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パイロットガイド





Line 6、LowDown、Spider II、FBV、FBV 
Shortboard、FBV Express、FBV2 および Vetta 
は、Line 6, Inc. の商標です。すべての製品名は、そ
れぞれの所有者の商標であり、Line 6 とは、
関連も提携もしていません。製品名、画像および
アーティストの名前は、この製品のための Line 6 の
サウンドモデルの開発研究で、製品を識別する
目的のみに使用されています。 これらの製品、
商標、画像およびアーティストの名前は、いかなる協力
や承認も得ていません。



安全上のご注意を良くお読みください。 
この取扱説明書は大切に保管してください。

LowDown をご使用になる前に、この操作説明および安全のための提案の該当する項目をよくお読みください。
1. アンプおよび LowDown Studio 110 のマニュアルにある、すべての警告を遵守してください。
2. 100～120V または 200-240V、47～63Hz の交流電源にのみ接続してください（ユニットの電圧レンジによる、リアパネルを参照）。 
3. LowDown Studio 110 マニュアルに記載されている以上のサービス操作は行わないでください。以下のような障害が本機に起きた場合には、修理が必要で
す。

 • 電源コードやプラグが損傷した場合 
• 本機に液体をこぼした場合または内部に異物が入った場合 
• 本機が雨または水分に晒された場合 
 • 本機が通常に動作しないまたは性能に明らかな違いが出てきた場合 
• 本機を落下させたり、エンクロージャが損傷した場合。

4. 底面の金属シャーシーは、動作中に熱くなることがあります。動作中または停止後しばらくは、触らないでください。
5. ラジエーター、ヒートレジスターやその他熱を発する機器の近くには置かないでください。ユニットの背面から、壁または熱の放散を妨げるようなものを、
少なくとも 8 cm は離してください。 

6. 換気口を塞いだり、密閉された空間で使用しないでください。
7. エンクロージャに物や液体が入らないようにしてください。水の近くで使用したり、置いたりしないでください。
8. 電源コードを踏まないでください。電源コードの上に物を置いて、コードが挟まったり寄りかかったりしないようにしてください。電源コードのプラグ側と
アンプに接続している部分には、特に注意してください。

9. 長期間使用しない場合は、アンプの電源コードを電源から抜いてください。雷雨の間は、アンプを電源から抜いてください。
10. お手入れには湿った布をお使いください。
11. 接地タイプのプラグの安全機構を無効にしないでください。接地タイプのプラグとは、2 枚のブレードと接地プロングが 1 本付いたプラグのことです。3 本
目のプロングは、安全のために付いています。提供されているプラグがコンセントに合わないような場合は、電気工事を依頼し適切なコンセントに交換してく
ださい。

12. 必ず指定された付属品を使ってください。
13. 大音量で長時間試聴すると難聴や聴力障害を起こすことがあります。常に「安全な音量で使用」することを心がけてください。
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注意：この機器は、試験の結果 FCC 規定のパート 15 のクラス B デジタルデバイスに準拠していることが確認されています。操作は以下の 2 
条件を前提としています。（1）このデバイスは有害な障害を発生させず、（2）このデバイスは好ましくない動作を発生させる障害なども含む、ど
のような障害も受け入れます。

注意：火災や感電の危険性があるので、ネジは外さないでくだ
さい。機器の中には、ユーザーが修理できる部分はありません。修理
はすべて、サービス担当者に依頼してください。

三角形の中の稲妻の記号は、「電気に注意！」を意味して
います。これは操作電圧の情報と感電の危険性について
記述しています。

三角形の中のこの記号は、「注意！高温な表面！」を意味し
ています。デバイスが動作中に、触れないほど高温にな
る場所を示しています。

警告： 火災や感電の可能性を減らすため、本機を雨や水分にあてない
でください。

三角形の中の感嘆符の記号は、「注意！」を意味しています
。すべての注意記号の横にある情報をお読みください。





1. INPUT および -10 dB ボタン - 接続して、パッドをアッ
プ／パッシブモードで開始します。お使いのベースの出力が入
力セクションを歪ませるようであれば、ダウン／アクティブモー
ドに切り替えます。「パッシブ」な楽器とは、内蔵のプリアンプが
なく、電池を使いません。「アクティブ」ベースは、電池で作動す
るプリアンプを利用し
ます。

2. アンプモデル - これらのボタンを使って、4 タイプのアン
プモデルを選択するか、R&B と ROCK ボタンを同時に押し
て、自動的に最適なサウンドになるように owDown がコント
ロールする SYNTH BASS で、演奏するだけにもできます。
これらのボタンには、すばらしいプリセットが出荷時に設定され
ていますが、独自のカスタム設定を保存することにも使えます
。

3. DRIVE - これは、他のアンプの音量またはゲインノブみ
たいなもので、サウンドにどれぐらいの「歪み」を加えるかをコ
ントロールします。 

4. トーンコントロール - BASS、LO-MID、HI-MID および 
TREBLE コントロールは、最適のトーンコントロールを提供す
るために、それぞれのアンプモデルごとにカスタマイズされて
います。

5. トーンコントロール - BASS、LO-MID、HI-MID 
および TREBLE コントロールは、最適のトーンコント
ロールを提供するために、それぞれのアンプモデルごとに
カスタマイズされています。

6. MASTER 音量 ‒ トーンに影響を与えずに、アンプ全体
の音量が設定できます。

7. CD/MP3 ‒ オーディオソースを何でも接続しますと、直
接 LowDown のスピーカーまたはヘッドホンにフィードします
ので、お好みの音楽またはドラムマシンとジャムをすることが
できます。この音量を調節するには、入力デバイスの出力コン
トロールを使います。

8. ヘッドホン - CD/MP3 ジャックに入力したものに、
LowDown をミックスしたサウンドを、ヘッドホンで聞けます。

9. XLR DIRECT OUT ‒ ここでは、モデルに特定の、
マイクされたキャビネットのシミュレーションを出力し
ます。この入力の左には、接地解除の GND LIFT があり
ます。

10. PREAMP OUT ‒ サウンドを外部ベースアンプ、
パワーアンプ、ミキシングコンソールまたはハウス PA 
システムに出力するには、ここに接続します。

11. POWER - オンまたはオフします。アンプは、オンのほう
が良い音を出します。



これが LowDown です…

ようこそ。 Line 6 LowDown を選んでもらい、ありがとうご
ざいます。 Line 6 のコミュニティーに参加してもら
えることを、喜んでいます。 このアンプに幅広いレンジの重要
なベーストーンを組み込むために、様々なアーティストや技術
者たちと一緒に数え切れないほどの時間を費やしま
した。LowDown は、あなたの内面を作り変えるような
トーンを届けてきたアンプ、Ampeg® SVT®、Ampeg® B-15 
そして Marshall® Super Bass などの、ロックン
ロールのトーンを形作ってきたクラシカルベースアンプからイ
ンスピレーションを受けました。これらは世界中のプロ
フェッショナルベースプレーヤのスタンダードだったアンプであ
り、これからもそうあり続けます。しかしながら、これらのほとん
どは、とても重く、預金口座を空にしたり、クレジットカードの限
度額をいっぱいにしてしまうので、ほとんどの人は、ある程度一
般的なトーンの程度の良い携帯型ユーティリティコンボアンプ
に惹かれてしまいます。それも今日までです…
LowDown では、初めて本格的なスタジアムベースリグ

トーンを、ポータブル／普及版のコンボに組み込むために、
惜しみない努力をしました。あなたが今、腰掛けている
または羨望を持って見つめているそのアンプを忠実に再現
する、最良のものを作り上げるために、数え切れないほどのとき
を費やしました。心を捻じ曲げるようなファンキーな
トーンを求めていても、世界中で聞こえているクラシカルなロ
ックのトーンを求めていても、Line 6 の LowDown が提供で
きます。パーフェクトな小型のギグ用アンプの、
とめどない探求が終わりました。さあ、始めましょう！

*すべての製品名は、それぞれの所有者の商標であり、Line 6 とは関連も提携もしていません。これらの製品名、詳細および画像は、Line 6 の
サウンドモデルの開発のための研究で、製品を識別する目的のみに使用されています。Ampeg および SVT は、St. Louis Music, Inc. の登
録商標です。Marshall は、Marshall Amplification Plc. の登録商標です。



厳粛なアドバイスをいくつか…

以下は、お使いの LowDown Studio 110 を楽しく、生産的
に使う手助けになる、いくつかの知恵です。 
 

• 本当に必要なものだけを持っていきます！LowDown Studio 
110 の設計は、まさにそれができるようにするためです。ベー
スプレーヤーが、業界標準のマンモスのよう
な機材をスタジオに持ち込んでも、95％の場合、エンジ
ニアは 8×10 スピーカー 1 台ぐらいしか接続してくれません
。Studio 110 の D.I. は、どのエンジニアにも歓喜を感じさせ
る用意ができているにもかかわらず、古参の保守派はまだ、トラ
ックを肌で感じるために、キャビネットに接続したがる場合があ
ります。そのため、1×10 のコンボと、接続した場合に、マンモ
スのような機材のサウンドを提供するように設計されたサウン
ドを、背骨を折らないで運べるように設計しました。

• ちょっと待った！まだまだあります！！プリアンプ出力
により、お好みのアンプの、お好みのトーンをカスタマイズして
、ロードに持っていく機能も提供しています。都市で、ギグやリ
ハーサルをする場合、ベースと Studio 110 だけを持ち運び
、プリアンプ出力からギターケーブルで、ハウスやリハーサルス
タジオの機材に接続するだけです。 これ
は、都市部に住むミュージシャンいとって、特にエキサイ
ティングなことです。 二度と、便利さのために、サウンドを犠牲
にする必要がありません。そして、いつもロードにでていて、ソ
リッドステートの機材しかもっていないけど、
真空管サウンドにあこがれている人たちにも、Studio 110 は
、D.I. で音声さんに信号を送りながらも、ステージ用の機材に
接続できる最高の真空管リアンプを提供します。こうすること
で、観客は、あなたがステージ上で聞いているのと同じサウンド
を楽しめます。



アンプモデルの詳細
  
偉大な画家が作品を仕上げるのに多彩な色を使うのと同じ
に、LowDown が提供できる広範囲なトーンのおかげで、あな
たも曲を様々な色で描けます。これらのモデルのそれぞれを選
択すると、自動的にすぐそのまま利用できるすばらしいデフォル
トサウンドを提供し、さらにお好みに合わせて調整したサウンド
を、2 秒間ボタンを押し続けることで保存もできます。

ヒントをいくつか
モデルに特定のトーンコントロールを提供しています。これらは
、特定の状況にある実際のアンプと同じように反応し
ます。例えば、TREBLE をいっぱいに上げることは、それぞれの
モデルでまるっきり違う結果をもたらします。まず最初に、アン
プを呼び出し、これらのコントロールを中央に、ドライブを低く設
定し、そこからお好みのサウンドに調整していくことを推奨しま
す。

低音域がもっと欲しい場合、まろやかで太い低音域が欲しいの
か、パンチの利いた低音域が欲しいのかを決定します。
このようにして、BASS をサウンドに加えていくのか、LOW 
MID を加えていくのかを決めていきます。LOW MID を加え
ることで、パンチの利いた低音域が得られる場合も
あります。高音域でも同じことが言えます。 クリアな高音域が
欲しいですか、それとも打楽器が響くような高音域で
すか？クリアな高音域が欲しいなら、HI MID を増やすこ
とで、打楽器が響くようなサウンドを加えずにすむ場合がありま
す。従来のコンボでは実現できなかったようなレンジのトーンを
提供していますので、トーンコントロールでいくらでも実験をし
てみてください。

DRIVE
このコントロールは、様々なディストーションをサウンドに加える
ためにプリアンプをオーバードライブするために使われます。反
時計方向いっぱいに回すと、最もクリアでディストーションの少
ないサウンドを提供し、時計方向に回していくと、ディストーショ
ンが加わります。お好みに合わせて調整してください。

トーンコントロール
BASS、LO-MID、HI-MID および TREBLE コントロールは、
最適のトーンコントロールを提供するために、それぞれのアンプ
モデルごとにカスタマイズされています。これらのコントロール
で、頭の中で鳴り響いているトーンを形作る手伝いをします。

OPTO COMP - このコンプレッサーコントロールは、
コンプレッサーのスレッショルドを調整します。コント
ロールを時計方向にまわすほど、コンプレッションがきつく掛か
り、サウンドをさらにダイナミックにします。反時計方向いっぱい
に回すと、コンプレッサー回路はオフになります。ノブを時計方
向に回すほど、コンプレッサーの作動開始を決めるスレッショル
ドが低くなっていきます。
このコントロールの左にある LED は、コンプレッサーが
ゲイン減少 -5db に達すると点灯しますので、調整を開始する
のにとても良い場所です。  



アンプモデルの詳細 

Clean
このモデルは、クリーンで、ファンキーで、フュージョンなベース
トーンを提供します。温かな低音域とパンチの利いた高音域を
提供します。このサウンドは、Eden Traveler を研究して作ら
れました。

R＆B
このアンプモデルは、60 年代後半から 70 年代前半の
クリーンでファットなベーストーンに捧げられています。ほとん
どのモータウンのレコーディングで聞くような
トーンであり、若く新進であったころの James Jamerson の
演奏のようです。このアンプモデルは、1968 年 B-15 Flip 
Top の分析から作成されました。

Rock
このサウンドは、1974 年 Ampeg® SVT® を研究して作られ
ました。このアンプは、世界中で行われたレコーディングやアリ
ーナのステージで、数え切れないほど活躍しました。やっと、こ
の 135 kg もするマンモスサイズの 8×10 とヘッドのすべ
てのトーンが、あなたのコンボで
使えるようになりました。

Grind
名前で判るように、このモデルは Alice in Chains、
Mudvayne や Rage Against the Machine などのモダン
ロックの愛好家のためにあります。このモデルは、あなたのサウ
ンドを DEFCON 1 に上げる、怒りのある、クリーンでパンチの
効いた、歪んでいる SVT® の SansAmp PSA-1 を基にして
います＊。
 
Synth
Gap Band や Dazz Band を覚えていますか？Marilyn 
Manson や NIN は？彼らはすべて、Synth Bass を曲に組
み入れており、あなたも 70 年代のクラシックシンセを基にし
たこの Synth で同じトーンを作れます。Synth 
コントロールの詳細は、以下のページにあります。

*すべての製品名は、それぞれの所有者の商標であり、Line 6 とは関連も提携もしていません。これらの製品名、詳細および画像は、Line 6 のサ
ウンドモデルの開発のための研究で、製品を識別する目的のみに使用されています。Ampeg および SVT は、St. Louis Music, Inc. の登録商
標です。



シンセについて：

SYNTH を選択することで、Bass Synth の代わりに 
Analog Synth コントロールが使えるように、アンプコントロ
ールを変更します。以下のように行われます。

DRIVE
ポストフィルターディストーションを加えます。少しの歪みを加
える、ノブを 10 時の位置から始めます。

CUTOFF（BASS）
フィルター周波数のカットオフです。より深いシンセ
トーンである、ノブを 10 時の位置から始めます。 

RESONANCE（LOW MID）
ノブを時計方向に回すことで、共鳴を加えていきます。

ENVELOPE（HIGH MID）
エンベロープフィルター深度です。 エンベロープフィ
ルターは、新しくクリアな音を演奏するたびにトリガーされます
。エンベロープ量は、音を演奏するたびにどれだけフィルターが
開くかをコントロールします。

ATTACK/DELAY（TREBLE）
エンベロープフィルター率です。エンベロープフィルタの
速度を、早くから遅くまでコントロールします。典型的な
シンセベースサウンドを得るには、このコントロールを 
9 時の位置に設定します。

WAVEFORM（OPTO COMP）
このノブには、いくつもの波形が提供されています。

1. のこぎり波
2. のこぎり波＋オクターブダウン
3. のこぎり波＋オクターブダウンのこぎり波
4. 三角波 PWM
5. 三角波＋オクターブダウン
6. 矩形波
7. 矩形波 PWM＋オクターブ
8.  矩形波 PWM＋コーラスと 5 番追加を含んだオクターブ
ダウン

9. 矩形波 PWM＋オクターブダウンおよびコーラス

1
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保存
4 個のモデルボタンには、とてもポピュラーですぐに使えるサ
ウンドをプリロードしてあります。しかしながら、ここに独自のバ
ージョンのモデルを保存することもできます。いつでも工場出
荷時のプリセットに戻すことができますので、
心の赴くままに変更・保存を行っても大丈夫です。

すべてのノブ位置（MASTER VOLUME を除く）の独自の「ス
ナップショット」を保存するには、現在のモデルボタンを 2 秒間
押し続けます。保存が完了すると、LED が 2 回点滅します。

XLR ダイレクト出力
これは、レコーディング用またはライブで演奏しているときにサ
ウンドをハウスサウンドシステムに送るためのダイレ
クト出力です。この出力には、ダイレクトにレコーディングする
ときに、POD のような Line 6 製品を文句なしの標準機とさ
せた、Line 6 の A.I.R. プロセッシングを活用しています。この
出力のレベルは、CHANNEL VOLUME で設定され、ダイレ
クト出力に接続したサウンド／レコーディングシステムで雑音
が入る場合に接地を解除する GND LIFT 
スイッチが付いています。ここでアドバイスをひとつ。Line 6 
のサウンドエンジニアたちは、このアンプからのダイレ
クト出力をとてもすばらしいものにしています。ほとんどのエン
ジニアは、Pre Amplifier Direct Signal を Direct Box を
介して受け取ることを好みます。これは、ハウス PA で標準的
なベーストーンを得るための標準的なテクニック
です。クラブなどでギグを行うとき、音声さんにアンプと
キャビネットトーンをダイレクト出力からとるように聞いてみて
ください。彼らは、喜んでそうするでしょう。

重要
ダイレクト出力を使っている、電源のオン・オフ時に
「ポップ」することがあります。お使いの LowDown の
電源をオン・オフするときは、ダイレクト出力の接続を解除して
おくか、ダイレクト出力に接続されているものをミュートしてお
くことを推奨します。

CD／MP3
LowDown のスピーカーまたはヘッドホン出力から CD 
プレーヤー、MP3 プレーヤー、ドラムマシンまたはその他のデ
バイスのサウンドを聞くには、それらの機器をここに
接続します。ジャムセッションを行うのにとても便利です！
音量は、接続されているデバイスの出力音量コントロールを使
います。

ヘッドホン
ベースのサウンドまたはお好みの CD と一緒にジャムを
行ったサウンドを聞くには、ここにお気に入りのステレオ
ヘッドホンを接続します。ヘッドホンを接続すると、
スピーカー出力が無効になります。



モデルデフォルトの工場出荷時の設定への
リセットおよび特別な隠れた機能

LowDown のプログラム可能な 4 モデルすべてを、工場
出荷時の設定にリセットするには、CLEAN モデルボタンを押
したまま電源をオンにします。CLEAN が点滅したら、
リセットの完了です。警告：これは、作成したすべての
カスタムサウンドを消去します。「本当にこれを行って良いのか
？」と再度自問してください。答えが「はい」なら、
続けます。

また、Studio 110 の上位機種で聞いたことのある、
とてもポピュラーなサウンドがあるかもしれません。Clean 
モデルを Brit モデルに変えて Studio 110 をロック
モードにする、秘密の方法があります。 CLEAN および R&B 
モデルボタンの両方を押したまま、電源を入れます。CLEAN 
および R&B が交互に点滅し、Clean モデルを Brit モデルに
変更したことを示します。

Brit 
1968 年 Marshall® Super Bass を基にしています＊。こ
れで、十分な情報でしょう。Super Bass は、60 年代後半の 
Cream や The Who そして 70 年代前半の Yes や Rush 
などのブリティッシュロックのパイオニアたちがもたらした、オ
ーバードライブされたベースサウンドを
カバーしています。

Studio 110 を Clean モデルに戻すには、もう一度 CLEAN 
および R&B ボタンを押したまま電源を入れます。CLEAN お
よび R&B が点灯して、Clean モデルに復帰したことを表しま
す。Clean および Brit の設定がなくなる
ことを厭わなければ、通常モードからロックモードへの切り替え
はいつでも行うことができます。

*すべての製品名は、それぞれの所有者の商標であり、Line 6 とは関連も提携もしていません。これらの製品名、詳細および画像は、Line 6 のサ
ウンドモデルの開発のための研究で、製品を識別する目的のみに使用されています。Marshall は、Marshall Amplification Plc. の登録商標で
す。


