
14'JULY ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

定価 ￥OPEN 　

お得なギターセット、
人気シリーズ DG1K の後継です！

JAN　6922254 184364SA1-SK-NA
JAN　6922254 184357
SA1-SK-BK

JAN　6922254 184371
SA1-SK-VS

・ 基本的なセットですのでお店
でアレンジしやすい
・ お買い得なギターですがスプ
ルーストップ＆ロトマチックペグ

スペック
トップ：スプルース
バック＆サイド：バスウッド
ネック：ナトー
フィンガーボード：ローズウッド
ブリッジ：ローズウッド
糸巻：ダイキャスト　クローム (Cr)
フレット：ニッケル
サドル：NUBONE

セット内容：
キャリングバッグ、ギターストラップ、
ピック×６、チューナー　　　　　　

SAMSON ワイヤレスマイクに

SW88GT
JAN　0809164 213635　

SW88CL6
JAN　0809164 213628                　

SW88HS5
JAN　0809164 213659　

SW88LM5
JAN　0809164 213642　

新シリーズ登場！！

従来の Concert 77 はチャンネル固定式でしたが、 こちらは可変式タイプのため、 不意の混

信でも回避出来る確率が上がりました。更にご要望の多かったヘッドセット・タイプをラインナッ

プ致しました。

※周波数は任意 16 チャンネルの中からセレクトして設定頂けます。

定価 各￥22,000

ドラマーやキーボーディスト、 ダンサー等、 両手
をフリーにしたい方に最適なヘッドセットタイプ。

セット内容 ： 受信機、 送信機、 ヘッドセットマイク

ギター、 ベース等の楽器用タイプ。

セット内容 ： 受信機、 送信機、 楽器用ケーブル プレゼンテーション等に最適なラべリア （ピ
ン） マイクタイプ。

セット内容 ： 受信機、 送信機、 ラべリアマイク

スタンダードなボーカル用マイクタイプ。

セット内容 ： 受信機、 ハンドヘルド型送信機

共通スペック

　送信機電源 : 単３形アルカリ乾電池 2 本

　付属品 ： ケーブル PHONE⇔PHONE(1.5m)、 ラックマウントアダプター

HM40 管楽器用マイク単体

HM40-M \9,000

SW88HS5、 SW88GT、 SW88LM5 に別途 HM40-M （管楽器用マイク）
管楽器用としてもご利用頂けます。をお買い上げ頂ければ、

周波数可変式の



14'JULY ※掲載商品の価格はすべて税抜となっております。

独自のサウンドを追及し続けるハンドメイドエフェクトメーカー T-REX より

3 REVERB TYPES CREAMER Release! REPLAYBOX  on sale!! 
 空間系にも高い評価をもつ T-REX より新たなリバー

ブの登場です。

このコンパクトなボディになんと三つのタイプのリ

バーブを搭載しました。CREAMER REVERB の操作は

極めてシンプルに行えますが、微調整も可能な設計に

なっております。大きな響きがほしい時でも、小さい

部屋の響きを求める時でもご利用いただけます。

コンパクトなだけではない CREAMER REVERB は、ギ

ターシグナルをデジタル化しません。アナログドライ

信号とリバーブ音をミックスする構造です。そのため

ドライシグナルの変化はありません。3種類のリバー

ブはシンプルながら幅広く調整可能な 3つのコント

ロールを備えています。REVERB のつまみをかなり低

く設定すると、クラシックなサウンドや、さらにわず

かなリバーブ。さらにノブを回すとより広い空間が演

出できます。CREAMER REVERB は使いやすく実用的

なペダルに仕上がっております。

ご好評いただいております、REPLICA、REPTILE 2、

DUCK TAIL に続く新たなディレイが登場です。

 コンパクトなサイズで使い勝手の良さもさることな

がら、スイッチのセッティングによって、曲のビート

に合わせて足をタップするだけで、四分音符、三連符、

付点八分のディレイタイムを調整できる機能や、フル

ステレオ仕様など多くの機能を搭載しました。

新しいハードウエアを使用することによりスタジオ内

のようなディレイを演出するにとどまらず、最大三秒

のディレイタイムを実現しました。その音は歪むこと

なく、ストレートな音をディレイさせるというモダン

なものです。T-REX のほかのディレイとまったく同じ

ように原音は保持されますので、コンヴァーターから

の音色の変化や機械的なディレイ音は存在しません。

高品質なエフェクターを生み出し続けてきた T-REX、その

ラインナップに新たなジャンルが加わりました。

SOULMATE はオーバードライブ、ディストーション、モジュ

レーションディレイ、リバーブ、ブースター、さらに外部

エフェクトループを備えたメモリー機能のある、チューナー

付きマルチエフェクターです。また、T-REX の名器Moller, 

Mudhoney, Replica/Reptile, Roommate に基づいて設計さ

れており、それぞれの特徴が生かされた製品です。初心者

はもちろんのこと、今まで数々のペダルを試してきた方に

もご満足いただけるクオリティに仕上がりました。当社ス

タッフもNAMMで試奏し、納得のクオリティと語るほど

の高品質なものとなっております。また、電飾配置なども

スタイリッシュにしあがっており、北欧のハイセンスが光

るデザインに仕上がりました。

T-REX 本社の画像を公開！
デンマークに本社を置く
T-REX より本社の様子を
うかがうことのできる
写真が届きました。
現在も、革新を続ける T-REX
は、テクノロジーオタク、
ミュージックフリークである
Lars Dahl と Sebastian Jensen
によって 1996 年デンマークにて
創業のエフェクトメーカー。
それまでデンマーク国外には
あまり知られていませんでしたが
海外市場を求め、
2002 年フランクフルト
ミュージックメッセで
海外デビューを果たしました。
今日ではヨーロッパ、アメリカ、日本など
28 カ国に広がり躍進を続けています。
優れた音色を世界中に届けるため
アナログのウォームサウンドと
デジタルの精密さのバランスでの
テクノロジーを追求し成長し続けています 

デンマークらしさのあるおしゃれな社屋

T-REX の開発ブース。マニアックな機材が
数多く並ぶ。ここで世界中に向けて新たな
エフェクターが開発されている。

これだけのエフェクターが並ぶのはメーカー
ならではの映像。すでに販売中止となった製品
も見られる。これからの T-REX の活躍に期待！

CREAMER
True stereo delay

REPLAY BOX

SOUL MATE

Highly Tweakable Distortion VULTURE arrival! 
T-REXが新たに開発したコンパクトなサイズのディストーションが登場しました。

初期に開発されたプロトタイプのペダルを徹底的に解析、研究し、有用性の高い

２つの抵抗を発見。その素晴らしい音にタイトかつビッグなローエンドを得られ

るよう LOWBOOST と FATBOOST を装備させることで、膨大なローを出すことが

可能で、且つローエンドが濁らない理想のサウンドを生み出しました。通常のディ

ストーションでは低域を歪ませすぎると音が痩せる傾向がありますが VULTURE

は FATBOOST を備えたことにより、ストリングゲージを２ステップも太くした

ように重さとパンチのある厚みを加えます。コンパクトなサイズで使い勝手も良

いですが、なによりその音に注目です。

VULTURE

定価￥22,000

定価￥72,000

専用 BAG　アダプター付属

定価￥27,000

定価￥22,000

T-REX よりブティックエフェクターで
構成されたマルチが登場

JAN 0811059 010939

JAN 0811059 010922

JAN 0811059 010908

JAN 0811059 010915

W x H x D：115 x 50 x 60 mm 

W x H x D：60 x 50 x 115 mm 

W x H x D：60 x 50 x 115 mm 

W x H x D：445x 60 x 150 mm 
サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

2014 NAMM発表の 4つの新機種が発売決定



独自のサウンドを追及し続けるハンドメイドエフェクトメーカー T-REX より

5th をプラスした

2014 NAMM発表の新機種が発売決定

NEOCOMP KARMA BOOSTQUINT MACHINE
ついに T-REX から新作コンプが登場。T-REX 製の歴代コンプの

長所を受け継ぐNEOCOMPはハイクオリティで、ギター、ベー

ス、さらにはヴォーカルにまで使用できる万能な製品に仕上が

りました。最大 9：1のコンプレッションを実現し、サイズも

小さく納めました。さらに ATTACK と RELEASE コントロール搭

載で、より細かく音を設定できます。コンプレッションシステ

ムには伝説の Blackmer 氏が開発した VCA コンプをベースとし

て組み込みました。コンパクトでありながら、ありとあらゆる

シーンであなたの求めるコンプレッションを実現する ... それが

NEOCOMPなのです！！

T-REX より新たなブーストペダルが登場です。　KARMA 

BOOST は驚くべき多用性と豊かな響きを備え、あなたの

1ノブペダルの従来のイメージを覆すエフェクターです。

定評のある T-REX ブーストバッファをベースにしていま

す。長いシールドや、複数のペダルによってロスしてし

まった音質をベストな状態に復活させます。さらにブー

スト量を増すことにより高いレベルでの歪みにエッジが

加わり、高いレベルでの歪みがまるでその場を切り開く

かのように際立ちます。さらにギターだけでなく、ベース、

キーボードの出力を最大 16dB までブーストさせること

が可能な万能な一台です。　

ある日 T-REX より一通のメールが届きまし

た。その内容に驚くべきニュースが！あの

Aerosmith のギタリスト Brad Whitford 氏が

T-REX ユーザーとの情報！さらに、氏が

T-REX に出向きツアーでの使用機材や、新た

な商品の打ち合わせを行い、さらには T-REX

スタッフをデンマークでのツアーに同行させ

たとのことです！今回ご紹介した商品も

Brad Whitford 氏が使用する可能性がござい

ます！氏を目の前にしても自信たっぷりに商

品を説明する姿に今回の新作への自信がうか

がえます。　

空間系に高い評価をもつ T-REX が開発した斬新なオクターバーが発

売。QUINTMACHINE は 1 オクターブ上、1オクターブ下を同時に出

力できるだけでなく、なんと！ 5th（5度上）も同時に出力するこ

とが出来ます。さらに、それぞれのボリューム調整とミックスのボ

リューム調整が可能な新しい形のオクターバーです。通常のオク

ターバーのように使用することはもちろん、オルガンのようなサウ

ンドやシンセサイザー、12 弦ギターのようなサウンドもギター 1

本で出すことが出来ます！もちろん 5th のサウンドをプラスできる

ので単音でパワーコードを奏でるなど、発想次第で今までにないギ

ターサウンドを演出できるエフェクターに仕上がりました。

新作コンプ !
      ネオコンプ登場！ 

イメージを覆すブースター！
　　　　　　カルマブースト

斬新オクターバー ！
　　　クイントマシーン

Aerosmith のデンマークツアーに
　　　　　　　T-REX が同行！！ 

REPLICA ユーザー Brad Whitford 所属バンド

真剣な表情で打ち合わせる
Brad Whitford 氏

移動中の様子。T-REX スタッフ
もギター小僧なので楽しそう。

会場は大盛況だったようです。

Brad Whitford 氏を前にも
自信がうかがえる。

HIGHLY TUNABLE
OCTAVES +FIFTH

STUDIO GRADE 
COMPLESSER 

FINALLY A 
BOOST WITH T-REX BITE 

定価￥22,000
JAN 0811059 010960

W x H x D：60 x 50 x 117  mm 
サイズ

定価￥22,000
JAN 0811059 010977

W x H x D：60 x 50 x 117 mm 
サイズ

SHAFTER WAH

T-REX が送り出す「最高の次世代ワウ」が発売されます。

BOOSTノブとSLOPEノブを備え、カスタムメイドのコイルとインダクター

を備えたことでシャープなワウサウンドから叫ぶようなワウサウンドま

でを自在にコントロール！さらに、3WAY スイッチを備え、なんと 3種

類のキャラクターの違うワウを演出できます。細やかな調整が可能な

BOOST ノブと SLOPE ノブにより必ずあなたが求めるサウンドを演出しま

す。HOT SPOT スイッチにより滑らかなクラシックスタイルとアグレッシ

ブなサウンド効果を切り替え可能！ポテンショメータ搭載で動作音が静

か、ノイズレスで、反応もよいペダルです。T-REX が「我々はあなたが

SHAFTER WAHの音と実用性の虜になることを知っている。」とまでコメ

ントする自信作です！

最高の新世代ワウ！
  シャフターワウ

TRUE NEW GENERATION
 WAH

定価￥24,000
JAN 0811059 010878

W x H x D：96x 78x 264 mm 
サイズ

定価￥27,000
JAN 0811059 010946

W x H x D：60 x 50 x 117 mm 
サイズ

JAN 0811059 010892

DIVA DRIVE
T-REX より「最も音楽的な」（メーカー解説より）オーバー

ドライブが登場します。DIVADRIVE は原音をつぶすことなく

すべてのエッジを高めることに成功しました。DIVADRIVE は

どのゲイン設定においても音楽性を損なわないオーバードラ

イブサウンドを演出。さらに、右側に搭載したヴォイシング

スイッチにより、ありとあらゆるギターにマッチしたオー

バードライブサウンドを演出します。DIVA DRIVE は主張し

すぎることなく、あなたのギター、音楽性を最大限に生かす

ことのできるオーバードライブに仕上がりました。

DIVA の名前の通り歌姫のように音を奏でるオーバードライ

ブです。

最も音楽的なOD!
　　ディーバドライブ 

VERSATILE PREMIUM
OVER DRIVE 

定価￥22,000
W x H x D：70 x 50 x 117 mm 
サイズ
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