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　この度は、 Diezel 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 この製品を安全にお使いいただくために使用前

にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。 また、 この取扱説明書はいつでもご覧になれるところに保管しておいて下さい。 この製

品の保証書は必ず店名印と購入年月日、 製品名などの必要事項を記入し大切に保管して下さい。

1.1 安全に使用するための警告

！！この機器を分解したり、 改造したりしないで下さい。 この製品の内部には高電圧な部分があり大変危険です。

　この機器の内部にはこのマニュアルで説明している以外にお客様が修理 / 交換できる部分はありません。 異常が

　発生した場合は、 必ずお買い上げ店またはモリダイラ楽器サポート係にお問い合わせ下さい。

！！この製品は内部に真空管を使用しています。

　！真空管は振動に対して敏感です。 本体に無理な衝撃を与えたりしないで下さい。 特に運搬時 / 設置時に過度な衝撃

　　が加わらないように十分にご注意下さい。 輸送時は保護機能を持つケースなどに収めて丁寧に扱って下さい。

　！真空管は高熱を発しています。

　　 ・ 十分な通気を確保できる環境で使用して下さい。 この機器の内部に異物 （燃えやすいもの、 硬貨、 針金など）

　　や液体 （水、 ジュースなど） を絶対に入れないようにし、 また、 同様の物が近くにある場合も十分な距離を保っ

　　て下さい。 ゴミやホコリが内部に入らないような注意も必要です。

　　 ・ 使用中や使用後の数十分は内部に手を触れることのないよう注意し、 ケースに収めるなどの作業は熱が十分

　　に冷めたことを確認してから行って下さい。

！！この機器を、 不安定な台の上や傾いた場所に設置しないで下さい。 必ず安定した水平な場所に設置して下さい。

！！！！大音量で長時間演奏し続けると難聴になる危険があります。 万一、 聴力低下や耳鳴りを感じたら、 直ちに

　使用をやめて専門の医師に相談して下さい。

！！付属の電源コードは同梱されている電気機器以外の電気製品には使用できません。

！！電源は必ず AC100V の電源コンセントに差し込んで下さい。

！！長時間使用しない場合は、 電源コードを必ず抜いておいて下さい。

！！延長コードを使用する場合は、 必ず容量を確認し適合するものを使用して下さい。

！！電源プラグをコンセントに抜き差しする場合、 必ずプラグを掴んで行って下さい。

！！次のような場所での使用や保管はしないで下さい。

　１． 温度が極端に高い場所 （直射日光の当たる場所、 暖房機器などの発熱する機器の近くなど）

　２． 湿度が極端に高い場所 （水気の近く、 雨天の野外、 濡れた場所など）

　３． ホコリの多い場所。

　４． 振動の多い場所。

　！！故障や発火による火災、 感電 / 漏電などの事故の原因となります。

1.2　保証について

　この製品の保証期間は、 購入日より 1 年間です。 この製品は日本国内での使用にのみ保証が有効で、 第 1 次ユーザー

であることが条件です。 ただし、 下記に示す場合は保証の対象となりません。

1） 真空管などの消耗品の交換。

2） お買い上げ後の移動輸送時の事故によるもの。

3） 取り扱いの不注意によるもの。

4） 天災などによる損傷。

5） 当社、 または当社の指定業者以外の第三者により修理 ・ 調整 ・ 改造されたもの。

6） 保証書に販売店による店名の押印や購入年月日の記入が無い場合。

7） 修理時に、 前記を満たした保証書の添付が無い場合。

8） 購入時の Diezel OS よりも古いバージョンに下げた場合。

安全にお使いいただくために



SPECIFICATION

● 100W ： 4 x KT77, 5 x 12ax7 Class AB Guitar Head

● VH4、 Hagen、 Herbert など Diezel の象徴的なサウンドを持ったアンプです。

● フルデジタルプログラマブルコントロール ：

　 Gain, Channel, Bright, Shape, Voice, Middle, Treble, Bass, Midcut, Volume, Presence, Deep

● スイッチャブルプリループ

● 独立したプログラム可能なセンド / リターンレベルとミックスを備えた x2 スイッチャブル FX ループ

● XLR バランス Cabsim DI または IR Loader レコードアウト

● ヘッドフォン Cabsim DI または IR Loader レコードアウト

●キャビネットレスで使用可能

● オートクロマチックチューナー

● 最大 7 つまでのフルプログラマブルエフェクト （プリループ x1 + 内蔵エフェクト （ポストループ x2 含む） x6）

● Diezel Columbus MIDI 対応

● Bluetooth Low Energy MIDI-BLE 対応

● USB 対応 （アップデート及びプリセットバックアップ、 IR 読み込み）



FRONT PANEL

１． INPUT ： 1/4" インストゥルメントケーブルに対応したギター入力端子です。

２． PRE LOOP SEND ： プリアンプの前に内部配線されたループへ接続するエフェクターへ入力するプリルー

　　　　　　　　　　　　　　プセンド （アウトプット） 端子です。

３． PRE LOOP RETURN ： プリアンプの前に内部配線されたループに接続するエフェクターからの出力を受け

　　　　　　　　　　　　　　　　るプリループリターン （インプット） 端子です。

４． PRESET MANAGER ： ノブを回転させてすべてのプリセット （1 〜 99） をスクロールします。

　　　　　　　　　　　　　　　　ノブを押すとプリセットマネージャー / グローバルメニューを表示します。

５． ENCORDER ： エンコーダーのノブは画面に表示されている機能に対応しており、 ノブを回す、 1 回押す、

　　　　　　　　　　　長押しすることによって様々な機能の編集を行います。 それぞれのノブのラインの先の

　　　　　　　　　　　ディスプレイに表示されている機能を参照して下さい。

６． DISPLAY ： パラメーターが表示される画面です。 各エンコーダーは画面上のそれぞれのラインに対応した

　　　　　　　　　パラメーターを制御します。

７． SCREEN MANAGER / MUTE ： ノブを回しすと上部のナビゲーションバーを切り替えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノブを押すことで POWER AMP を接続したキャビネットのミュート / ミュート　

                                            の解除及び CAB SIM のミュートを行います。 キャビネットが接続されてい

                                            ない場合は POWER AMP の強制的ミュートとなり解除はできません

                                           （「●」 が赤色：パワーアンプミュート、 「● MUTE」 が赤色：パワーアンプ、

                                            キャビシミュミュートとなります）。

８． MASTER VOLUME ： パワーアンプのマスターボリュームです。 パワーアンプに接続されいるキャビネットに

　　　　　　　　　　　　　　　のみ影響します。

９． STANDBY SWITCH ： VHX の電源を入れる前にスイッチが STANDBY の位置になっていることを確認して

　　　　　　　　　　　　　　　下さい。 RUN にする前に 40 秒程度待って真空管を温めて下さい。

１０． POWER SWITCH ： 電源スイッチです。 VHX の電源を切る時には STANDBY スイッチを STANBY の

　　　　　　　　　　　　　　　位置にして 30 秒程度待ってからオフにして下さい。



REAR PANEL

１１． AC IN ： 付属の電源コードを使用して下さい。

１２． COLUMBUS ： 別売りの COLUMBUS フットコントローラー専用の XLR 端子です。

１３． MIDI IN ： MIDI コントローラーを接続する端子です。 ファンタム電源は Pin 1-6(-) と 3-7(+) で 9VDC

　　　　　　　　　最大 500mA まで対応しています。

１４． MIDI THRU ： MIDI IN で受けた MIDI 情報を他の機器にそのまま出力します。

１５． USB ： 機器のアップデート及びプリセットのバックアップのために PC と接続するための USB 端子です。

　　　　　　　　正しく操作を行うために USB ハブは使用せず PC 本体の USB 端子と接続して下さい。

１６． REC OUT ： CAB SIM を通ったバランス XLR 出力です。 HEADPHONE、 POWER AMP と併用すること

　　　　　　　　　　　ができます。 CAB SIM 画面で LEVEL 及びその他の設定を調整して下さい。 GROUND 　

　　　　　　　　　　　LOOP または HUM が発生している場合は、 LIFT ボタンを押して下さい。 軽減される場合

　　　　　　　　　　　があります。

　　　　　　　　　　　48V PHANTOM POWER 対応機器との接続は避けて下さい。

１７． HEADPHONE ： ヘッドフォン接続用の端子です。 XLR REC OUT 及び POWER AMP と併用ができます。

　　　　　　　　　　　　　CAB SIM 画面でレベル及びその他の設定を調節して下さい。

１８． FX LOOP A/B ： FX LOOP A と FX LOOP B は完全に独立しており、 PREAMP の後に配置され DSP

　　　　　　　　　　　　　 EFFECT チェーンのどこにでも配置ができます。 それぞれが独立したエフェクトループで

　　　　　　　　　　　　 　SEND、 RETURN、 MIX レベル調整があり画面上の FX LOOP A/B セクションで制御

　　　　　　　　　　　　　 できます。

１９． SPEAKER OUT ： キャビネット接続用のスピーカーアウト端子です。 接続されるスピーカーキャビネットと

　　　　　　　　　　　　　　アンプの出力のインピーダンスは、 同じでなければいけません。 Diezel のアンプヘッド

　　　　　　　　　　　　　　シリーズは、 16 Ω （ohm、 オーム） から 4 Ωの範囲のスピーカーシステムを推奨し、

　　　　　　　　　　　　　　これらにマッチするスピーカー出力端子を備えています。



DISPLAY

　ディスプレイは VHX の心臓部になります。 直感的な操作を行えるようにアナログユーザーインターフェースの

シンプルさに可能な限り近づけるように開発されました。

 

　上の図をご覧下さい。 上部にナビゲーションバーがありパワーアンプ /CAB SIM がミュート状態であることを

示しています。

　●が赤色 ： POWER AMP ミュート

　● MUTE が赤色 ： POWER AMP / CAB SIM 共にミュート

　ナビゲーションバーのアイコンは下記メニューを示しています。

　　　PREAMP

　　　FX

　　　RECORD

　　　TUNER

　　　STORE

　　　SETTING

　STORE アイコンに● （赤丸） がついている時はプリセットの編集中となり編集した状態を保存する場合は、

編集中に GLOBAL MENU の COPY の下に表示される 「STORE」 ノブ押すか、 STORE 画面の 「STORE」 ノ

ブを押して下さい。 プリセット編集中に PRESET MANAGER ノブを回すまたは MIDI ペダルなどでプリセットの

切り替えを行うと編集中のプリセットが保存されないでプリセットが切り替わるのでご注意下さい。

　ディスプレイの両サイドには、 表示されている画面に関連するパラメーターが表示されています。 

これらは、 ノブを回す、 1 回押す、 長押しすることによって様々な機能の編集を行えます。

　



PRESET MANAGER / GLOBAL MENU

　PRESET MANAGER ノブを押すと、プリセットマネージャー / グローバルメニューが開きます。 プリセットマネー

ジャーでは現在登録されている全てのプリセットが一覧で表示されます。 ゲインの種類、 エフェクトの有無が

アイコンで表示されます。 また、 MOVE、 COPY 機能を使用してプリセットリストの編集を簡単に行うことがで

きます。

　プリセット一覧のスクロールは PRESET MANAGER ノブまたは MOVE、 COPY に対応したノブで可能です。 プ

リセットマネージャーからプリセットを開く場合は、 ノブを回して開きたいプリセットへスクロールさせて PRESET 

MANAGER ノブを押して下さい。

MOVE ：MOVE のノブを押すとプリセット番号の隣に円矢印のアイコンが表示されます。 ノブを移動したいスロッ

　　　　　トまで回してもう一度ノブを押すとプリセットを移動できます。 移動させたプリセットは移動先のプリセッ

　　　　　ト番号の位置に差し込まれるので他のプリセットの番号は繰り上がるまたは下がります。 プリセット編集

　　　　　中に移動させた場合は、 編集前の状態でプリセットが移動されます。

COPY ： COPY のノブを押すとプリセット番号の隣にクリップボードのアイコンが表示され、 COPY から PASTE

　　　　　にメニュー表示が切り替わります。 ノブを移動したいスロットまで回してもう一度ノブを押すとプリセット

　　　　　をコピーできます。 プリセット編集中にコピーした場合は、 編集前の状態がコピーされ、 元のプリセッ

　　　　　トは編集中のままとなります。

STORE ： プリセットを編集している時に表示されます （未編集時は表示されません）。 STORE のノブを押すと

　　　　　　編集中のプリセットが保存されます。 

　PRESET MANAGER / GLOBAL MENU 画面では、 GLOBAL DEEP、 GLOBAL PRESENCE、 GLOBAL、

DI、 GLOBAL MASTER と GLOBAL TAP を編集することができます。 これらのパラメーターはプリセット毎に

設定はできません。 設定した値は全てのプリセットに共通で影響します。 値 「0」 は変化がないことを意味し

ます。

　PRESET MANAGER ノブを長押しすると STORE （編集中のプリセット保存のショートカット） として機能します。



PREAMP

　VHX のプリアンプは 25 年に渡る絶え間ない開発と革新によって生まれました。 VH4、 Herbert、 Hagen、

Paul など様々なアーティストに愛されてきた Diezel の象徴的なトーンをもたらします。

GAIN ： ゲインの量を設定します。

GAIN STRUCTURE ： GAIN のノブを押してゲインの構成を GREEN （クリーン）、 YELLOW （クランチ）、

　　　　　　　　　　　　BLUE （ディストーション）、 RED （スーパーディストーション） の 4 つのうちから選択します。

BRIGHT （GREEN、 YELLOW 選択時） ： ノブを回して Bright モードのオン / オフを切り替えます。

SHAPE （BLUE、 RED 選択時） ： ノブを回して Shape モードを設定します。 Shape コントロールはゲインを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイトからファットに変化させます （3 段階）

VOICE （VINTAGE / EARLY / CLASSIC / MODERN） ：

SHAPE のノブを押してアンプのボイスを選択します。 VINTAGE はローミッドが強調され、 ERARY は初期の

Diezel トーン、 CLASSIC はスタンダードな Diezel トーン、　MODERN はベースとハイが強調されます。

TREBLE - MIDDLE - BASS ： 各パラメーターに対応したノブを回してプリアンプの EQ を設します。

VOLUME ： プリアンプの音量を設定します。

BOOST ： VOLUME のノブ を押すと +3db ボリュームブーストがオンになります。 このパラメーターは MIDI

　　　　　　コントロールチェンジメッセージ CC6 で制御できます。

MIDCUT ： ノブを回して約 400hz を中心としたミッドカットのかかりを設定します。

PRESENCE - DEEP ： ノブを回してパワーアンプのプレゼンスとディープを設定します。

　注 ： PRESENCE、 DEEP パラメーターは CABSIM にも影響を及ぼします。



FX

エフェクトの選択

　VHX の持つ特徴的な機能の 1 つに統合 DSP があります。 PREAMP と POWERAMP の間に配置され、 最

大 7 つのプログラム可能なエフェクトを使用することができます。

　各スロットには、 PREAMP の前に固定されている "L" と表示されている PRE LOOP を除いて 1 から 6 まで

の番号がついています。

PRE LOOP ： ノブを押してオン / オフを切り替えます。

エフェクターをスロットに割り当てる ： 各番号に対応するノブを回して使用するエフェクターを切り替えます。

エフェクターパラメーターの編集 ： エフェクタースロットの番号に対応したノブを押してエフェクト編集画面に

　入って行います。

エフェクターをバイパスする ： 対応するノブを長押しして切り替えます。

MOVE ： ノブを押してスロット間でエフェクトの配置を移動するために MOVE モードを有効にします。 点滅して

　いるインジケーターをノブを回して配置を変更したいエフェクトスロットへ移動させます。 ノブを押してスロット

　を選択するとインジケーターの点滅が止まります。 その状態でノブを回して選択した FX を新しいスロットに

　移動し配置したいスロットでノブを押して移動を確定させるとインジケーターの表示が消えて移動が

　完了します。

CLEAR ALL ： ノブを長押しで全てのエフェクターをクリアします。

信号の流れはシリアルで下記の通りです。

PRE LOOP → PREAMP → FX1 → FX2 → FX3 → FX4 → FX5 → FX6 → CAB SIM ⇄ POWER AMP



FX

エフェクトの編集

　FX エディット画面では、 対応したノブを回すことによって選択したパラメーターを設定できます。 BACK のツ

マミを押すとエフェクターの選択画面へ戻ります。EFFECT NAME のノブを押して TOGGLE BYPASS にします。

一部のパラメーター （DELAY TIME など） には FINE モード （パラメーターの刻みが１ずつ） と COARSE モー

ド （パラメーターの刻みが大きくなります） があります。 対応するパラメーターのノブを押して 2 つのモードを

切り替えます。

FX リスト

エフェクトのリストと各エフェクトのパラメーター

LOOP A/B ：

　Mix ： シリアル信号の量を設定できます。 Mix 0 で 100% パラレル、 Mix1.0 で 100% シリアル

　Send Level ： センドレベルを設定します。

　Return Level ： リターンレベルを設定します。

NOISE GATE ：

　THRESHOLD ： ゲートがオープン / クローズするレベルを設定します。

　ATTACK ： 入力レベルがスレッショルドレベルを超えた際の立ち上がりのスピードを設定します。

　　　　　　（0 が早く、 1.0 が遅い）。

　RELEASE ： 入力レベルがスレッショルドレベルを下回ってから無音になるまでのスピードを設定します。

　　　　　　　　（0 が早く、 1.0 が遅い）。

　DECAY ： 入力レベルがスレッショルドレベル以下になったときの音の減衰時間を設定します

COMPRESSOR ：

　SUSTAIN ： コンプレッサーのかかり具合を設定します。

　ATTACK ： コンプレッサーのかかる早さを設定します （0 が早く、 1.0 が遅い）。

　RELEASE ： コンプレッサーのかかっている長さを設定します （0 が早く、 1.0 が遅い）。

　BLEND ： ドライ音とウェット音のミックスレベルを設定します。 1.0 で 100% ウェット音です。

　LEVEL ： エフェクトのアウトプットレベルを設定します。



FX

PITCH SHIFT

　QUAD/POLY/PEDAL のモードから選択

　QUAD 時のコントロール

　PITCH A/B/C/D ： 音程をセントで設定します （ノブを押すとコントロールを 1cents と 100cent　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　で切り替えます）

　PITCH MIX ： PITCH A/B と PITCH C/D のミックスレベルを設定します （0.0 は PITCH A/B のみ、 1.0

　　　　　　　　　は PUTCH C/D のみになります）。

　LEVEL ： ピッチ全体のレベルを設定します。

　-POLY MODE 時のコントロール ：

　PITCH ： 音程を半音で設定します。

　MIX ： ドライ音とウェット音のミックスレベルを設定します。

　-PEDAL 時コントロール

　RANGE ： ピッチシフターのレンジを +2 OCT / +1 OCT / +5 TH / +4 TH / +2 ND / -2ND / -4TH 

　/ -5TH / -1 OCT / -2 OCT から選択します。

　PEDAL ： エクスプレッションペダル （#CC69） の値が反映されます。

DELAY

　TIME ： ディレイのタイムを設定します （ノブを押すとコントロールが 1ms / 50ms で切り替わります）

　FEEDBACK ： フィードバックの回数を設定します。

　SPEED ： ディレイ音のモジュレーションの揺れのスピードを設定します。

　DEPTH ： ディレイ音のモジュレーションの深さを設定します。

　DAMPING ： フィードバックの減衰を設定します （アナログディレイのようなサウンドになります）。

　LEVEL ： ディレイのレベルを設定します。

　TAP ： ノブまたは MIDI コントローラー （#CC3） を押してタップテンポを設定します。

CHORUS

　SPEED ： コーラスの揺れのスピードを設定します。

　DEPTH ： コーラスの深さを設定します。

　FEEDBACK ： コーラスの効果の度合いを設定します。

　TONE ： コーラスのトーンを設定します （ヴィンテージコーラスをシュミレートしています）。

　LEVEL ： コーラスのレベルを設定します。

FLANGER

　SPEED ： フランジャーのスピードを設定します。

　DEPTH ： フランジャーの深さを設定します。

　FEEDBACK ： フランジャーの効果の度合いを設定します。

　LEVEL ： フランジャーのレベルを設定します。



FX

PHASER

　SPEED ： フェイザーのスピードを設定します。

　DEPTH ： フェイザーの深さを設定します。

　FEEDBACK ： フェイザーの効果の度合いを設定します。

TREMOLO

　MODE ： トレモロの波形をサイン波、 三角波、 矩形波から設定します。

　TIME ： トレモロのタイムを設定します （ノブを押すとコントロールが 1ms / 50ms で切り替わります）

　DEPTH ： トレモロの深さを設定します。

　SLOPE ： トレモロのバリエーションを設定します。

　　　　　サイン波では 0.0 で完全なサイン波、 1.0 でよりスクエアサイン波になります。

　　　　　三角波では 0.0 で左鋸、 0.5 で完全な三角形、 1.0 で右鋸となります。

　　　　　パルス波も同じく 0.5 で 50% サイズになります。

REVERB

　ROOM ： リバーブルームのサイズをキャビネットからビックホールの間で設定します。

　DECAY ： リバーブの減衰時間を設定します。 値が大きいほど残響時間が長くなります。

　DAMPING ： リバーブ音の減衰を設定します。 リバーブのハイエンドをカットし自然な効果を生み出します。

　TONE ： リバーブ音のトーンを設定します。

EQUALIZER

　80/350/850/3.5k/6.6k ： イコライザーの帯域です。 0.5 は変化がない状態です。

　BANDWITH ： イコライザーの帯域幅を設定します。 0.0 は非常に狭く、 1.0 は非常に広いです。

　LEVEL ： イコライザーのレベルを設定します。

WAH

　RANGE ： ワウの周波数レンジを設定します。 Q の値に応じて最小設定で 100hz 〜 600hz、 最大設定で

　　　　　　　600hz 〜 2500hz になります。

　Q ： ワウフィルター Q と周波数範囲を設定します。

　MIX ： エフェクト音のミックスレベルを設定します。

　DECAY ： PEDAL の値が 0 の時にエフェクト効果が切れるまでの時間を設定します。

　　　　　　　MANUAL ではオフになりません。

　PEDAL ： エクスプレッションペダル （#CC68） の値が反映されます。



CAB SIM

　統合 DSP はエフェクトだけでなく IR ベースのキャビネットシミュレーションも提供します。 VHX 専用に特別に

開発された CAB SIM はステージでマイキングする手間をかけずにミキシングコンソールに素早く接続できま

す。 キャビネットは Diezel 412F （4x12、 フロントロード、 クローズドバック） をシミュレートしています。

　CAB SIM はキャビネットを接続して POWER AMP と併用することも、 キャビネットまたはダミーロードなしで使

用する CABLESS モードとして使用することもできます。

　HEADPHONE と XLR 出力はともに CABSIM 画面から制御することができ、 併用することができます。

　HEADPHONE と XLR 出力はお好みのキャビネットシミュレーションハードウェア / ソフトウェアで使用したり、 リ

アンプを行うために DI モードでも使用することができます。

MODE ： ノブ回して DI モード、 CAB モード、 IR LOADER モードを切り替えます。

SPEAKER ： ノブを回してスピーカーを切り替えます （V30、 G12K-100、 G12-65）

MIC ： ノブを回してマイクを選択します （SM57、 R121、 C414、 MD421）

POSITION ： ノブを回してスピーカーに対するマイクの位置を設定します。

LEVEL ： ノブを回して出力レベルを設定します。

　注 ： 出力レベルは HEADPHONES と XLR 出力両方に影響します。

HIGH SHELF ： ノブを回して高周波数帯域のレスポンスを設定します。

LOW SHELF ： ノブを回して底周波数帯域のレスポンスを設定します。



TUNER

VHX はチューナーを内蔵しています。

　プリアンプ画面にポップアップするオートマチックモードを備えており、 スタジオやレコーディングセッションな

どのシチュエーションで役にたちます。 単弦を数秒間鳴らし続けるとオンになります。

チューナーは MIDI Control Change メッセージ CC1 でオンにすることもできます。

チューナー設定はプリセット毎に設定することはできません。

440Hz ： ノブを回してチューナーの基準を設定できます。

AUTO ： ノブを回してオートマチックモードのオン / オフを切り替えます。

MODE (SLOW / FAST) ： 針のスピードを変更します。



STORE

 STORE 画面では現在のプリセット、 プリセット名、　選択しているアンプボイスのカラーを保存することができ

ます。

　現在のプリセットが以前の状態から変更されている場合、 ナビゲーションバーの STORE アイコンに赤い点が

表示されます。 プリセット名に使用できる文字数は 10 文字までです。

STORE ： ノブを押して現在のプリセットを名前とともに表示されている状態で保存します。

STORE TO "NN" ： 現在のプリセット番号と違う番号にプリセットを保存します。 ノブを回して違うプリセット番号

　を選択します。 ノブを押すと選択した番号に現在のプリセットが保存されます。

CASE ： ノブを回して大文字と小文字を切り替えます。

DELETE ： ノブを押してプリセット名の最後の文字を削除します。

SELECT ： ノブを回してキーボード上の文字を選択します。 ノブを押して文字を入力します。



SETTING

　設定画面では VHX の MIDI、 Bluetooth の設定を編集及び VHX を USB マスストレージクラスユニットとし

て PC などにマウントすることができます。 また、 インストールされている DOS （Diezel OS） バージョン情報を

確認できます。

MIDI ： ノブを回して MIDI チャンネルを選択します。 （OMNI から CH1~16 まで）

　注 ： 全ての MIDI 入力チャンネルに影響するため Columbus と BLE-MIDI （MIDI over Bluetooth Low 

Energy） にも影響します。

BLUETOOTH ： ノブを回して Bluetooth のオン / オフを切り替えます。 OFF の状態から Bluetooth

　を有効にするには ON にした後に VHX を再起動させて下さい。

COLOUR ： プリアンプ画面のアナライザーの表示をグレーまたは CHANNEL COLOR A （GREEN、 YELLOW、

　BLUE、 RED） または CHANNEL COLOR B （GREEN、 AQUA、 BLUE、 PURPLE） から選択します。

MUTE ： ミュート時の設定をグローバルミュートまたはパワーアンプミュートから選択します。

　　　　グローバルはミュート時にパワーアンプ＋ラインをミュート、 パワーアンプはパワーアンプ

　　　　のみをミュートします。

USB ： ノブを押して VHX 内部ストレージを USB マスストレージクラスユニットとして PC にマウントします。 もう

一度プッシュすると UNMOUNT されます。

　注 ： USB がマウントされている間、 VHX UI はロックされます。

OFFSET：プリセット番号を 0 からスタートするか 1 からスタートするか選択

TAILS ： ディレイまたはリバーブ使用時にプリセット切替時にエフェクトの効果を残したままにするか、 すぐに

　　　　　 オフにするか選択

RESET ： ノブ長押しするとデフォルト状態へリセットします。

　警告 ： この操作を行うと全てのプリセットが削除されますのでご注意下さい。



MIDI

　VHXはMIDI対応でMIDI IN、COLUMBUSまたはBluetooth Low Energy MIDI-BLE経由で使用できます。

サポートされている MIDI メッセージは以下のとおりです。

PROGRAM CHANGE メッセージはプリセット （0 〜 99） を選択します。

CONTROL CHANGE メッセージは以下のような VHX の様々な機能を制御できます。

CC1 ： POWER AMP ミュートのオン / オフ、

　　　 チューナー画面のオン / オフ

CC2 ： グローバルのタップテンポ

CC3 ： DELAY A のタップテンポ

CC4 ： TREMOLO のタップテンポ

CC5 ： DELAY B のタップテンポ

CC6 ： PREAMP VOLUME +3db ブーストのオン / オフ

CC7 ： MASTER VOLUME の値

CC8 ： PREAMP VOLUME の値

CC9 ： MID CUT の値

CC16 ： 全てのエフェクトとプリアンプループの切替

CC17 ： プリアンプループの切替

CC18 ： FX1 の切替

CC19 ： FX2 の切替

CC20 ： FX3 の切替

CC21 ： FX4 の切替

CC22 ： FX5 の切替

CC23 ： FX6 の切替

CC24 ： LOOP A の切替

CC25 ： LOOP B の切替

CC26 ： NOISEGATE の切替

CC27 ： COMPRESSOR の切替

CC28 ： PITCH の切替

CC29 ： DELAY の切替

CC30 ： CHORUS の切替

CC31 ： FLANGER の切替

CC32 ： PHASER の切替

CC33 ： TREMOLO の切替

CC34 ： REVERB の切替

CC36 ： WAH の切替

CC37 ： DELAY B の切替

CC38：ROTARY の切替

CC64：Delay A Level の値

CC65：Delay B Level の値

CC68：WAH の PEDAL の値

CC69：PITCH SHIFT の PEDAL の値

CC96：Proglam Change +1

CC97：Program Change -1



UPDATE / IR LOADING

　VHX はバックパネルにある USB コネクターを PC、 MAC または USB OTG に対応したスマートフォンに接続

してアップデートすることができます。 接続したら、 設定画面で MOUNT ノブを押して USB 大容量記憶装置

をマウントします。 OS には MSC デバイスとして表示され通常のディスクと同様にアクセスすることができます。

　VHX のアップデート

接続している機器のバッテリーが十分にあることを確認してから、 以下の手順に従って下さい。

１． 最新のソフトウェアは www.diezelamplification.com の support ページからダウンロードして下さい。

２． VHX の電源を入れて下さい。

３． VHX が立ち上がったら PC または MAC または USB OTG に対応したスマートフォンを接続して下さい。

４． SETTING 画面の MOUNT ノブを押してマウントします。

５． ダウンロードしたファイル 「DOS.bin」 をマウントした VHX のディスクのルートにコピーして下さい。

７． コピーが完了したら OS で VHX をアンマウントしてから MOUNT ノブを押してディスクをアンマウントして

VHX の電源を切って下さい。

８． VHX の電源を入れてアップデートが完了するのを待って下さい。 アップデート中は絶対に VHX の電源を

切らないでください。

＊障害が発生した場合、VHXはリカバリーモードに入ります。回復するには上記の手順を再度実行して下さい。

！注意！ ： 購入時の DOS よりも低いバージョンへダウングレードすることはできません。 場合によっては障害

が発生しアンプが動作しなくなることがありますのでご注意下さい。

　IR を読み込む

１．PC または MAC または USB OTG に対応したスマートフォンを VHX に接続して下さい。

２．SETTING 画面の MOUNT ノブを押してマウントします。

３．VHX 内にフォルダをフォルダ名「IR」で新規作成して、IR ファイル（44.1K to 96K）を IR フォ

ルダへコピーして下さい。登録できる IR は最大６つでコピーした順番にスロットの若い番号に登録

されます。



BACKUP

　プリセットのバックアップ

１． アップデート時と同じく PC または MAC または USB OTG に対応したスマートフォンを接続して下さい。

２． SETTING 画面の MOUNT ノブを押してマウントします。

３． マウントした VHX のディスクのルートから「VHX.db」をコピーして保存してください。 このファイルにプリセッ

トなどが保存されています。

４． コピーが完了したら OS で VHX をアンマウントしてから MOUNT ノブを押してディスクをアンマウントして下

さい。

　バックアップデータを読み込む

１． PC または MAC または USB OTG に対応したスマートフォンを接続して下さい。

２． SETTING 画面の MOUNT ノブを押してマウントします。

３． マウントした VHX のディスクのルートにバックアップした 「VHX.db」 を上書きして下さい。

　　注 ： 上書きしたファイルは元に戻すことができません。

４． コピーが完了したら OS で VHX をアンマウントしてから MOUNT ノブを押してディスクをアンマウントして

VHX の電源を切って下さい。

５． VHX の電源を入れると上書きしたプリセットなどが読み込まれます。

＊プリセット 1 つずつの管理はできません。 本体に保存されているプリセット丸ごとのバックアップとなります。



記載されている機能及び、 仕様は予告なく変更することがあります。

注意 ： このマニュアルの内容を許可なく転載することは厳禁します。
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