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イントロダクション

イントロダクション
この度は、Ditto Looperをお買い上げいただき、誠にありがとうご
ざいます。

Ditto Looperは、ギタリストとベーシスト向けに設計され、一切の余
計な機能を排除したルーピング専用の本格派ルーパー・ペダルです。
スイッチ一つでルーパーの基本的な機能を網羅しており、録音、アン
ドゥ／リドゥ、停止、消去といった基本的な操作を合理的にコントロー
ルできます。

このマニュアルについて

このマニュアルは、基本的な使い方と、機能の詳細な解説を両方含み
ます。まずは、マニュアルの頭から順番に読み進めることをお勧めい
たします。

このマニュアルの内容は、随時変更となることがあります。

マニュアルの最新版は、弊社ウェブサイトで入手できます。

この文書は、Ditto Looperユーザーマニュアルのバージョン 1.0です。

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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重要 - 安全のための注意事項

重要 - 安全のための注意事項
 – 注意事項をお読みください。

 – 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。

 – 全ての警告事項に従ってください。

 – 全ての指示に従ってください。

 – 本機器を水の近くで使用しないでください。

 – 清掃には、乾いた布のみを使用するようにしてください。

 – 製造者が指定した指示や手順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。

 – 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。

 – サービス作業は、必ず資格のあるサービス作業担当者が実施して
ください。サービス作業は、パワーサプライの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際に必要です。

警告
火災や感電の危険性をなくすために、本機器は、水が垂れるまたは
液体が飛散する環境では使用しないでください。花瓶など液体の入っ
たものを機器の上や近辺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。

サービスについて
サービス作業は、必ず資格のあるサービス作業担当者が実施してくだ
さい。

注意
本マニュアルに明示されていない変更・改造を行った場合、本機器を
操作する権利を失うことがあります。
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eMC / eMi

eMC / eMi
本機器は FCC規定 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、住居環境での設置に生じうる有害な電波干渉か
らの保護を目的として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
て設置または使用しなかった場合、無線通信を妨げる干渉が生じる可
能性があります。ただし、特定の設置条件下において干渉が発生しな
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を妨げる
干渉を引き起こしているか否かを確認するには、機器の電源を立ち下
げてから再度立ち上げます。干渉を引き起こすことが判明した場合は、
以下のいずれかの方法で干渉を補正するようにしてください。

 – 受信アンテナの向きまたは設置場所を変える

 – 機器と受信機の距離を遠ざける

 – 機器を受信機とは異なる系統の電源回路内にあるコンセントに接
続する

 – 販売店またはラジオ／テレビの専門技術者に問い合わせる

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 Class Bデジタル機器は、カナダ ICES-003に準拠しています。
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開梱とセットアップ

設定
次の記号が記された 9VパワーサプライをDitto Looperの電源入力
ソケットに接続します。

Ditto Looperにパワーサプライは付属いたしません。

 – パワーサプライの電源ケーブルをコンセントに挿します。

 Ditto Looperにバッテリーホルダーはなく、USBバスパワーによ
る電源供給も行えません。Ditto Looperを使用するには、エフェ
クター用のパワーサプライが別途必要です。

 – 使用楽器の出力からDitto Looper本体右側の INPUTジャックに
楽器用ケーブルを接続します。

 – Ditto Looper本体左側のOUTPUTジャックからアンプに楽器用
ケーブルを接続します。

以上で準備は完了です。

開梱とセットアップ
開梱
まずは、次の付属品をご確認ください。

 – Ditto Looper本体

 – Ditto Looperクイックガイド

 – ゴム足× 2

 – TCエレクトロニック・ステッカー× 1

 – TCギターエフェクト製品リーフレット× 1

運送中の損傷がないことをご確認ください。損傷が確認された場合
には、配送業者と販売店にご連絡ください。

製品がお手元に届いた際の梱包材は、破損の証明として必要となるこ
とがありますので、お手元に残しておいてください。
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基本操作早見表

仕様

最大ループ長 5分

上限オーバーダブ回数 無限

バイパスモード トゥルーバイパス

レイテンシー なし（アナログドライスルー）

寸法（幅×奥行き×高さ） 48 x 48 x 93 mm 

入力コネクター 標準 1/4"ジャック（モノ／ TS）

出力コネクター 標準 1/4"ジャック（モノ／ TS）

電源入力 標準 9V DC、センターマイナス
（別売）

USBコネクター Mini-B USB

コントロール ループレベル・ノブ（ループ再生
ボリューム）

スイッチ（ループ操作）

基本操作早見表

電源オン パワーサプライを接続します

録音 フットスイッチを 1回タップします

再生に切り替える 再度フットスイッチを 1回タップします

直近の録音をアンドゥ／リ
ドゥ

フットスイッチをホールド（長押し）
します

停止 フットスイッチをダブルタップします

停止 &ループ消去 フットスイッチをダブルタップ &ホー
ルドします

再生再開 フットスイッチをタップします

ループの消去 フットスイッチをホールドします（ルー
プ再生の停止時）
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インプット／アウトプット／コントロール

 　
2 – iNpUt - 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
の出力からこのインプットに標準¼"モノラル・ケーブルを接続します。
他のセットアップは、後述「セットアップ例」セクションをご参照ください。

3 – oUtpUt - 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。こ
のアウトプットからアンプに標準¼"モノラル・ケーブルを接続します。
他のセットアップは、後述「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
ペダルのループ操作（録音／再生／アンドゥ／リドゥ／デリート）を行
うためのフットスイッチです。詳細は、後述「Working With Loops」
セクションをご参照ください。

5 – Loop LeVeL - ループ・レベル・ノブ
ループのレベルを調整するためのノブです。

6 – USBコネクター
Mini-BタイプのUSBソケットです。コンピューターからソフトウェア・アッ
プデートを行うのに使用します。

インプット／アウトプット／コントロール

2

4

6 1

3

5

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、Ditto Looperのパワー・インレ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パワーサプライが必要
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。
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ループ操作：録音／オーバダビング／アンドゥ&リドゥ

 – 次のテイクを録音（オーバーダビング）するには、元のループの
再生中にフットスイッチを踏みます。LEDの表示色が赤に変わり、
録音モードに入ったことを示します。

 – オーバーダビングが完了したら、フットスイッチを踏み、録音モー
ドを終了します。

この状態では、元のループにオーバーダビングした音が重なった状態
でループが繰り返し再生されます。

オーバーダビングを行っている間、ループの長さが変わることはありま
せん。演奏を続けると、複数回オーバーダビングが繰り返されます。オー
バーダビングの回数に制限はなく、好きなだけ回数を重ねていくこと
ができます。

アンドゥ（最後に録音したテイクの消去）
 – 最後に録音したテイクを消去するには、フットスイッチを 1.5秒以
上ホールドします（踏み続けます）。

 LEDが 2回点滅し、最後に録音したテイクが消去されます。

リドゥ（消去したテイクの復活）
 – テイクを消去した後で気が変わったら、そのテイクを復活させるこ
とができます。フットスイッチを 1.5秒以上ホールドします（踏み続
けます）。

 LEDが 2回点滅し、消去したテイクが復活します。

ループ操作
ループの作成（録音）
 – 録音を開始するには、フットスイッチを一回踏みます。

 LEDが赤く点灯し、Ditto Looperが録音モードの状態にあること
を示します。

 – ループの終点を指定するには、終点のタイミングで再度フットスイッ
チを踏みます（例：8小節の終わり）。

 LEDが緑に点灯し、Ditto Looperはループを繰り返し再生します。
ループの開始点に戻る度に、LEDが点滅します。

 ループ長の上限は 5分です。

ループ再生ボリュームの設定
 – LOOP LEVEL（ループ・レベル）ノブでループの再生ボリューム
を調整します。

 このノブはループ再生のレベルのみを調節します。楽器からの信
号には影響を与えません。

オーバーダビング
納得のいくループが録音できたら、元のループに音を重ねていくこと
ができます。これを「オーバーダビング」といいます。
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アンドゥ／リドゥの活用法
アンドゥ／リドゥ機能は間違いの訂正のみならず、クリエイティブなツー
ルとしても使えます。オーバーダビングの「前」「後」を 2つのセクショ
ンとして扱い、それぞれを交互に切り替えることができます。簡単な例
を紹介しましょう。

 – （ループサイクル 1）ベースラインを録音します。

 – （ループサイクル 2）コードを録音します。

 – （ループサイクル 3）メロディを録音します。

 – フットスイッチをホールドしてメロディなしの状態に戻します。簡単
なソロやアドリブを演奏します。

 – 演奏が終わったら、フットスイッチを再度ホールドして、先ほどの
メロディを「復活」させます。

フットスイッチ操作によるアンドゥ／リドゥは再生時にのみ行えます。
ループ再生が停止した状態でフットスイッチをホールドすると、ループ
が消去されてしまいますので、ご注意ください。

ループ再生／録音の停止
 – ループの再生または録音を停止するには、フットスイッチをダブル
タップします（高速に二回踏みます）。

 LEDが緑に点滅し、メモリー内に再生可能なループが保存されて
いることを示します。

ループ再生／録音の停止とループの消去
 – ループの再生または録音を停止して全ての録音を消去するには、
フットスイッチをダブルタップして（高速に二回踏み）、二回目をホー
ルド（踏んだまま）にします。

 LEDが消え、ループが消去されたことを示します。この状態から、
新しいループを録音することができます。

ループ再生／録音を行っていない状態でのループの消去
 – 全ての録音を消去するには、フットスイッチをダブルタップして（高
速に二回踏み）、二回目をホールド（踏んだまま）にします。

 LEDが消え、ループが消去されたことを示します。この状態から、
新しいループを録音することができます。

 ループを消去すると、Ditto Looperはトゥルーバイパス・モード
に入ります。

現行ループの保存
ループがメモリ内に記録されている状態で電源をオフにしても、ループ
は失われません。次回電源をオンにした際に LEDが緑に点滅し、前
回電源オフ時に記録されていたループが再生可能な状態になることを
示します。フットスイッチを踏むと、ループが再生されます。新しいルー
プを一から作りたい場合には、前セクションの手順に従って事前にルー
プを消去してください。

ループ操作：アンドゥ&リドゥ／停止／消去
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セットアップ例

アンプ・インプット

セットアップ例 1:エフェクトなしの基本的なルーピング

アンプ・インプット ドライブ・
ペダル

モジュレーション・
ペダル

セットアップ例 2: Ditto Looperとエフェクトの併用
他のエフェクトはDitto Looperの前に接続することをお勧めいたしま
す。そうすることで、違うサウンドを重ねて行くことが可能になります。

アンプ・インプット

ループ・センド

ループ・リターン

ドライブ・
ペダル

モジュレーション・
ペダル

セットアップ例 3: エフェクト・ループ内での使用
エフェクト・ループ付きのアンプを使用する場合は、モジュレーション・
エフェクトとDitto Looperをループ内で使用できます。

サウンド・オブ・サイレンス：
トゥルーバイパス&アナログ・ドライ・スルー
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。Ditto Looper
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。Ditto Looperはドライ音をデジタルに変換することなく出
力するので、原音をレイテンシーなくピュアな状態に保ちます。

セットアップ例
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FAQ

どの順番でDitto Looperを接続すればいいですか？
複数のエフェクトを使用している場合、Ditto Looperは最後に接続
することをお勧めいたします。こうすることで、ループを構築する際に
エフェクトあり／なし両方のサウンドを混ぜることができます。詳細は、
「セットアップ例」セクションをご参照ください。

オーバーダビングは何回重ねられますか？
Ditto Looperが音を上げるよりも前に、演奏する手指が悲鳴を上げ
るでしょう。オーバーダビングの回数に制限はありません。

toneprintには対応していますか？
いいえ。TonePrineは、トップギタリストのサウンドをそのままペダルに
「移植」することを目的としています。演奏内容を録音して反復する、
というルーパーの性質上、Ditto Looperには移植すべき音色がそも
そも存在しません。

リズムパターンを再生させるにはどうすればよいのでしょう？
メトロノーム、ドラムマシーン、クオンタイズといった類いの機能は、
あえて一切搭載していません。

途中でミスをしてしまった際にパートをアンドゥするにはどうすれ
ばよいでしょう？
ループの再生中に、フットスイッチをホールド（踏んだままに）します。
最後に録音したパートがアンドゥされます。

アンドゥしたとたんに気が変わりました。アンドゥした内容を復活
させることはできますか？
ループの再生中に、フットスイッチをホールド（踏んだままに）します。
最後にアンドゥしたパートが復活します。

ループタイムはどれくらいですか？
最大 5分です。

LeDが点滅しています。
ループの始点を通過する度に LEDが点滅します。

ループが録音されている状態でDitto Looperをバイパスすると、
LEDが点滅します。これは、メモリー内にループが記録されているこ
とを示します。

FAQ


