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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. 本装置を水気の近くで使用しないでください。
 6. 本装置の手入れは、乾いた布のみを使用してくだ

さい。
 7. 換気に必要となる本装置の開口部は塞がないでく

ださい。本体の設置は、製造者の指示に従ってく
ださい。

 8. ラジエーター、ヒート・レジスター、ストーブ、
アンプリファイア等、またそれに限定されないあ
らゆる熱を発する機器の近くに設置しないでくだ
さい。

 9. 極性プラグ、あるいはグラウンド・プラグの安全
機構に手を加えないでください。極性プラグは、
二つの金属ブレードの内、片側が大きく設計され
ています。グラウンド・タイプのプラグは、二つ
の金属ブレードに加えてグラウンド用のピンがご
ざいます。これらは、安全のための機構です。付
属のプラグがコンセントの形状に合わない場合
は、旧式のコンセントの交換について最寄りの電
気技師にご相談ください。

 10. 電源ケーブルとプラグは、踏み付けられたりはさ
まれたりしないように設置してください。特に、
プラグとコンセント、そして本体と電源ケーブル
が接続される周りにはご注意ください。

 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
る際には、カートと荷物の移動による転倒や荷物
の落下による事故にご注意ください。

 13. 雷の発生する天候、または本装置を長期間使用し
ない場合は、本装置の電源ケーブルをコンセント
から抜いてください。

 14. 本装置の点検・修理は、必ず資格を持ったサービ
ス技師にご依頼ください。電源ケーブルやプラグ
が破損した、液体を本体にこぼした、本体シャー
シ内に異物が入ってしまった、雨や過度の湿度に
さらした、本体の動作異常が生じた、本体を落と
したなど、原因に関わらず本装置に破損が生じた
場合はサービスが必要です。

注意
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。

サービスについて
本体の保守点検修理は必ず有資格者の手で行なってく
ださい。

警告
火事や感電のリスクを軽減するため、 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。
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EMC / EMI

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。

– 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.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à 

la norme NMB-003 du Canada.

本書で使用する記号
 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
要となる指示が、製品に付属の文書類に記
載されていることを示します。
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このマニュアルについて
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いただくことをお勧めいたします。

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。

本 PDFマニュアルは内部及び外部ハイパーリンクを含
みます。各ページ左上のTCロゴをクリックすることで、
目次に戻ることができます。

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。

Enjoy your TC product!

TonePrint対応
この TC製品は、TonePrintに対
応しています。詳細は、右のアイ
コンをクリックするか、次の URL

をご参照ください。

http://www.tcelectronic.com/

toneprint/

TCエレクトロニックの TonePrint Editorをダウンロー
ドすることで、エフェクトを自分で作成することがで
きるようになります。

TonePrint Editorは次の URLからダウンロードできま
す。

http://www.tcelectronic.com/toneprint-editor/

http://www.tcelectronic.com/toneprint
http://www.tcelectronic.com/toneprint
http://www.tcelectronic.com/toneprint-editor
http://www.tcelectronic.com/toneprint-editor/support/
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イントロダクション
空間系エフェクトの代名詞とも言えるリバーブ。サウ
ンド面での「空間」だけではなく、足下のエフェクトボー
ドの「空間」にも目を向けたら、ウルトラ・コンパク
トなリバーブ・ペダルができあがりました。

Hall Of Fame Miniは TonePrintに対応し、サウンド面
での可能性はまさに無限大といえます。

– 工場出荷時にされているホール・リバーブを、往年
のサーフ・ロック風のスプリング・リバーブや '80

年代の派手なゲート・リバーブ等の、様々なキャラ
クターのリバーブに差し替えることが可能です。

– 世界中のトッププレイヤーやギターテクニシャンに
よるカスタム TCエフェクトを移植できます。

– TonePrint Editorを使用することで、内部パラメー
ターを極めて高い自由度で調整し、自分のオリジナ
ル TonePrintを作成＆保存することが可能です。

Hall Of Fame Miniは、手のひらサイズの小型なボ
ディーで、プロフェッショナル・クオリティのリバー
ブを実現します。

リバーブの巨人
TCリバーブは長年に渡って世界中のミュージシャン
やエンジニアに愛用され続けており、そのサウンドは
無数のアルバムで聴くことができます。Hall of Fame 

Miniリバーブ・ペダルでは、インターネット接続され
た PCで TonePrint Editorソフトウェアを使うことによ
り、TonePrintライブラリーからお好きなリバーブ・サ
ウンドを選べます。

Hall Of Fame Miniは、リバーブの魅力を余すことなく
体験できるよう、兄貴分である Hall of Fame（そして
Trinityと Arena）用に作成された全ての TonePrintを使
用できます。Hall of Fameのデフォルト・サウンドも
使用できます。

Enjoy!

TonePrint Editorのライブラリー・ビューにおけるリバー
ブ TonePrintの一覧表示。この画面からお好きなリバー
ブを選択し、セッティングを Hall of Fame Miniに送り
ます。

! Hall of Fame Miniで TonePrint機能を使用するに
は、TonePrint Editorバージョン2.0以降が必要です。

 バージョン2.0は、Hall of Fame Miniの対応以外にも、
インターネット接続を必要とせずにリバーブ・アル
ゴリズムの選択が可能となるライブラリー機能が追
加されています。

http://www.tcelectronic.com/toneprint-editor/
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開梱とセットアップ
Ready…
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。

– Hall Of Fame Miniリバーブ・ペダル x 1

– エフェクトボードのマウント用ゴム足 x 2

– TCエレクトロニック・ステッカー x 1

– TCエレクトロニック・ギター用製品リーフレット x 1

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。

Set…
– Hall Of Fame Miniに次の仕様の 9Vパワーサプライ
を接続します。

 

 ! Hall Of Fame Miniはバッテリーボックスを搭載
していません。使用するには別途パワーサプライ
が必要です。

 ! Hall Of Fame Miniにパワーサプライは付属しま
せんので、ご注意ください。

– 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 ¼"

標準楽器用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 ¼"標準楽器用ケーブルを接
続します。

※製品に USBケーブルは付属されません。TonePrint

操作を PC/Macintoshの USB接続で行う場合、別途
USBケーブルをご用意ください。製品側の USB規
格は「Mini-B（オス）」となります。

Play!
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セットアップ例

Hall of Fame Miniをアンプ前に接続する場合

モジュレーション & 
ディレイ・ペダル

ルーパー 
ペダル

コンボ

インプット ドライブ 
ペダル

http://www.tcelectronic.com/dark-matter-distortion/
http://www.tcelectronic.com/corona-chorus/
http://www.tcelectronic.com/mojomojo-overdrive/
http://www.tcelectronic.com/flashback-delay/<200E>
http://www.tcelectronic.com/hall-of-fame-mini-reverb/
http://www.tcelectronic.com/ditto-looper/
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Hall of Fame Miniをエフェクト・ループで使用する場合

モジュレーション & 
ディレイ・ペダル

ルーパー 
ペダル

コンボ

エフェクト・ループ・センド ►

◄ エフェクト・ 
ループ・リターン

インプット ▼

ドライブ 
ペダル

http://www.tcelectronic.com/corona-chorus/
http://www.tcelectronic.com/flashback-delay/<200E>
http://www.tcelectronic.com/hall-of-fame-mini-reverb/
http://www.tcelectronic.com/dark-matter-distortion/
http://www.tcelectronic.com/mojomojo-overdrive/
http://www.tcelectronic.com/ditto-looper/
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リバーブ・エフェクトとボリューム・ペダル
リバーブとボリューム・ペダルを併用する場合、用途によって接続順が異なります。

全体のボリュームをコントロールしたい
Hall of Fame Miniの後にボリューム・ペダルを接続します。

モジュレーション & 
ディレイ・ペダル

ルーパー 
ペダル

コンボ

インプット ドライブ 
ペダル

     ▲ 
     ボリューム・ペダルをここに接続します
 

http://www.tcelectronic.com/dark-matter-distortion/
http://www.tcelectronic.com/corona-chorus/
http://www.tcelectronic.com/mojomojo-overdrive/
http://www.tcelectronic.com/flashback-delay/<200E>
http://www.tcelectronic.com/hall-of-fame-mini-reverb/
http://www.tcelectronic.com/ditto-looper/
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ボリュームを下げた時にもリバーブの減衰音が鳴り続けるようにしたい
Hall of Fame Miniの前にボリューム・ペダルを接続します。

モジュレーション & 
ディレイ・ペダル

ルーパー 
ペダル

コンボ

インプット ドライブ 
ペダル

 ▲ 
 ボリュームを下げた時にもリバーブの減衰音が鳴り続ける
 ようにするには、ボリューム・ペダルをここに接続します

http://www.tcelectronic.com/dark-matter-distortion/
http://www.tcelectronic.com/corona-chorus/
http://www.tcelectronic.com/mojomojo-overdrive/
http://www.tcelectronic.com/flashback-delay/<200E>
http://www.tcelectronic.com/hall-of-fame-mini-reverb/
http://www.tcelectronic.com/ditto-looper/
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インプット／アウトプット／ 

コントロール類

4

5

1

6

3

2

1. パワー・インプット
センターマイナスの標準 5.5／ 2.1 mm DCプラグです。
ペダルをオンにするには、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。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。ハム
ノイズ対策の観点から、パワーサプライは出力端子ご
とに系統の独立したものをご使用ください。

2. インプット
標準¼"ジャック（モノラル／ TS）のインプット・ジャッ
クです。楽器からここに¼"標準楽器用ケーブルを接続
します。他のセットアップについては、「セットアップ
例」セクションをご参照ください。

3. アウトプット
標準 ¼"ジャック（モノラル／ TS）のアウトプット・
ジャックです。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 ¼"標準楽器用
ケーブルを接続します。他のセットアップについては、
「セットアップ例」セクションをご参照ください。

4. フットスイッチ
スイッチを踏む度に、ペダルのオン／オフが交互に切
り替わります。

5. REVERB – リバーブ・ノブ： 
エフェクト・レベル・コントロール

リバーブのレベルを調節します。このノブの反応は、
使用する TonePrintの種類によって異なります。

! ダイレクト信号のレベルは常に元のレベル（ユニ
ティ・ゲイン）を保ち、リバーブ成分のレベルのみ
が変わります。

! TonePrint Editorから、このノブに別のパラメーター
を割り当てることができます。ノブへのパラメーター
の割り当ては、TonePrintの一部として保存されます。

6. USBポート
TonePrintセッティングのアップロード用の Mini-B 

USB端子です。フリーのTonePrint Editorを使って、アー
ティストやエンジニアが作成した TonePrintや、自分で
作成した TonePrintを転送できます。また、本機用のソ
フトウェア・アップデートにも、このポートを使用し
ます。



 

Hall of Fame Mini Reverb  11

TonePrint

Hall of Fame Miniペダル本体には
一つのノブしかありませんが、こ
のノブから多くのエフェクトの内
部パラメーターを変更できます。

TonePrintでは、ノブに割り当てら
れているパラメーターや設定レン

ジを「再定義」することができます。スティーブ・ス
ティーブンズ、スコット・イアン、ポール・ギルバー
トをはじめとした世界の名だたるトップギタリストに
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を無料で一般公開しており、
ユーザーは設定を簡単に製品本体にアップロードでき
ます。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セッティングの転送
TonePrintセッティングをペダルに転送する手順は次の
通りです。

スマートフォンからのビーム転送
iPhoneまたは Android用の TonePrintアプリを使って
TonePrintセッティングを転送できます。iPhone版は
App Storeから、Android版は Google Playからダウン
ロードできます。

– スマートフォンでアプリを起動し、TonePrintを選び
ます。

– TCペダルにギターまたはベースを接続します。
– TC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。

 （または、単純にアプリの画面の指示に従って操作し
てください。）

USB転送
※ 製品に USBケーブルは付属されません。TonePrint

操作を PC/Macintoshの USB接続で行う場合、別途
USBケーブルをご用意ください。製品側の USB規
格は「Mini-B（オス）」となります。

– www.tcelectronic.com/toneprintを開きます。
– 「TonePrint by product」サイドバーから、ご使用の
機種を選びます。

– 試したい TonePrintをダウンロードします。
– Mini-B→ Type Aの USBケーブルでペダルとコン
ピューターを接続します。

– TCペダルをオンにします。
– ダウンロードした TonePrintアプリケーションを開
き、画面の指示に従ってセッティングを転送します。

http://www.tcelectronic.com/toneprint
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TonePrint Editorによる TonePrintの作成
何年にもわたり、今まで無数のユーザーが TonePrintを
活用してきました。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。

TonePrint Editor

TonePrint Editorの特徴
– 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 Editorの入手方法
– TonePrint Editor は、tcelectronic.com/toneprint-

editor/からダウンロードできます。
– マ ニ ュ ア ル は tcelectronic.com/toneprint-editor/

support/からダウンロードできます。Adobe Reader

をご使用の場合、マニュアルに含まれるハイパーリ
ンクを使用できます。

! Hall of Fame Miniで TonePrint機能を使用するに
は、TonePrint Editorバージョン2.0以降が必要です。

 バージョン2.0は、Hall of Fame Miniの対応以外にも、
インターネット接続を必要とせずにリバーブ・アル
ゴリズムの選択が可能となるライブラリー機能が追
加されています。

http://www.tcelectronic.com/toneprint-editor/support/
http://www.tcelectronic.com/toneprint-editor/
http://www.tcelectronic.com/toneprint-editor/
http://www.tcelectronic.com/toneprint-editor/support/
http://www.tcelectronic.com/toneprint-editor/support/
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リバーブ・タイプ
本セクションでは、ダウンロード可能な TonePrintで使
用されているリバーブ・タイプを解説します（「TonePrint

セッティングの転送」セクション参照）。

もちろん、解説文に縛られず、TonePrint Editorを使っ
て自分だけのリバーブ・サウンドを作成できます。

Room – ルーム・リバーブ
内装された比較的小さい部屋を想定しています。多く
の反射は内装の柔らかい素材により吸収され、音の反
射と残響の持続は壁紙の張られた壁面や窓、そして一
部の家具などが主成分となります。

Hall – ホール・リバーブ
幅がありながらも、若干拡散するタイプのリバーブで
す。大きめの環境が想定されており、ソースにアコー
スティックな質感を与えます。長めのディケイ設定で
壮大なサウンドを得られますが、短めの設定では素直
でリアルなアンビエンスを作り出せます。

Spring – スプリング・リバーブ
ヴィンテージのギターアンプなどに搭載されていたス
プリング・リバーブのサウンドを再現します。

Plate – プレート・リバーブ
デジタル世代以前のリバーブ機は、反響するスプリン
グか大きな鉄板を用いてリバーブの効果を生成してい
ました。鉄板を使用した機器はプレート・リバーブと
呼ばれ、拡散的でブライトなサウンドを特徴としてい
ます。ナチュラルに溶け込む音ではなく、エフェクト
を目立たせる用途に適しています。

Church – チャーチ・リバーブ
伝統的な教会を典型とする、様々な形状の硬質な壁面
からの反射が特徴的な拡散度の高いラージ・リバーブ
です。ラージ・リバーブを探していてホールがクリー
ンすぎると感じたら、是非お試しください。

Modulated – モジュレーション・リバーブ
ドライ音はそのままに、リバーブ成分にのみモジュレー
ションを加えます。目立ち、ライブでも埋もれないリ
バーブを演出します。

Lo-Fi – ローファイ・リバーブ
ダーティなリバーブです。スムーズなスタジオ向けの
リバーブとは真逆のベクトルを向いた、主張の強いサ
ウンドです。

Tile – タイル・リバーブ
リバーブと言えばまっ先に「風呂場」を想像する人も
多いと思いますが、本物の風呂場で音を出したら、きっ
と音に幻滅することとなります。タイル・ルームは、
スモールからミディアム・サイズのタイル張りの空間、
すなわち、浴室「的な」サウンドを生成します。雑多
な反射音が特徴的ですが、あくまでも原音を尊重しま
す。決してソフトでスムーズなリバーブではなく、埋
もれないサウンドです。

Ambient – アンビエンス・リバーブ
空気感のみを加える、極めて短いリバーブです。キャ
ビネットをクローズ・マイキングしたような乾いたサ
ウンドが特徴です。

Gated – ゲート・リバーブ
80年代にレコーディングされたスネアやキックで頻繁
に聞かれるクラシックなリバーブです。リバーブのディ
ケイを意図的に短縮するために、リバーブにゲートが
施されます。普通のギター用リバーブとは一味違う、
特徴的な効果が得られます。
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バイパス・モード
TCは音に対するシンプルな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、バイパス時にトーンに影響を与えま
せん。ドライ音はデジタルに変換されることなく出力
されるので、原音をレイテンシーなくピュアな状態に
保ちます。

仕様
– デフォルト・リバーブ・タイプ： 

TCエレクトロニック・ホール・リバーブ
– バイパス・モード：トゥルー・バイパス
– アナログ・ドライ・スルー
– 寸法（幅 x奥行き x高さ）：48 x 48 x 93 mm

– インプット・コネクター：
 モノラル（TS）標準¼"ジャック
– アウトプット・コネクター：
 モノラル（TS）標準¼"ジャック
– パワー・インプット：
 標準 9V DC、センターマイナス >85 mA（別売）
– コントロール類：
 リバーブ・レベル・ノブ：エフェクト・レベル
 （TonePrint Editorで割り当てを変更可能）
 スイッチ：エフェクト・オン／オフ
– 入力インピーダンス：1 MΩ
– 出力インピーダンス：100 Ω

仕様は、予告なく変更されることがあります。

リンク
– TonePrintコンセプト： 

tcelectronic.com/toneprint/

– スマートフォン用 TonePrintアプリ： 

tcelectronic.com/toneprint-app/

– Hall of Fame／ Hall of Fame Mini用 TonePrint： 

tcelectronic.com/hall-of-fame-reverb/toneprints/

– TC TonePrint Editor：  

tcelectronic.com/toneprint-editor/

– TC TonePrint Editorマニュアル（英語版）：  

tcelectronic.com/toneprint-editor/support/

http://www.tcelectronic.com/toneprint/
http://www.tcelectronic.com/toneprint-app/
http://www.tcelectronic.com/hall-of-fame-reverb/toneprints/
http://www.tcelectronic.com/toneprint-editor/
http://www.tcelectronic.com/media/1958054/tc-electronic-toneprint-editor-manual-english.pdf
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FAQ

このペダルをチューブアンプのセンド／リターン（ラ
インレベル）に接続することはできますか？

TonePrintペダルは広いゲインレンジを持っており、楽
器レベルとライン・レベル両方に対応します。

CAE OD100等一部のアンプではエフェクト・ループ
が一種のマスターボリュームとして機能し、通常の +4 

dBuのライン・レベルよりもホットに設計されていま
す。こういった回路設計のアンプでは TonePrintペダル
のインプットでクリッピングが生じる可能性はあるも
のの、アンプとしては極めて例外的です。99%のアン
プでは問題なく TonePrintをご使用いただけます。

Hall of Fame Miniはアナログとデジタル、どちらでしょ
う？

ギターのドライ信号は、デジタル変換されることなく
アナログのまま出力されます。デジタル処理されたリ
バーブの音が、アナログのギターの信号に乗っかりま
す。

アンプ前とアンプのエフェクト・ループ、どちらにつ
なげば良いのでしょう。

アンプがエフェクト・ループを搭載していてアンプの
歪みを使用する場合は、アンプのループを使用すべき
でしょう。アンプで歪ませた信号に対してリバーブを
かけることができます（逆に、アンプ前にリバーブを
かけると、リバーブに対して歪みがかかります）。

一般的に、リバーブはシグナル・チェインのできるだ
け後に接続します。本マニュアルの「セットアップ例」
セクションもご参照ください。

ペダルのイン／アウトはバランス・ジャックですか？

いいえ。Hall of Fame Miniを含む TonePrintシリーズの
イン／アウトはアンバランス仕様です。TSジャックの
標準楽器用ケーブルをご使用ください。

Hall of Fame Miniに「Plate Shimmer」TonePrintは
ありますか？

残念ながら、標準エフェクトとしても、TonePrintとし
ても、用意されておりません。

いわゆるシマー効果は、ギターをオクターブ・アップ
した信号に対してリバーブを施すエフェクトです。Hall 

of Fame Miniにピッチ・アルゴリズムは含まれていな
いため、シマー・エフェクトは搭載しておりません。

Hall of Fame Miniに対応した TonePrint Editorのバー
ジョンを教えてください。

TonePrint Editorバージョン 2.0以降が必要です。2.0

以前のバージョンではご使用いただけません。

サポート
このマニュアルを読んだ後で本機の操作等についてご
質問がございましたら、弊社オンラインサポートまで
ご連絡ください。
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http://www.tcelectronic.com/
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