それぞ
れのチャンネルに入出力端子が備わっているため、接続順を換えての使用も可能です。内部
スイッチによりトゥルーバイパス／高品位バッファドバイパスを選択可能。

リアパネル

リアパネル

V3 / H2O

PURE TONE

V3 / ROUTE 66

￥26,400（税抜価格￥24,000）

￥8,360（税抜価格￥7,600）

￥26,400（税抜価格￥24,000）

［エイチツーオー］
は、
ハイブリッド回路採用のアナログテイストのエコ
ーとアナログ回路採用のステレオコーラスをひとつに納めたエフェク
ターです。
名機
「V2 H2O」
の再来であり、
さらに細やかなコントロール
を可能にしたコーラスを搭載しています。
エコーとコーラスは独立した
入出力を備えているので、
エコー／コーラスの接続順を変更できます。
内部スイッチによりトゥルーバイパス／高品位バッファドバイパスを選
択可能。

リアパネル

［ルート66］は、コンプレッサーとオーバードライブを一体化したエフ
ェクターで、それぞれは完全に独立したコントロールが可能です。V2
ではコンプ→オーバードライブのシリーズ接続固定でしたが、独立し
た入出力端子を追加したことにより、間に他の機器を接続するなど、
より自由な組み合わせが可能になりました。また、CLEAN MIXが追
加され、
より現代的な音造りが可能となりました。内部スイッチにより
トゥルーバイパス／高品位バッファドバイパスを選択可能。

リアパネル

「ホライズン・デバイス」は、プログレッシヴメタル／ジェント系バンドの代表格である
ペリフェリーのギタリスト
：
ミーシャ・マンソーが理想のサウンドを追求する為、
機材開発を行う目的で設立されたブランドです。

PRECISION DRIVE

HORIZON DEVICES

オープンプライス

［プレシジョン・ドライブ］
は、
ハイゲインアンプをブ
ーストするために設計されたペダルです。
本製品自
体でも十分なディストーションを得られますが、
既
存のエフェクターボードに ちょい足し することで
最終的なサウンドの輪郭が明瞭になり、
多弦ギター
などでも低音のエッジが埋もれないようにするこ
とができます。
第一線のミュージシャンによる妥協
のないサウンドと使い勝手が優先されたこのデバ
イスは、
ツマミの効果や可変ポイント一つをとって
も納得できる作りになっています。

19

EFFECTOR
CATALOG 2019

［ピュアトーン］は、音ヤセやノイズの
混入しやすいハイインピーダンス信
号をローインピーダンスに変換する
ハイクォリティ・ラインドライバー／
バッファーです。極めて聴感上の変
化が少ないバッファーですので単純
に接続しただけでは判りにくいです
が、確実にノイズに強い信号に変換
しま す。※9VDCのACアダ プター
（別売）が必要です。

人気シリーズ「RAT」は、ギタリストにとって
夢のようなディストーションとして約40年前に誕生。
そして今、
「RAT」ファミリーとしてそのラインナップが完成しました。

￥22,000（税抜価格￥20,000）
［ラット2］は、ディストーション、フィ
ルター、そしてボリュームのコントロ
ールにより、メロウなヴィンテージサ
ウンドからブリティシュ・スタックサ
ウンドまで、アンプの音 量に関わら
ず 出 力可 能。頑 強 なケース、エ ポキ
シ・サーキットボード、耐久性の高い
スイッチなどを採用し、RAT シリー
ズの名声を確実なものにしたモデル
です。

YOU DIRTY RAT

￥26,400（税抜価格￥24,000）
［ユー・ダーティー・ラット］は、デュース
トーン・ラットの Dirty RAT セッティ
ングが高い評判を受けて生まれました。
クリッピングダイオードにゲルマニウム
が使用されています。ラットシリーズで
最もファズ効果の高いペダルとなって
います。

RAT

RAT-II

SOLO
TURBO RAT

￥26,400（税抜価格￥24,000）
［ターボ・ラット］は最も強烈な RAT
です。クリッピングダイオードにLED
が使用されよりアグレッシブな音を
出します。そのサウンドによりベーシ
ストにも選ばれるモデルとなってお
り、
「ラット2」以上に過激なサウンド
を求めるギタリストにオススメです。

DEUCETONE RAT

￥53,900（税抜価格￥49,000）
［デューストーン・ラット］
は、
一つの筐体
の中に二つのラット回路が入っている
モデルです。
3種類のラット・サウンドを
切り替えられるようになっており、
チャ
ン ネ ル A は「Vintage RAT」
「Turbo
RAT」
「Dirty RAT」
、チ ャン ネ ルBは
「Vintage R AT」「Turbo R AT」
「Clean RAT」からそれぞれ 選 択して
使うことができます。
入出力端子が独
立しており同時使用はもちろん、
それぞ
れ独立して使用することもできます。

￥35,200（税抜価格￥32,000）
［ソロ］はRATシリーズとは一線を画す
新しい世代のディストーションペダル
です。非 対 称的クリッピングのレベル
は HOT , MELT , BURN の 3 段
階で切り替えられ、ヴィンテージアンプ
のサウンドから、ハイゲインなヘッドア
ンプまで、音色を選択できます。スクー
プはミッド・レンジをコントロールしパ
ラメトリックイコライザのような効果を
得ることができ、トーンと併せてバラエ
ティーに富む音色を得られます。

FAT RAT

オープンプライス
［ファット・ラット］は、RAT ファミ
リーの一番新しいモデルです。評価
を 得 た「85 Whiteface Reissue
RAT」をプラットフォームとして、新
たにクリッピング方式の切替えスイ
ッチと、低 域をブーストするファッ
ト・スイッチを追加しました。

バルトリーニ「OutboardPreamp」シリーズは、
あなたのベースギターに手を加えることなく、その持てる能力を
さらにグレードアップできるアウトボードプリアンプです。
その信頼性は、バルトリーニの長年の実績により世界中で証明されています。

Outboard Preamp

NTBT

￥37,400（税抜価格￥34,000）

BARTOLINI

トレブルとベースを+/-16dBの可 変幅
でブースト、
カットが可能。
Tone Boost
をオンにすることにより中音域をカット
しつつ全体の音量を上げ、
より激しいイ
コライジングになります。
Treble: 10kHz, +/-16dB
Bass: 30Hz, +/-16dB

EFFECTOR
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日本を代表するエンジニアとして、
ミュージシャン個々の要望に応えるカスタムメイドの機材を提供し、
国内外のミュージシャン達から絶大な信頼を得ている鈴木伸一氏。
鈴木氏が東京・葛飾区の工房にて企画、製造もふくめて一貫してプロデュースしています。
プロの現場で求められるクオリティと使い勝手は、量産製品には真似できないものがあります。

SHIN’S MUSIC

MK-2 DRIVE

￥61,600（税抜価格￥56,000）

DUMBLOID

プレキシヘッドの極上ドライブ
サウンドをペダル化。ゲインブ
ーストを装 備し、90年代に一
斉を風靡したアメリカンなゲイ
ンブースト・モッドを施したサ
ウンドが得られます。

DRIVE KING / DK-1

￥79,200（税抜価格￥72,000）

DUMBLOID
SPECIAL

DRIVE KING Jr. / DK-2
￥62,700（税抜価格￥57,000）

DRIVE KING MINI / DK-3
￥53,900（税抜価格￥49,000）

ブリティッシュ系チューブアンプのサウ
ンドを再現します。Boost ONでモディ
ファイされたアンプのようなサウンドに
なります。
「DK-2」は「DK-1」のコンパク
トバージョン。
「DK-3」は更に小さいサ
イズの筐体にアレンジ。

DUMBLOID “B”
BOOST SPECIAL

DK-2

DUMBLOID
TWIN
DK-1
DK-3

DUMBLOID

DOUBLE TROUBLE

￥59,400（税抜価格￥54,000）

￥61,600（税抜価格￥56,000）

DUMBLOID SPECIAL
￥61,600（税抜価格￥56,000）

DUMBLOID “B”
BOOST SPECIAL

￥68,200（税抜価格￥62,000）

DUMBLOID TWIN

あの伝説として語り継がれるアンプを彷彿と
させるプリアンプ/オーバードライブ。真空管の
ようなきめ細やかなドライブ、絶妙なコンプ感、
大音量でのフィードバックは絶品。ノーマルモ
デル の 他に、Jazz / Rockの 切り替えスイッ
チ付、更にブースト回路搭載モデル、2ch仕様
仕様の
「DUMBLOID TWIN」をラインナップ。

長年のTSペダルのモディファイ経験を
もとに、9系と808系の2種類のTSオー
バードライブサウンドを同時に使用す
ることを前提に設 計し、究極のSRVサ
ウンドを追求。2つの異なったドライブ
サウンドを切り替えて使い分けることも
可能です。

￥107,800（税抜価格￥98,000）

BASS MASTER PREAMP

BROWN DRIVE

￥55,000（税抜価格￥50,000）

￥57,200（税抜価格￥52,000）

ベース用真空管アンプサウンドの回路
をディスクリート回路で完全再現し、
ド
ライブ回路を持たずして自然な歪みが
得られるので、
クリーンとドライブとでサ
ウンドの変化の少ないプリアンプ。
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80年代〜90年代に流行した、改造され
た英国製スタックアンプによるいわゆ
る ブラウンサウンド を高次元で再現
したオーバードライブペダルです。3バ
ンドEQ、余裕のゲインステージとバッフ
ァーアウトプット回路により、ハイゲイ
ンなリードサウンドからゲインを絞った
ブースター的な使い方まで幅広く対応
します。

￥41,800（税抜価格￥38,000）
キーボーディストのために設計したドラ
イブペダル。ラインレベルに対応してい
るのでシンセはもとより、DJ機器やリ
ズムマシンなどにもベストマッチします。

ACID BASS DRIVE

￥41,800（税抜価格￥38,000）
「ACID DRIVE」をベース用にアレンジ。
腰高なサウンドにならず、刺激的な重低
音とドライブサウンドを楽しめるペダル
です。

ACID BOTTOM

￥38,500（税抜価格￥35,000）
エキスパンダー／ブースターとして使用
することにより、ボトムレンジをしっか
り持ち上げ、ATKノブでハイ〜ミッドレ
ンジの調整も可能。ベース用としてはも
ちろん、ハイゲイン系大型ギターアンプ
との相性も抜群。

PLATINUM BOOST
PLB-1

SHIN’S MUSIC

ACID DRIVE

￥30,800（税抜価格￥28,000）
クリーンで十分なブースト幅をもち、ロ
ーノイズ設計。トーンコントロールによ
り幅広いサウンドを提供します。

PLATINUM DRIVE
PLD-1

￥30,800（税抜価格￥28,000）
クリーミーで倍音豊かな歪みはクラン
チからリードサウンドまで対応。レンジ
は広くトップからボトムまでしっかりと
したサウンド。かゆいところに手の届く
トーンコントロール。

CLEAN DRIVE
CLD-1

￥51,700（税抜価格￥47,000）
チューブマイクでのドライブ感を再現し、
原音をほぼ変えず、倍音や艶をプラスし、
ドライブ感とサスティンをもプラスする
ペダル。アンプの各チャンネルのゲイン
を上げた様なサウンドが得られます。

CLEAN BOOST
CLB-1

SPECTRON OCT FUZZ
SPF-2
￥49,500（税抜価格￥45,000）

ハーモニクスを増幅させるオクタビアタ
イプのファズ。Fuzzが０位置でもハー
モニクス が 得られ る 使 い や すい 設 計。
Modeでナチュラルなオーバードライブ
からビンテージ・オクタビアサウンドの
調節が可能。

￥51,700（税抜価格￥47,000）
CLD-1 のローゲインヴァージョン。リ
ードプレイなどでリズムサウンドのまま
音量をブーストしたい時に特に効果を
発揮。サウンドや音量を変えずに音像を
前に押し出します。

SNAKE COMP PLUS
SNC2+
￥52,800（税抜価格￥48,000）

BUFFALO TREMOLO
BFT-1
￥53,900（税抜価格￥49,000）

心臓部となるパーツにゲルマニウム素
子やローノイズ素子を使 用したトレモ
ロ。エフェクトを掛けた時にブースト効
果を出すためのボリュームコントロール
を搭載。

ロングサスティンを身上とするコンプ。
Attack SW.でピッキングのニュアンス
をそのまま出力することが可能。アタッ
クの色付けが少ないナチュラルサウンド。

308 DRIVE

￥49,500（税抜価格￥45,000）
あの初期 ネズミ ペダルを彷彿とさせ
るモデル。伝説のIC「LM308N」を使用
したディストーションは滑らかながら、
どことなく荒っぽいサウンド。 3D コ
ントロールは音の立体感を変化させる
ことが可能。
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PERFECT VOLUME

BABY PREAMP VOLUME

SHIN’S MUSIC

スタンダード（ハイインピーダンス用）：

￥46,200（税抜価格￥42,000）

PFV-1 ￥41,800（税抜価格￥38,000）

ナチュラル／ブライト、2つのモー
ドを持つプリアンプを搭載し、接
続する楽 器 のインピーダンスを
選びません。サウンドに影響の少
ないミニマムレベルコントロール
を標準装備。暗いステージでもペ
ダル面のフチが光ることにより視
認性を高めるLEDイルミネーショ
ンも備えます。

スタンダード（ローインピーダンス用）：
PFV-1 LO-IMP25K ￥41,800（税抜価格￥38,000）
ハイブリッド（インピーダンス切替式）：
PFV-2 ￥50,600（税抜価格￥46,000）
グッドリッチのボリュームペダルなどの銘
品の長所を吸収し、よりハイグレード
なパーツと洗練されたワイヤリン
グにより最高品質のボリュー
ムペダルとして SHIN'S
MUSIC の名前を広く
知らしめた製品。

BABY PEDAL SYSTEM VOLUME
￥40,700（税抜価格￥37,000）

PFV-2

PERFECT VOLUME
今剛 PASSIVE SPECIAL

PFV-1

PFV1-KONTSUYOSHI

BABY MASTER

￥52,800（税抜価格￥48,000）

￥7,920（税抜価格￥7,200）

通常の「パーフェクト・ボリューム」よ
りも約15°
（30％）
増の稼動範囲を実
現し、繊細なボリューム奏法にもベス
トなコントロールを提供します。サイ
ドとフロント、両方に配された入出
力端子は同時に使用することも可能
です。暗いステージでもペダル面の
フチが光ることにより視認性を高め
るLEDイルミネーションや、アメリカ
ン・カントリーミュージックを意識し
たウェスタン柄のファブリックをフッ
トボードに採用するなど、今剛氏の
要望を100％再現したボリュームペ
ダルです。

大 音 量のアンプ本来のサウンド
を極力変えることなく音量を絞り
ます。ハイパスフィルターを内蔵。
ギターアンプのセンド／リターン
やエフェクターの後に接続し音量
をコントロールします。

DELICIOUS VINTAGE WAH
￥50,600（税抜価格￥46,000）
ジューシーかつドライなサウンド
をもち、本物のヴィンテージ・ワウ
のサウンドを継承。厳選したパー
ツ、ワイドレンジな設計で現代の
様々な音楽ジャンルに対応。デリ
シャスなサウンドで 泣き のフレ
ーズにベストマッチ。

BABY PERFECT VOLUME
スタンダード（ハイインピーダンス用）：
BPFV-1 ￥32,780（税抜価格￥29,800）
スタンダード（ローインピーダンス用）：
BPFV-1 LO-IMP25K ￥32,780（税抜価格￥29,800）
ハイブリッド（インピーダンス切替式）：
BPFV-2 ￥43,780（税抜価格￥39,800）
上記の「パーフェクト・ヴォリューム」の仕様
そのままに、
筐体サイズを大幅に圧縮し
たボリュームペダル。BPFV-1のペダ
ル面は、標準のブラックのほかに
ブルー、グリーン、レッド、オレ
ンジ、イエローでカスタム
オーダー可能です。

BPFV-2

BPFV-1
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ペダルボードやラックシステム、
デ
ジタルシステムなどに対応可能な
ステレオ仕様のヴォリュームペダ
ル。
エクスプレッションペダルとし
ても使用することができます。サ
ウンドに影響の少ないミニマムレ
ベルコントロールを標準装備。暗
いステージでもペダル面のフチが
光ることにより視 認性を高める
LEDイルミネーションも備えます。

SHIN’S MUSIC
EFFECTOR
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多くの超一流アーティスト達の現場で信頼を得ているドイツ・パルマー。
スピーカー・シミュレーターの老舗ブランドとして有名ですが、その技術
を活かした製品が続々登場。

ADIG-LB: SPEAKER SIMULATOR with LOAD BOX

PGA-04 (8Ω) / PGA-04 L16 (16Ω)
￥82,500（税抜価格￥75,000）

PALMER

スピーカー出力に対応。
スピーカー・シミュレーター機能、
シグナル・スプリッター、
DIボッ
クス機能を搭載。
クリーンとフィルターは独立してレベルコントロール可能。
ローとハイの
ヴォイシング・コントロール、
ハイカットとカラーのスイッチ搭載。
ダミーロード搭載でスピ
ーカーの接続無しでも使用可能。
電源不要。
FRONT PANEL: VOLUME(FILTER), VOICING(LOW, HIGH, COLOR, BROWN/LITE),
FULL RANGE(VOLUME,HI-CUT 6kHz) REAR PANEL: SPEAKER(INPUT,OUTPUT),
RECORDING OUTPUT(UNBALANCED A-B,BALANCED w/MIC/LINE PAD, GND/LIFTx2),
DIMENSION: 19"/1U

SPEAKER SIMULATOR with LOAD BOX

PDI-03 (8Ω) / PDI-03 L16 (16Ω)
￥60,500（税抜価格￥55,000）

スピーカー・シミュレーター機能、
シグナル・スプリッター、
DIボックス機能を搭載。
全ての
機能はライブ・パフォーマンスやスタジオでの使用に最適。
イコライジングやボリューム
を綿密にコントロール可能。
ギターアンプのスピーカー出力音をラインレベルで卓に送り
込む事が可能。
ダミーロード搭載でスピーカーの接続無しでも使用可能。
電源不要。
FRONT PANEL: FILTER VOLUME, DEEP/FLAT, BRIGHT/NORMAL/MELLOW, LINE OUT
REAR PANEL: SPEAKER(INPUT, THRU), LINE OUT(1, 2, 3, 4),
FILTER OUTPUT(UNBALANCED,BALANCED), DIMENSION: 19"/1U

POWER ATTENUATOR / LOAD BOX

PDI-06 MkII (8Ω) / PDI-06 MkII (16Ω)
￥44,000（税抜価格￥40,000）

パワーアンプとスピーカーキャビネットの間に接続することで、アンプ側の設定は変
えずに音量を70%, 50%, 35%, 25%, 18% (＊)の5段階でコントロールできるよう
になります。自宅に限らず、フルドライブさせたいけど音量は要らない、という状況で
活躍します。ツマミを「LOAD BOX」に設定すれば、ダミーロードとしてスピーカー接
続なしでも使用可能。電源不要。
＊）音量のパーセンテージは計測数値上のものであり、聴感上の感覚とは一致しないことがあります。
MAXIMUM INPUT POWER: 120 Watt

Headphone-amp with DI-out

Re-Amping Box

POCKET AMP Mk2

DACCAPO

￥22,000（税抜価格￥20,000）

ハイ・クオリティなギターアンプ・モデリ
ングミキサーでホームレコーディング等
に最適。
バランスドXLR出力でのDI機能。
アメリカン／ブリティッシュ／ツイード、
ヘヴィ／クランチ／クリーン、
マイク・オフ
X ／センター／クラシックをシミュレー
ト。
電源は、
006P
（9V）
乾電池か9VDC
の電源アダプターで供給。

￥15,400（税抜価格￥14,000）

リアパネル

フロントパネル

POCKET AMP BASS

￥20,900（税抜価格￥19,000）

￥33,000（税抜価格￥30,000）

リアパネル

Joe Bonamassa Signature Model Guitar Speaker Simulator DI

POCKET AMP ACOUSTIC

PDI-03 JB

￥33,000（税抜価格￥30,000）
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スピーカー・シミュレーター機能とDIボックス
機能を搭載。
ギターをプリアンプやエフェクタ
ー経由で接続してミキサー卓に繋ぐことがで
きます。
アンプのスピーカー出力にも対応。
ト
ーンスイッチにより、
12"オープンバックのキャ
ビネットのメロウなサウンドや、
10"スピーカー
のようなブライトなサウンドをシミュレート。
電源不要。

フロントパネル

Portable Preamp for Acoustic String Instruments

多彩なサウンドメイキングが可能なアコースティッ
ク・弦楽器用ペダル/プリアンプです。どこへでも
持ち運びできるコンパクトな筐体で、ギターのみ
ならず、マイク取り付けなどによりエレクトリック
化された多くのアコースティック楽器のサウンドメ
イキングの中枢を担います。電源は、006P(9V)乾
電池か9 〜12VDCの電源アダプターで供給。

Guitar DI-Box with Speaker Simulator

PDI-09 / THE JUNCTION

Portable Bass Preamp

「ポケット・アンプ」をベース用にアレン
ジ。ステージ上でDIとして使用すること
も考慮し Bass Thru 端子を装備。
外部
エフェクター用の入 出力として使 える
FX Insert 端子も装備しているのでホ
ームレコーディング時の様々な状 況に
対応できます。電源は、006P(9V)乾電
池か9VDCの電源アダプターで供給。

プロフェッショナルやハイエンド・アマチュア
層のレコーディング・システムに最適なリアン
ピング・ボックス。
エレクトリック・ギターに対
応したアンバランスド・ハイ・インピーダンス信
号を扱うことが可能。
電源不要。

￥36,300（税抜価格￥33,000）

リアパネル

フロントパネル

ギターアンプのスピーカー出力またはプリアン
プ/エフェクター出力に接続。
スピーカーシミュ
レーター機能、
シグナル・スプリッター、
DIボッ
クス機能を搭載。
低音域用と高音域用フィルタ
ーでスピーカーシミュレートし、
JBフィルター
によってオーバードライブ使用時に最適なフィ
ルタリングを加えます。
電源不要。

今や世界中の多くの有名ギタリストが愛用するドイツ産ハンドメイド・ギター
アンプメーカー。その重厚な真空管サウンドをペダルサイズでシミュレート
した製品は、本物のアンプサウンドと遜色ない完成度の高さを誇ります。

VH4 PEDAL

ZERRER

￥99,000（税抜価格￥90,000）

［VH4 PEDAL］
は、
同社オリジナルであるVH4アンプヘ
ッドのチャンネル3と同じ構成を用いたエフェクター /プ
リアンプペダルで、
オーバードライブペダルとしてギター
アンプのクリーン入力に接続することも、
プリアンプとし
てアンプのパワーセクションに接続することもできます。
専用DC18V電源アダプター付属。

［ZERRER］
は、
完全2チャンネル／ソリッドステート仕様のプリアンプ／エ
フェクターペダルです。
CH1でディーゼルならではのクリーンサウンドから
歯切れのよいクランチサウンドを、
CH2で伸びやかなオーバードライブサ
ウンドからウルトラディストーションまでと、
幅広くサウンドクリエイトでき
るようになっています。
専用AC12V電源アダプター付属。

DIEZEL

￥49,500（税抜価格￥45,000）

リアパネル

VH4-2 PEDAL

￥56,100（税抜価格￥51,000）
［VH4-2 PEDAL］は、VH4アンプヘッドのチャンネル3
& 4と同じ構成を用いた2チャンネルのエフェクター /プ
リアンプペダルで、
オーバードライブペダルとしてギター
アンプのクリーン入力に接続することも、
プリアンプとし
てアンプのパワーセクションに接続することもできます。
GAINとMASTERは2組あり、
それぞれのセッティングの
異なる状態をフットスイッチにより切り替え可能です。
専
用DC18V電源アダプター付属。
リアパネル

HERBERT PEDAL

￥53,900（税抜価格￥49,000）
［HERBERT PEDAL］
は、
日本でも人気の高いハーバート・
アンプ同様、ON/OFF切り替え可能な効きの良い「Midcut」
を搭載し、
よりシャープなディストーションサウンドメイキング
を直感的に行うことができます。
また、
「Midcut」がONの時
は「Midcut Master」に てヴォリュー ム 調 節 で き る の で、
「Normal Master」と併せてON/OFF時の音量差を補正し
たり、
あえて音量差を大きくしてリード・ブーストとして活用す
ることができます。
専用DC18V電源アダプター付属。
リアパネル

- Musician Sound Design 世界最高の工業国の一つ:ドイツの職人が一台一台手作りで組み上げた
最高品質のエフェクターを全世界に提供するブランド。
量産品には表現しきれない強烈な個性のサウンドを提供いたします。

SILVERMACHINE

￥61,600（税抜価格￥56,000）
［シルバーマシーン］
は、
ワウレンジ等に
最大12パターンの設定から選べるワウ
ペダルです。
また、
通常の クラシック と
原音をミックスさせた モダーン のモー
ドを持っています。さらに独自のオート
マジックセンサーは、わずらわしいスイ
ッチングを排し、
足を乗せただけで効果
を得られるので一瞬のワウトーンを求め
る場合などに有用です。

Overdrive

SILVERSTONE

MUSICIAN SOUND DESIGN

Automatic Guitar Wah

￥39,600（税抜価格￥36,000）
［シルバーストーン］
は、
シンプルなコント
ロールで、伝統的なフルチューブアンプ
をドライブさせたような、滑らかで暖か
みのあるオーバードライブサウンドが得
られます。

Distortion

BRITISH STEEL Ltd.
￥44,000（税抜価格￥40,000）

［ブリティッシュスティール］
は、
1970年
代後半の英国ハードロックに見られるド
ライブサウンドをベースに、幅広いトー
ンコントロールを可能にしたハンドメイ
ド・オーバードライブです。
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スウェーデン発のベース用アンプ／エフェクターのブランドとして、ベーシ
ストのみならずギタリストにも品質を認められているEBS。エフェクターの
実力を最大限に活かすアクセサリーも提供しています。

ACCESSORIES

Flat Design for Tight Set-up

Flat Design for Tight Set-up

PREIUM GOLD FLAT PATCH CABLES

FLAT PATCH CABLES

PCF-PG10（10cm) ￥1,540（税抜価格￥1,400）

PCF-10（10cm）￥770（税抜価格￥700）
PCF-18（18cm）￥880（税抜価格￥800）
PCF-28（28cm）￥990（税抜価格￥900）

PCF-PG18（18cm）￥1,650（税抜価格￥1,500）
PCF-PG28（28cm）￥1,760（税抜価格￥1,600）

PCF-58（58cm）￥1,100（税抜価格￥1,000）

PCF-PG58（58cm）￥1,870（税抜価格￥1,700）
「FLAT PATCH CABLES」のプラグ部に24K ゴールドメッ
キを施し、より劣化の少ない音声信号の伝達を実現。また、ケ
ーブル部も従来品よりも密度の高いシールドを施すことで外
来ノイズ混入の可能性を低下させることに貢献。より楽器本来
のピュアなサウンドを楽しんで頂ける製品となっています。

EBS がプロデュースするエフェクター用パッチケ
ーブルは、ネジれに強い高品質フラットケーブル
や、省スペース設計のプラグハウジング・デザイン
を採用することにより、繁雑になりがちな足元の
機材をスマートにパッチングし、品質と使い勝手
の両面でプレイヤーをサポートします。
※使用例

Multi DC Cable

DC POWER SPLIT CABLES

DC-2-90F

DC-2-90F（1in / 2out）￥1,100（税抜価格￥1,000）
DC-4-90F（1in / 4out）￥1,650（税抜価格￥1,500）
DC-6-90F（1in / 6out）￥2,200（税抜価格￥2,000)

HIGH PERFORMANCE FLAT PATCH CABLES
PCF/HP10 (10cm) ￥1,870（税抜価格￥1,700）
PCF/HP18 (18cm) ￥1,980（税抜価格￥1,800）
PCF/HP28 (28cm) ￥2,090（税抜価格￥1,900）

PCF/HP58 (58cm) ￥2,200（税抜価格￥2,000）

DC-4-90F

コンパクトなＬ字型出力端子のDCパワーサプライ用
分岐ケーブル。2出力／4出力／ 6出力とラインナップ。
機 器 側端 子には電極を 保 護するキャップが 付属し、
未使用時の不用意な電極のショートなどを防ぎます。

Flat Design for Tight Set-up

24Kゴールドメッキを施したフラットパッチケーブルの最上位
版。
ケーブル部分には二重のシールド構造と多重絶縁素材によ
り外来ノイズ混入を最大限に防止しつつも、
芯線の保護とケー
ブル全体の柔軟性とを併せ持たせることに成功。
洗練されたエ
フェクトシステム構築を楽しんで頂くことができます。

Power Supply

AD9 Pro

DC-6-90F

￥4,950（税抜価格￥4,500）

for Multi Power Supplies

DC-1 / FLAT DC CABLES

DC9V出力仕様で、標準的な各社のエフェクター
に対応した電源アダプターです。
100V 〜 240V
のAC 入力に対応し、
持ち運びに便利な軽量仕様。
消費電力の合計が1,000mA以内であれば「DC
POWER SPLIT CABLE」
などを使用して複数の
機器に電源供給が可能です。

DC1-18 90/0（18cm, S/L） ￥550（税抜価格￥500）
DC1-18 90/90（18cm, L/L） ￥550（税抜価格￥500）
DC1-28 90/0（28cm, S/L） ￥660（税抜価格￥600）
DC1-28 90/90（28cm, L/L） ￥660（税抜価格￥600）
DC1-38 90/0（38cm, S/L） ￥770（税抜価格￥700）
DC1-38 90/90（38cm, L/L） ￥770（税抜価格￥700）
DC1-48 90/0（48cm, S/L） ￥880（税抜価格￥800）
DC1-48 90/90（48cm, L/L） ￥880（税抜価格￥800）

Y-type Insert Cable

ICY-30

￥1,980（税抜価格￥1,800）
一方がTRS（3極）フォーン、もう一方が2つのTS（2極）フォー
ン に分 割 され た、長さ 約30cmの イン サーションケーブル。
EBSペダル製品のループ端子を活用する場合や、ボリュームペ
ダルをエクスプレッションペダルとして使用する場合にも有用
です。

※使用例

ロッズはモリダイラ楽器が企画した楽器用アクセサリーブランド。
便利なアイテムをリーズナブルな価格で提供します。

Interconnection Plug

Hook-and-Loop Fastener

PLP-I

￥550（税抜価格￥500）

PLP-I

PLP-Z

￥880（税抜価格￥800）
エフェクターとエフェクターを接 続する際に、
最短距離での接続を可能にする一体型双方向
プラグです。[PLP-I]は12mmスペースでスト
レートに、[PLP-Z]は12mmオフセットで連結
します。
接点の安定したゴールドメッキ仕様。
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CABLE BAND

15cm/10本入 ￥660（税抜価格￥600）
20cm/10本入 ￥660（税抜価格￥600）
表裏全面が面ファスナーになっているケーブ
ルタイ。
DCケーブルをエフェクターボードに固
定する際などに便利な15cmタイプと、
シール
ドケーブルなどをまとめるのに便利なスリット
が入った20cmタイプを用意。

PLP-Z

15cm

20cm

ACCESSORIES

トゥルートーン / ワンスポット・シリーズは、エフェクター用に最適な電源アダプター
として開発されました。マルチプラグや変換プラグの組み合わせにより、
様々なエフェクターシステムに対し高品質な電源をお手軽に供給します。

1SPOT PRO / CS7

￥22,000（税抜価格￥20,000）
入力 AC100V-240V 自動対応。7つの完全アイソレート出力
を持つACアダプターです。出力：18V 100mA 最大出力 x1,
9V/12V切替 200mA 最大出力 x4, 9V 500mA 最大出力
x2 / 付属DCケーブル：5.5×2.1mmプラグケーブル x7本, 変
換プラグケーブル（CL6, CYR, C35, CBAT）
各1本

※CS7 同梱品

1Spot / Multi-Plug

MC8 / Multi-Plug 8 Cable

1SPOT 9V Adaptor

￥2,750（税抜価格￥2,500）

￥3,300（税抜価格￥3,000）

MC5 / Multi-Plug 5 Cable

汎用のコンパクトエフェクター用DC9V の
電源アダプター。標準的な設計（センター・マイ
ナス、2.1Φ軸）のため、様々なメーカー製のエフ
ェクターにもご使用可能。電流は1,700mA の大
容量なので、MC8やMC5を使用して複数のエフェ
クターへの接続も可能です。また、入力はAC100Vか
らAC240Vまで切り替えなしに使用でき、海外でもそ
のまま使用できます。

￥1,980（税抜価格￥1,800）

MC8

［マルチプラグMC］
シリーズは、電源アダプター「1-SPOT/DC9V」の
先端を分岐し複数のエフェクターに電源を供給できます。
［MC5］
は５
系統に、
［MC8］
は8系統に分岐します。
注意：MC8およびMC5は、
電源アダプターの出力よりエフェクターの消
費電力の合計が大きくならないようにしてください。
また、
エフェクター
が全て同じ極性である事も確認して下さい。

MC5

CYR
Reverse Polarity Converter

C35
3.5mm Converter

￥550（税抜価格￥500）

￥550（税抜価格￥500）

［C35/3.5mmコンバーター］は、電源アダプター「1-SPOT/DC9V」
を3.5mmプラグ入力の機器に接続するための変換プラグです。旧仕
様の RAT 等に使用可能です。

CL6
L6 Converter

［CYR/リバ ース ポ ラリティーコンバ ー ター］は、電 源 アダ プター
「1-SPOT/DC9V」
をセンター [+]入力の機器に接続するための変換
プラグです。
YAMAHAキーボードやサンプラーに有用です。

CBAT
Battery Clip Converter

￥550（税抜価格￥500）

￥550（税抜価格￥500）

［CL6/L6コンバーター］
は、
電源アダプター
「1-SPOT/DC9V」
を
LINE6やDIGITECHのPR100に接続するための変換プラグです。
※電源アダプターは接続する機器との適合性をご確認のうえ使用してください。

TVD / Voltage Doubler

［CBAT/バッ テリー クリップ コ ンバ ー ター ]は、電 源 アダ プター
「1-SPOT/DC9V」を電 源 入 力のない 機 器に接 続するための変 換
プラグです。

mA meter

￥4,400（税抜価格￥4,000）

￥5,500（税抜価格￥5,000）

DC9VをDC18V
（またはDC12VをDC24V）
に変換して
出力してくれるアダプターです。
消費電流100mAまでの
18V
（または24V）
電源の機器に使用できます。
アダプタ
ーを増やしたくない人に最適。
赤いプラグが出力です。

DC9〜 24ボルトで作動するコンパクトエフェクターの消費
電流を計測するアイテムです。
使い方は非常にシンプルで、
消費電流を計測したいエフェクターと、
そのエフェクターに
接続しているアダプターとの間に挟んで接続するだけです。
ケーブルテスター機能付。

多くのエフェクターブランドを取り扱うモリダイラ楽器がプロデュースした
エフェクター専用低ノイズACアダプター。

Low Noise DC9V / AC Adaptor

SILENT POWER / DC-009SP
￥1,980（税抜価格￥1,800）

Low Noise DC18V / AC Adaptor

SILENT POWER / DC-018SP
￥2,750（税抜価格￥2,500）

小型＆軽量なのでエフェクターボード運搬時のストレスも軽減されます。一般的なエフェクター用のDC9V
仕 様 と、ジ ム ダ ン ロ ッ プ やMXR、バ ル ト リ ー ニ の 一 部 の 機 種 で 使 用 可 能 なDC18V仕 様 を 用 意。
DC-009SP は 500mA、DC-018SP は 400mA の出力容量になります。
※電源アダプターは接続する機器との適合性をご確認のうえ使用してください。
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アナログエフェクターの世界基準的ブランドならではのノウハウは、電源供給機器
にも活かされています。電源品質に敏感なアナログエフェクターに最適な品質を
提供します。

ACCESSORIES

M237
DC-BRICK POWER SUPPLY

M238
ISO-BRICK POWER SUPPLY

￥13,200（税抜価格￥12,000）

￥20,900（税抜価格￥19,000）

［M238］は、電源アダプターと分配用のボックスを組み合わ
せた製品です。ボックスの各出力はグラウンドループを防ぐア
イソレーションが施されています。9V出力は使用電流を３つ
（100mA/300ｍA/450ｍA）に 分 け て各 ペ ア で 用 意 され、
18V用は250ｍAが２つ、それに加えて、電圧が6~15Vまで
可変の250ｍA出力が2つ用意されています。

SIDE

M239
MINI ISO-BRICK POWER SUPPLY
￥14,300（税抜価格￥13,000）

［M237］は、8つの9VDC出力と2つの18VDC出力を備えた、
合計2A出力容量のエフェクター専用パワーサプライ。電源の
ショートやオーバーロードなどから機器を守る保護回路や、
電源からのノイズの混入を防ぐためレギュレート（整流）回路
を内蔵しています。
専用18V電源アダプター付属。

SIDE

[M239]は、シンプルなエフェクトボードに最適な 5出力
タイプの省スペース型パワーサプライです。5系統の出力
の内1系統は9V/18Vの切り替え式となっており、各出力
はアイソレートされていて電源ノイズにもしっかり対策さ
れています。
専用18V電源アダプター付属。

SIDE

SIDE

MXR PATCH CABLES

DCP06（15cm）
：￥1,100（税抜価格￥1,000）
DCP1（30cm）
：￥1,650（税抜価格￥1,500）
DCP3（90cm）
：￥1,870（税抜価格￥1,700）
［MXRパッチケーブル］
は、
MXR がプロデュースするエフ
ェクター専用パッチケーブル。
厳選されたノイズレス・シー
ルドケーブルと、過酷な状況でもトラブルを起こしにくい
頑丈なL字型プラグを採用しています。

DCP06

DCP1

DCP3

SKBは、
米軍やNASAも採用するなど、
あらゆる
業界のケース専門メーカーで、
楽器用として、
頑
丈なハードケースから、
より手軽なソフトケースま
で多岐にわたってプロデュースしています。

Foot Controller Soft Case

NON-SLIP PEDAL MAT

1SKB-SC2111

2枚入り：￥2,640（税抜価格￥2,400）

￥9,900（税抜価格￥9,000）
フットコントローラー向けの汎用
セミハードケース。大事な機材を
厚手のスポンジでしっかり守って
くれ、
ハードケースと違ってケース
自体の重量がとっても軽いので持
ち運びも容易。マルチエフェクタ
ーに限らず、
MTRなどの運搬用に
も 便 利 で す。外 形 寸 法：62.23
cm x 36.83 cm x 17.78 cm/
内 部 寸 法：54.61 cm x 28.58
cm x 9.84 cm/重量：1.63 kg

ステージワークスは、
ミュージシャ
ン向けアクセサリーをプロデュー
スするイギリスのブランドです。

1枚入り：￥1,320（税抜価格￥1,200）

※ 使用例
エフェクターは
付属しておりません。

エフェクターの滑り止め用はもとより、ド
ラムのキックペダルやピアノのダンパーペ
ダルの滑り止め/防音用として開発された
マット。一般的に売られている滑り止めマ
ットでは生地が薄すぎて楽 器用としては
使い難いものが多いですが、このマットな
ら安心です。

※使用例
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２枚入りパッケージ

１枚入りパッケージ

ACCESSORIES

ドイツのパルマーがプロデュースする軽量なアルミ製エフェクターボード「PEDALBAY / ペダルベイ」
シリーズ。搭載する機材の大きさに合わせレール間隔を調整できたり、底裏面に市販のパワーサプライを
固定できるなど、ユーザビリティに優れた様々なアイデアを盛り込んだエフェクターボードです。

Palmer PEDALBAY series

※ 全品キャリングバッグ付属

脚部の高さ
（ボード角度）
調整可能
足ゴムもフレキシブル
（50S を除く）

最大20cm幅の底裏面収納

底裏面にはパワーサプライなどを
ゴムバンドで固定できます。

奥に設置する機材にも
アクセスしやすい
傾斜のついた
ペダルボード

1cm 単位でレール間隔調整可能

PEDALBAY 50S

PEDALBAY 40

PEDALBAY 60

PEDALBAY 60L

PEDALBAY 80

￥9,350（税抜価格￥8,500）

￥13,200（税抜価格￥12,000）

￥15,400（税抜価格￥14,000）

￥16,500（税抜価格￥15,000）

￥22,000（税抜価格￥20,000）

Width：500mm

Width：450mm

Width：605mm

Width：600mm

Width：800mm

Height：35mm

Height：70-85mm

Height：70-85mm

Height：70-85mm

Height：70-85mm

Depth：135mm

Depth：305mm

Depth：305mm

Depth：390mm

Depth：390mm

Weight：2.46kg

Weight：3.83kg

Weight：4.62kg

Weight：5.15kg

Weight：6.88kg
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