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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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2  はじめに

1  このマニュアルについて
こ

WireTap Riff Recorder（ワイヤータップ・リフ・レコーダー）は、
ひらめいたアイディアを瞬時にレコーディングできる、ソングライター・ツールです。
無償WireTapアプリとのスマートな連携により、インスピレーションを無駄に
することなく、あなたの曲作りを強力にサポートします。

「後でゆっくり練ってみよう」と思った最高にクールなリフがどうしても
思い出せない・・・。そのような経験は誰しもあることでしょう。
アイディアをノートやボイスレコーディング・アプリに残す作業は、
意外と手間だったりします。WireTapはボタン一つですぐさま録音を開始できる
シンプルさを実現し、アイディアを忘れる間もなく、キャプチャーできる
手軽さを提供します。

シンプルさを極めたペダル型リフレコーダー - ひらめいたアイディアを
瞬時にレコーディング

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

無償WireTapアプリ - Bluetooth同期によるスマートなファイル・マネージメント

最長8時間の録音が可能

2.1 セット内容
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
TCエレクトロニックリーフレット 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
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
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
ケーブルを接続します。



5 WIRETAP RIFF RECORDER User Manual

 

1

2

3

4

5

6

7

89

3   インプット／アウトプット／コントロール類

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。

3.1  電源とコンピューターとの接続
電源入力端子1

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

フットスイッチ3
録音をスタートにするには、フットスイッチをタップします。
録音を終了するには、フットスイッチを再度タップします。
※直前のリフを消去するにはフットスイッチを約3秒長押しします。

 LEDインジケーター4
エフェクトがオンになると、LEDが点灯します。　
緑と赤に点滅しているときはBluetooth検索中です。
詳しくは「3.5Bluetooth接続」をご参照ください。

3.2  スイッチ

オーディオ・インプット（モノラル）5
ペダル右側のインプット・ジャックは、モノラル／TSの標準¼"ジャックです。

楽器とペダルの右側のインプット・ジャックを1/4”の標準楽器用ケーブルで
接続します。

3.3  オーディオ・インプット＆アウトプット

オーディオ・アウトプット（モノラル）6
ペダル左側のアウトプット・ジャックは、モノラル／TSの標準¼"ジャックです。

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
1/4”の標準楽器用ケーブルで接続します。

プレイ・ストップボタン7

スキップボタン8

最後に録音したリフを聞くには、再生ボタンを押してください。

次のリフにスキップするには、スキップボタンを押します。

リストの最後のトラックに到達すると、LEDインジケーターが点滅します。

戻るボタン9
 前のリフに戻るには、戻るボタンを押します。

リストの最初のトラックに到達すると、LEDインジケーターが点滅します。

WireTapを他のBluetoothデバイスに対して「待機状態」にするには、
スキップボタンと戻るボタンを同時に押します。
WireTapが待機状態になると、LEDインジケータが緑と赤に点滅します。
詳細については、「4.2 WireTapペダルとWireTappアプリケーションのペアリング」を
ご参照ください

再生を停止するには、もう一度再生ボタンを押します。

リフを削除するには、リフの再生中に再生ボタンを3秒間押し続けます。

3.4  エフェクトコントロール

3.5  Bluetooth接続
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4   WireTapアプリとBluetoothの操作

4.1 WireTapアプリ

4.2 WireTapアプリとのペアリング

作曲には献身的な作業を必要としますが、無料のWireTapアプリがあなたの作曲作業
を素早く、スマートにすることを手助けします。ペダルにあなたのアイデアを
取り込んだら、Bluetoothを使ってアプリと同期させるだけでリフとスケッチを
スマートフォンに転送できます。
また、アプリを高品質のレコーダーとして使用して、外出先で簡単にアイデアを
取り込むこともできます。 そこからタグ付け、名前付け、グループ化、
トリミング、アプリ内でのリフを共有して、構造化された効率的なワークフローを
実現できます。 ラフなリフから最高な曲が完成するまであなたの曲作りを強力に
サポートします。

www.tcelectronic.com/wiretap-riff-recorderで無料のWireTapアプリを
ダウンロードしてください。

お使いのスマートフォンでBluetoothが有効になっていることを
確認します。

WireTapアプリを起動します。

下のバーを左にスワイプして設定をクリックします。

「Scan for pedal」を押します。

 WireTapペダルのスキップボタンと戻るボタンを同時押しします。
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アプリの "Got It"ボタンを押します。

リスト内からWireTapペダルを選択します。

以上でペアリングは完了です。

転送するリフを探します。

ペダルからアプリにリフをコピーするには、右にスワイプします。

4.3 アプリへリフを転送する

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。

トゥルーバイパスについて

5.1トゥルー・バイパス

5  バイパス・モード
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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。

6.1 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

6   メンテナンス

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。

 

ファームウェア・アップデートの適用
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。

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。

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。

Bluetooth仕様

7   リンク

8   仕様

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

バイパスモード トゥルー・バイパス

標準¼"ジャック‒ モノラル／TS x 1

標準¼"ジャック‒ モノラル／TS x 1

1 MΩ

100Ω

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

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）

USBポート

寸法（幅 x 奥行き x 高さ）

周波数範囲

バージョン

アウトプット

互換性

最大使用可能距離

2402MHz~2480MHz

79

Bluetooth2.1 +EDR

Bluetooth Classic 20dBm

SPP

10m（遮蔽物なきこと/最適状況下）

92 x 43 x 50 mm(3.6 x 1.7 x 2.0”)

チャンネル番号
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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

WIRETAP RIFF RECORDER

complies with the FCC rules as mentioned in the following paragraph:

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 a residential 
installation. 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 different from that to which the 
receiver is connected.

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

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) This device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.

This product conforms with essential requirements of the RED 2014/53/EU, the LV 
Directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU and WEEE Directive - 2012/19/EU .

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter.

Caution! 
The MUSIC Group is not responsible for any radio or TV interference caused 
by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could 
void the user authority to operate the equipment.

WIRETAP RIFF RECORDER
 




