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重要- 安全のための注意事項

1. 注意事項をお読みください。
2. 注意事項の書類は手の届くところに保管しておいてください。
3. 全ての警告をお守りください。
4. 全ての指示に従ってください。
5. 本機器は水の近くで使用しないでください。
6. 掃除には、乾いた布のみを使用してください。
7. 換気口は塞がないようにしてください。
8. 製造者の指示に従って設置してください。ラジエーター、
    暖房送風口、ストーブをはじめ、熱を発生する機器（アンプを含む）
    の近くに設置しないでください。
9.有極プラグやアース付きプラグは安全性を確保するための構造です。
   無効にしないでください。有極プラグは、二本のブレードのうち、一方
   が幅広になっています。アース付きプラグは、二本のブレードと、一本
   のアース棒が付いています。幅広のブレードおよびアース棒は、
   使用者の安全を守るためのものです。製品に付属するプラグが
   コンセントの差し込み口に合わない場合は、電気工事事業者に相談
   し、古いコンセントを新しいものと交換してください。
10. 電源コードは、特に差し込み部分、延長コード、機器から出ている
      部分において、人に踏まれたりはさまれたりしないように保護して
      ください。
11. アクセサリーや装着器具は、製造者指定のもののみを
      ご使用ください。
12. カート、スタンド、三脚、ブラケット、
     テーブルは、この装置用に販売されて
     いるもの、または製造者が指定するもののみを
     使用してください。カートを使用する場合は、機器を載せて
     移動する際に、機器の落下や怪我に注意してください。
13. 雷雨の発生中または長期間使用しない場合は、プラグを
     コンセントから抜いてください。
14. 保守整備は、必ず資格を持ったサービス技師にご依頼
     ください。電源コードやプラグの損傷、機器に液体が
     かかったまたは異物が入り込んだ場合、機器が雨や湿気に
     さらされた場合、正常に動作しない場合、機器を落とした
     場合など、機器が何らかの状態で損傷した場合には保守
     整備が必要です。

本マニュアルに明示されていない本体への変更・改造
を行った場合、本機器を操作する資格を失うことがあ
ります

保守整備は、必ず資格のある作業担当者が実施してください。

注意

保守整備（サービス）

火災や感電のリスクを軽減するために、機器を雨や湿気にさらさない
でください。花瓶等液体の入ったものを機器の上に置かないでください。
閉じられた空間に設置しないでください。

Electromagnetic  compatibility / 
Electromagnetic interference
本機器はFCC規準Part  15に準ずるClass  Bデジタル機器の
制限事項に適合するための試験に合格しています。これらの制限
事項は、居住地域での設置時に生じうる有害な電波障害を規制
するために制定されたものです。本機器は無線周波エネルギーを
生成・使用しており、これを放射することがあります。指示に従った
設置と使用を行わないと、無線通信に障害を及ぼす可能性が
あります。しかしながら、特定の設置状況において電波干渉を
起こさないという保証はありません。本機器がラジオやテレビの
受信に障害を与えていないかを判断するには、本機器の電源を立ち
下げてから再度立ち上げてください。障害を及ぼすことがわかった
場合、次の方法で干渉の解消を試みることを推奨します。

警告

EMC / EMI

受信アンテナの向き、設置場所を変更する
本機器と受信機の距離を遠ざける
本機器を受信機と別の系統の電源回路に接続する
販売代理店、または経験のある無線／TVの技師に相談する

For customers in Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003.  
本Class Bデジタル機器は、カナダICES-003に準拠しています。
Cet  appareil  numérique  de  la  classe  B  est  conforme  à  
la norme NMB-003 du Canada.

三角形に括られた矢印付きの落雷マークは、接触する
と感電の恐れがある、危険な高電圧の絶縁されていな
い部品が機器内部に配置されていることを示します。

三角形に括られた「!」サインは、機器を操作またはサー
ビス作業を実施するうえで重要な指示が、製品に付属
の文書類に記載されていることを示します

本書で使用する記号
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  このマニュアルについて

  はじめに

2.1 セット内容

3.1 TonePrintとは?

3.2 TonePrintアプリを使ったTonePrintセッティングの転送

シグネチャー・サウンド

 

 

 
 

 

   TonePrint

 

このマニュアルは、製品の機能と操作方法の情報が含まれます。重要な情報を見落とす
ことのないよう、マニュアルは全体を通してお読みください。
接続を完了する前に機器を操作しないでください。まず、「2.3接続」の項で説明している
ように外部機器に接続してください。 以降のセクションでは、「2.3接続」の項を理解し、
すべての接続が行われていると仮定しています。
本マニュアルはPDF形式でのみ配布されており、TCエレクトロニックのウェブサイトから
ダウンロードできます。各ページ本マニュアルの内容は、予告なく改訂されることがあります。
マニュアルの最新版をダウンロードするには、TCエレクトロニックのウェブサイトを
ご参照ください。
tcelectronic.com/support/manuals

本製品は、TonePrintに対応しています。TonePrintについての詳細は、次のURLをご参照ください。

TCエレクトロニック　TonePrint対応ペダルは多数の内部パラメーターで構成され、本体のノブは、
内部パラメーターの設定を様々な割り当てや組み合わせで変更しています。TonePrintでは、エフェクト
アルゴリズムの内部チューニングを変更したり、ノブの機能を「再定義」することができます。

通常のノブ操作で得られる音の変化は、TCエレクトロニックの開発者・ミュージシャン・製品
スペシャリストたちが作り上げた、バランスと高品位サウンド重視の標準的なセッティングとなります。
もし、世界中のトップ・プレイヤーにこの内部チューニングを一任したらどうなるでしょう。そして、自分
でエフェクトそのものをチューニングできる自由を手に出来たら...
TonePrintは、この夢のような機能を実現します。
Steve Morse、Guthrie  Govan、John  Petrucci、Joe  Perryをはじめとした世界の名だたるトップ
プレイヤーによって作られたTonePrintの数々は、ペダルに隠された無限とも言えるポテンシャルを
掘り起こします。TCはこれらのTonePrintを一般公開しており、ユーザーは簡単に設定を製品本体に
アップロードできます（「TonePrintアプリを使ったTonePrintセッティングの転送」セクション参照）。
また、TonePrint Editorを使えば、ユーザー自らの手で自分のシグネチャー・エフェクトの作成が可能と
なります。

TonePrintセッティングをペダルに転送するには、スマホ用TonePrintアプリを使用します。ペダルの設定
変更に特殊な機材を別途用意する必要なく、TonePrintをペダルに「ビーム」転送できます。
スマートフォン用TonePrintアプリの入手方法
iPhone用
TonePrintアプリはApple社App  Storeからダウンロードできます。
Android用
TonePrintアプリはGoogle  Playからダウンロードできます。
アプリ以外の追加ダウンロードは必要なく、アプリ内課金はありません。アプリから、無償で全ての

既述の通り、スマートフォン用TonePrintアプリは著名ギタリストやベーシストによる
TonePrintの転送に使用します。TonePrint  Editorは、そのコンセプトを一歩突き進め、
ユーザー自らの手で自分のシグネチャー・エフェクトの作成を可能とします。

Windows／OS  X版TonePrint  EditorのダウンロードURLは次の通りです。
tcelectronic.com/toneprint-editor/
Apple  iPad用
TonePrint  Editorは、AppleのApp  Storeからダウンロードできます。常に最新バージョンを
ご使用いただくことをお勧めいたします。

TonePrint Editorマニュアルは次のURLからダウンロードできます。
tcelectronic.com/toneprint-editor/support/

TonePrintに直接アクセスできます。

スマートフォンのTonePrintアプリを起動します。

TonePrintセッティングの転送 - 操作手順

3.3 TonePrint EditorによるTonePrintの作成

tcelectronic.com/toneprint/

製品パッケージに次のアイテムが含まれていることをご確認ください。

搬送時の破損がないことを確認します。万一破損が確認された場合は、配送業者と発送元に
ご連絡ください。製品の外箱と梱包材は保存しておいてください。万一搬送時に破損が生じた
場合の証明として必要となることがあります。

エフェクト・ペダル本体 x 1

新しいFlashBack 2には新しい機能が多く盛り込まれています。
当社のディレイ・アルゴリズムに、感圧型エクスプレッション・コントロールのMASH技術
を導入することで、今までとは違ったディレイサウンドを表現できます。またTapeと
Analogのアルゴリズムを新たに開発し、ビンテージなエコー音色も再現できます。
さらに、Sub 'N' Upの独自のポリフォニック・オクターブ・アルゴリズムで使用した、シマ
ー・クリスタル・ディレイそして合計3つのTonePrintスロットにより、これまで以上に柔軟
性が増し、TC Electronicが誇るすべてのディレイ音が得られます。

カスタム・バージョンのTCエフェクトを一から作成可能
 全てのエフェクト・パラメーターとエフェクトの作用をコントロール可能
 ノブの機能とレンジをカスタマイズ可能設定はリアルタイムで確認可能
PC／Mac対応
無償

TonePrintを選びます。
アーティスト、または製品（ペダルの種類）別にブラウズできます。おすすめの
TonePrintも表示されます。

TonePrintペダルにギターまたはベースを接続します。

TonePrintペダルをオンにします。

楽器を1ピックアップの設定にして、ボリュームを上げます。

スマートフォンのスピーカーを使用ピックアップに向けて近づけ、「Beam to pedal」を
タッチします。

USBケーブル x 1
TCエレクトロニック・ステッカー x 1

2.2 トゥルーバイパス

2.3 接続

TCはシンプルな音に対する信念を持っています。TC製品を使用している間のサウンドは素晴らしく
あるべきで、使っていない時にはその機材の「音」は一切聞こえるべきではない、と考えます。
本ペダルはトゥルー・バイパス仕様で、ペダルのバイパス時にもトーンに影響を与えません。

ペダルに次の仕様の9Vパワーサプライを接続します。

本製品にパワーサプライは付属しませんので、ご注意ください。別売オプションの
TC  Electronic  Powerplug 9を推奨します。パワーサプライが手元にない場合には、
バッテリー駆動も可能です。電池交換の詳細については、「電池の交換」をご参照ください。
パワー・サプライをコンセントに接続します。

楽器からペダル右側のインプット・ジャックに楽器用¼“標準フォンケーブルを接続します。

ペダル左側のアウトプット・ジャックから次のエフェクターまたはアンプに楽器用¼“標準フォン
ケーブルを接続します。

ペダル左側のアウトプット・ジャックから次のエフェクターまたはアンプに楽器用¼“標準フォン
ケーブルを接続します。

製品の前後に接続する機器の数や種類、使用する全体的なケーブル長によって、
トゥルー・バイパス／バッファー・バイパスのモード切り替えを行った方が良い場合があります。
詳細は、
「6.2 トゥルー・バイパスとバッファー・バイパスの切り替え」セクションをご参照ください。

TonePrint Editorの主な特徴

TonePrint Editorの入手方法

TonePrint Editorマニュアルの入手方法

1

2

3
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ペダルの電源をオンにするには、本体のパワー・イン・ソケットにパワーサプライを
接続します。電源のコネクターは、標準的なセンターマイナスの5.5／2.1 mm DC
プラグです。100  mA以上の容量を供給できる9Vパワーサプライが別途必要です。
TC  Electronic  PowerPlug  9の使用を推奨します。ハムノイズ対策の観点から、
パワーサプライは出力がそれぞれアイソレートされているものをご使用ください。
パワーサプライが手元にない場合は、本製品をバッテリーで駆動できます。電池交換
の詳細については、「電池の交換」をご参照ください。

フットスイッチはエフェクトのオン/オフとMASHの2つの機能を持ちます。
エフェクトをオンにするには、フットスイッチをタップします。エフェクトをオフ
にするには、フットスイッチを再度タップします。

1985年、TCエレクトロニックは名機TC  2290ダイナミック・デジタル・ディレイを発表しま
した。2290は、長年に渡ってプロフェッショナルディレイの代名詞となり、今なお多くのディ
レイマニアに称賛されています。ピュアでクリーン、最上級のスタンダードなディレイです。

 

4   インプット／アウトプット／コントロール類

4.1  電源とコンピューターとの接続
電源入力端子

2290- デジタル・ディレイ

ディレイ成分が徐々に霧の彼方に消え去っていくような、ビンテージアナログBBD
ディレイの魅力を再現します。

Analog - アナログ

テープエコーのなめらかなサウンドを好きではない、という人はまずいないでしょう。
新しく改良されたアルゴリズムにより、リアルなテープエコーのディレイタイムの変更の
際に生じるピッチシフトを含むあらゆる面を忠実に再現しました。

Tape - テープ

名機TC2290の伝説的ともいえるダイナミック・ディレイ機能のレプリカです。入力信号の
強弱がディレイの出力レベルに反映されます。演奏中はディレイの出力は抑えられ、入力が
途切れると同時にディレイの出力が上がる効果が得られます。ディレイのレベルを高めに設定
している時でも、速めのリフを弾いた際のディレイの干渉を抑えることを可能とします。

DYNAMIC - ダイナミック

2290の超クリーンなサウンドを、3系統のコーラスに通したサウンドです。
U2ファンには見逃せません。
サブディビジョン（符割）セレクターの設定を変えて、色々お試しください。

MODULATED - モジュレーション付2290

フットスイッチ

1

3
4

56

7

8

9
10

1211

2

1

3

エフェクトがオンになると、LEDが点灯します。

LEDインジケーター4

TonePrintセッティングを転送するためのMini-B  USB端子です。TonePrint Editor
からアーティストTonePrintを転送、または自作のTonePrintを転送できます。詳細
は、「TonePrint」セクションをご参照ください。また、本機用のソフトウェア・アッ
プデートがリリースされた場合は、アップデート作業にこのポートを使用します。
詳細は、「ファームウェアのアップデート」セクションをご参照ください。

USBポート2

4.4  エフェクト・コントロール

4.5 ディレイタイプ

4.2  スイッチ

フットスイッチでのMASHコントロールに関しては「MASHスイッチ」セクショ
ンをご参照ください。

※ディレイ・テンポは外部のフットスイッチをステレオ入力ジャックに接続することでフットスイッチでコントロール
　可能です。詳しくは次項オーディオアウトプットをご参照ください。

インプット・ジャックは、モノラル／TSの標準¼"ジャックです。

音声ソースの信号がモノラルの場合は、「MONO」側にジャックを挿入します。

オーディオ・インプット（ステレオ）5

インプット・ジャックは、モノラル／TSの標準¼"ジャックです。

オーディオ・インプット（ステレオ）5

4.3  オーディオ・インプット＆アウトプット

音声ソースの信号がステレオの場合は、L  chシグナルを「MONO  IN」に、
R  chシグナルを「STEREO IN」に入れます。

モノラルで使用する場合は、TRSまたはTRS-TSケーブルを使って外部フットスイッチ
を「STEREO IN」に接続し、ディレイテンポをコントロールできます。
ルーパーモードで使用するときは、外部フットスイッチは「ストップ」スイッチ
として機能します。
外部フットスイッチを使用する場合はTonePrint Editorで外部タップテンポを有効に
する必要があります。これにより、MONO OUT　STEREO OUT端子がモノラルで
動作します。

音声ソースの信号がモノラルの場合は、「MONO」側にジャックを挿入します。

音声ソースの信号がステレオの場合は、L  chシグナルを「MONO  IN」に、
R  chシグナルを「STEREO IN」に入れます。

アウトプット・ジャックは、モノラル／TSの標準¼"ジャックです。

オーディオ・アウトプット（ステレオ）6

本製品の次に接続する機器がモノラル入力となる場合は、本製品の「MONO OUT」端子と
次に接続する機器のインプット端子を接続します。
本製品の次に接続する機器がステレオ入力に対応している場合は、本製品の
「MONO OUT」端子を次に接続する機器のL  chに 、「STEREO  OUT」端子をR ch
に接続します

各ノブの機能は、あくまでもデフォルトの割り当てのものです。TonePrint  Editor
から、ノブを別のパラメーターまたはパラメーターの組み合わせに割り当てるこ
とができます。詳細は、TonePrint  Editorマニュアルをご参照ください。

ディレイ・タイムを調整します。ディレイ・タイムの可変幅は 20 ms～ 7,000 ms（7 秒）
です（スラップバック（SP）を除く。スラップバックのディレイ・タイムは 20 ms～ 
300 ms）。

DELAY - ディレイタイム7

ディレイ成分の間隔を、指定したテンポに対する符割でセットします。3 ポジション
切り替え可能で、四分音符     （上）、付点八分音符    （中）、
四分音符＋付点八分音符     （下）から選択できます。

サブディヴィジョン（符割）セレクター8

ディレイ成分の出力を入力に循環させる量を調節することで、ディレイの反復回数を
コントロールします。ショートでスナップの効いたサウンドから無限に広がるサウンド
スケープまで調節できます。

FEEDBACK - フィードバック・コントロール9

MASHライトは、MASHによって制御されるエフェクトの強さを示します。 フットスイッチ
にプレッシャーをかけるとマッシュライトが明るくなり、ペダルから足を離すとぼやけて
しまいます。

MASH ライト 10

ドライとエフェクト音のミックスを調節します。かすかなアンビエンス・サウンドにも、
エフェクトにどっぷりと入り込んだサウンドにも設定できます。

このノブでディレイまたはTonePrintのタイプを選択します。
各タイプについては、次のセクション（4.5）をご参照ください。

LEVEL-レベル・コントロール11

ディレイ・タイプ・セレクター12
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Crystalsは、エコーを1ループごとにで1オクターブ上にピッチシフトさせます。
個性的で異世界的なサウンドを作り出します。MASH機能と同時に使用すると
より一層個性的な効果を得られます。

CRYSTALS- クリスタルズ

パートを録音、テープをひっくり返して、再生。ジミ ヘンドリックスを筆頭に、昔から
数多くの名ギタリストたちがそうして逆再生サウンドを作り上げてきました。古くさい
ギミックだと思われたとしても、リバース効果が今なお「実験的」なサウンドの代表格の
一つであることに疑いの余地はありません

REVERSE- リバース

グルーブやラインの録音・再生を行って、その上に演奏を重ねることを可能とします。
録音したループは、オーバーダブを行うことで無限に音を重ねていくことができます。
詳しくは「5.3　ルーパー機能について」をご参照ください。

LOOPER- ルーパーモード

3つのTonePrint設定のいずれかを選択してデフォルト設定、もしくはご自身の
プリセットにアクセスできます。 TonePrintの詳細については、第3章をご参照ください。

本製品は、状況に応じていくつかの接続順で使用できます。正しい使用法と間違った
使用法などはありませんが、ここでは最も一般的接続例を示します。

アンプのインプットに入力するときは、通常、他のペダルの最後に接続するのを
おすすめします。
Flashback 2の前にステレオエフェクトを使用する場合はステレオで入力し、
二台のアンプにそれぞれ接続してステレオ効果をお楽しみください。

例1：アンプのインプットに入力する場合

MASH機能は、フットスイッチを押し込む圧力でお好みのパラメータを制御すること
ができる非常にエキサイティングで革新的な機能です。さらに、ユーザー定義のTone
Printsを使用することで、無限の創造性を発揮します。

Flashback 2のループ機能は、グルーブやラインの録音・再生を行って、その上に演奏を
重ねることを可能とします。録音したループは、オーバーダブを行うことで無限に音
を重ねていくことができます。ループ長の上限は、オーバーダブの回数に関わらず、
40秒（モノラル)または20秒（ステレオ）です。
ループモードでは、DELAYおよびFEEDBACKノブは無効になります。

ハードウェア的にバイパスを行い、ペダルをバイパスした際に信号に一切影響を与え
ません。本ペダルの工場出荷時には、この設定になっています。少数のペダルを使用
していて、ペダルの前後の配線も短距離の場合に適しています。

以下のような場合はシグナルパス上の最初と最後のペダルのバッファーを有効に
することで最善のパフォーマンスが得られます。

トゥルー・バイパスとバッファード・バイパスの違いが聞き分けられるかというのは、
数え切れない要素が絡みます。
アクティブとパッシブ・ピックアップ、シングル・コイルとハムバッカー、ケーブルの
クオリティー、アンプのインピーダンス等、セットアップ全体の多くの要素が様々な
形で相互に影響を与え合うため、一律な答えは存在せず、状況によって聞き分けられる
場合もそうでない場合も存在します。一番頼りになるのは自分の耳となりますので、
ご使用のセットアップに適した設定を探し当ててください。

ギターから一つ目のペダルまでに長いケーブルを使用する

1   LOOPを選びます。
2 ペダルがバイパス・モード（LEDオフ）になっていることを確認します。楽曲の
　グルーブを把握して、録音に備えます。スイッチを踏むと録音が開始されます。
　LEDが赤く点滅します。
3 再度スイッチを踏むと録音は終了し、瞬時に再生に切り替わります。再生時には
　LEDの色がグリーンに変わります。
4 録音にオーバーダブを重ねるには、再度スイッチを踏みます。グリーンのLEDが点滅
　します。
5 全てのレコーディング内容を消去するには、スイッチをダブルクリックします。

-留意点- 
初回の録音時にループの長さが決まります（1）。
オーバーダブが初回のループ長を超える（2）と、自動的に3週目の録音が開始されます。
この動作は、ループを扱うにあたってナチュラルな動作ロジックと音楽的な操作感を両
立させています。

ループの操作方法

フットスイッチを少し押し込み続けることで、MASH機能が作動し、MASH LED
がわずかに点灯します。 更にスイッチを強く押し込むと、この機能に割り当てられた
パラメータが増加し、より明るくLEDが点灯します。
フットスイッチを離すとMASH機能が終了し、LEDが消灯します。
MASH機能はオフになりますが、ペダルは引き続きONの状態のままです。

MASH機能が最大レベルに達するのに必要な圧力はわずか10kgです。
指で押し込むだけでも最大レベルに到達できます。ペダルを強く踏み込む必要はありま
せん。少しの練習でこの機能はワウやボリュームペダルのような使い慣れた表現力
豊かなものになります。

TonePrintエディタソフトウェアを使用して、独自のパラメータをMASHに割り当てる
ことができます。あなたオリジナルのカスタムプリセットを保存することで、これまで
に体験したことのないエフェクトを体験できます。

Flashback 2は非常に広いゲイン幅を持ち、FXループにも手軽に使用できます。
アンプのセンド・ジャックをフラッシュバック2入力に接続し、出力をアンプの
リターン・ジャックに接続してください。

例2：アンプのFX LOOPに接続する場合

トゥルーバイパスについて

バッファードバイパスについて

TONEPRINT 1 2 3- トーンプリント

4.5 ディレイタイプ

5.1 接続順

5.2 MASH スイッチ

5.4 ルーパーモード

6.1トゥルー・バイパスとバッファード・バイパス

5  各種操作方法

6  バイパス・モードGuitar
Flashback 2 Chorus

(mono or stereo)
Drive pedal

Input

Input

(Optional amp
for stereo operation)

Combo Amp

Guitar

Combo Amp

Flashback 2 FX SendFX Return

Input

多くのペダルを使用する
エフェクトボードからアンプまでに長いケーブルを使用する
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ケーブル類を外し、本体を裏返します。バックプレートのネジを外すと、左上の角に小さい
DIPスイッチが2つ見えます。上のDIPスイッチ（DC  9Vコネクターに近い方）は、
トゥルー・バイパス（デフォルト設定）とバッファー・バイパスの切替スイッチです。
DIPスイッチのポジションを変えることで、バイパス・モードが切り替わります。
バックプレートを戻します。なお本製品のバックプレートを外すには「T10トルクスレンチ」
が別途必要となります。

キルドライはペダルのアウトプットから原音を取り除きます。この設定は、通常ペダルを
パラレル・エフェクト・ループで使用する際に選択します。キルドライの設定手順は次の
通りです。

TCは、製品のファームウェア・アップデートを公開することがあります。
TCペダル製品のファームウェアをアップデートするには、Windowsまたは
OS  Xを搭載したUSB対応パソコンと、ペダル用のDCパワーサプライが必要です。

ファームウェア・アップデート用のファイルは、TCウェブサイトの該当製品
ページの「サポート」セクションからアクセスできます。

ケーブル類を外し、本体を裏返します。バックプレートのネジを外すと、左上の角に
小さいDIPスイッチが2つ見えます。

6.2 バイパスモードの切り替え

6.3 キルドライ・オン／オフ

7.1 ファームウエアアップデート

ファームウェア・アップデートの準備

ファームウェア・アップデートの適用

留意点

サポート

TCエレクトロニック

仕様は予告なく変更されることがあります。

7.2 電池の交換

下のDIPスイッチ（DC 9Vコネクターから遠い方）が、キルドライのオン／オフ切替
スイッチです。

キルドライを使えるのはバッファー・バイパスを選択している場合のみです。
（「バイパス・モード（トゥルー・バイパス／バッファー・バイパス）」参照）

DC 9V INPUT

DC 9V INPUT

DC 9V INPUT

DC 9V INPUT

トゥルーバイパス

バッファードバイパス

キルドライ　off

キルドライ　on

7   メンテナンス

8   リンク

9   仕様

コンピューター側で、起動しているDAW等全てのMIDI関連アプリケーションを終了
してから、ダウンロードしたペダルのファームウェア・アップデーターを起動します。

ペダル裏側のネジを外して、バックプレートを外します。

電池を加熱／分解したり、火や水に投入することは絶対にしないでください。

TC Electronicサポート

https://www.tcelectronic.com/Categories/c/Tcelectronic/Downloads

TC Electronic ‒ 製品ソフトウェア
https://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-software

https://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/support

ウェブ
https://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/home

Facebook:
https://www.facebook.com/tcelectronic

Google Plus:
https://plus.google.com/+tcelectronic

Twitter:
https://twitter.com/tcelectronic

YouTube:
https://www.youtube.com/user/tcelectronic

TC Electronic ‒ 製品マニュアル

http://forum.tcelectronic.com/
TC Electronic -ユーザー・フォーラム

充電用以外の電池は充電しないでください。

長期間ペダルを使用しない場合は電池を外してください。

電池を廃棄する際は、法規や条例に従ってください。

古い電池を外してから、新しい電池を正しい極性で装着します。

バックプレートを戻します。

STEP  1のヘッダの下に表示されるドロップダウン・リストから、アップデートする
TCペダルを選択します。

STEP  2の下に表示される「Update」ボタンが緑に表示されたら、クリックします。

ファームウェア・アップデートがTCペダルに転送されます。プログレスバーが
100%に到達するのを待ちます。アップデート作業が完了したら、ペダルは自動的
に再起動します。

電池交換の手順は次の通りです。

ペダルから、パワーサプライを含む全てのケーブルを外します。

ペダルとコンピューターをUSB接続します。

TCペダル製品の一番左のフットスイッチをホールド（長押し）します。
フットスイッチを長押ししたまま、電源ケーブルを接続します。

ペダルのペダルの一番左側のLEDが緑に点灯するはずです。これは、ペダルが
ソフトウェア・アップデートを受け付ける準備ができていることを示します。

フットスイッチを離します。

これで、TCペダルがアップデート可能な状態になります。

Windows版はzipアーカイブ形式で供給されます。

OS  X版は、ファームウェア・インストーラーを含むディスクイメージ
ファイル形式で供給されます。

バイパスモード トゥルー・バイパス（バッファー・バイパス選択可)

標準¼"ジャック‒ モノラル／TS x 2

標準¼"ジャック‒ モノラル／TS x 2

1 MΩ

100Ω

標準9 V（別売）

Mini USBコネクター（カスタムTonePrintのエディット／
アップロード、及びソフトウェア・アップデート用）

93 x 48 x 48 mm (3.7 x 1.9 x 1.9")

標準9 V DC、センターマイナス、>100 mA
（パワーサプライ別売）

入力コネクター

出力コネクター

入力インピーダンス

出力インピーダンス

電源

バッテリー・オプション

USBポート

寸法（幅 x 奥行き x 高さ）

トゥルー・バイパス時にキルドライは使用できません。
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FEDERAL COMMUNICATIONS 
COMMISSION COMPLIANCE 
INFORMATION

Responsible Party Name: Music Group Services NV Inc.

Address: 5270 Procyon Street
Las Vegas, NV 89118
USA

Phone Number: +1 702 800 8290

FLASHBACK 2 DELAY

EMC/EMI This equipment has been tested and found to comply with the limits 

for a Class B Digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits 

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in 

residential installations. 

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, 

if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 

interference to radio communications. However, there is no guarantee that 

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 

harmful interference to radio or television reception, which can be determined 

by turning the equipment off  and on, the user is encouraged to try to correct the 

interference by one or more of the following measures: 

• • Reorient or relocate the receiving antenna.

• • Increase the separation between the equipment and receiver.

• • Connect the equipment into an outlet on a circuit diff erent from that to which the 

receiver is connected.

• • Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

For customers in Canada This Class B digital apparatus complies with 

Canadian CAN ICES-3B.

FLASHBACK 2 DELAY
 

TC ELECTRONIC
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