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注意：本機はテストの結果、FCC規制の	Part	15に基づくクラス	Bデジタル装置の制限に準拠していることが証明されています。	操作は以下の２つの条件下で行
われます:	(1)	本機は有害な干渉を引き起こさないこと。(2)本機は意図しない誤操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、他からのいかなる干渉も受け入れ
ること。

 安全上の注意事項

警告: 火災や感電の危険を避けるため、本機を雨や水がかかる所には設置しないこと。

警告: 火災や感電の危険を避けるため、ネジは決して外さないこと。 ユーザー個人で修理、調整可能な部品は含まれていません。
資格のあるサービスセンターに依頼してください。

三角形の中の稲妻マークは「感電の危険」を意味しています。	器機の
内部に絶縁されていない危険な電圧が存在し、感電の危険があること
を警告しています。	

三角形の中の感嘆符は「注意喚起」を意味しています。	注意喚起マー
クの横にある記載事項は全てお読みください。

注意
感電の恐れあり開けるな

シリアル番号:

ご注意:
Line 6 とPOD は、米国およびその多の国で登録されているLine 6, Inc. の登録商標です。 DT50 は、 Line 6, Incの登録商標です。 著作権所有



これらの安全上の注意事項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。
•	 以下の注意事項を良くお読みください。
•	 以下の注意事項を守ってください。	
•	 全ての警告を守ってください。
•	 全ての指示に従ってください。	
•	 本機を水気の近くで使用しないでください。	
•	 お手入れは必ず乾いた布で拭いてください。
•	 通気口をふさがないでください。	取扱説明書で指定された場所に設置してください。
•	 本機をラジエター、暖房器具やその他の器機（アンプリファイアーを含め）、熱を発生する熱源の近くに設置しないでください。
•	 本機は適切にアース設置された主コンセントに接続してください。
•	 ポラライズド・プラグ、またはアースタイプのプラグの安全上の主旨を無効化しないでください。	ポラライズド・プラグには２枚の刃があり、一方が片方より幅が広くなっています。	

アース端子付きプラグには２枚の刃と設置用の端子が付いています。	幅広の刃と接地用の端子は安全上の配慮によるものです。	本機の差し込みプラグがコンセントに合わな
い場合は、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。

•	 電源コードを踏んだり、または特にプラグの部分、ソケットの部分、本機との接続箇所等がねじれたり挟まれたりして破損しないように注意してください。
•	 弊社により指定された付属品／アクセサリーのみを使ってください。
•	 本機の設置は弊社の推奨するカート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルなど、または本機に同梱の製品を使用してください。	カートを使用してカートと本機を組み合わせて移

動するとき、落下等で怪我をしないように充分に注意してください。
•	 雷を伴った悪天候の時、または長時間使用しない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。
•	 全ての修理は資格のあるサービスセンターに依頼してください。	本機の電源コード、またはプラグが破損したり、液体や異物が本機の内部に入ったとき、雨天や湿度の高いとこ

ろで使用して作動しないとき、本機が落下したとき等損傷や故障が生じた場合には修理が必要です。
•	 本機を水滴のかかる場所での使用は設置はしないでください。また本機の上に花瓶のように液体の入ったものを置かないでください。
•	 警告:	火災や感電の危険を避けるため、本機を雨や水がかかる所には設置しないこと。
•	 アプライアンス・カプラは、電源の切断器機として使用されます。常に操作できる状態を保つようにしてください。
•	 適切な定格を備えた電源コンセントに差し込んでください：100/120V	220/240V	50/60Hz	(同梱の電源の電圧による)
•	 大音量で長時間使用すると、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。
•	 本機が次のような状態で損傷し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とき	
	 •	本機の内部に液体が入ったり、異物が入ったとき
	 •	本機を雨天や湿度の高い場所で使用したとき	
	 •	本機が落下したり、外装が損傷したとき
	 •	本機が正常に作動しなかったり、性能が著しく劣化したとき



このたびは	POD HD300をお買い上げいただきありがとうごうざいます。	この新
しいマルチ-エフェクト・プロセッサー、POD	HD	シリーズの製作にあたり、当社のエ
ンジニアはたゆまぬ努力を続けてきました。	全く新しい	HDアンプ・モデリングを搭
載したPOD HD300には、我々の業界のスタンダードとも称される	Mシリーズの製
品、M5,	M9	&	M13からのエフェクトも用意されています。	それだけではありませ
ん！	POD	HD	は、L6	LINKが搭載された初めてのプロセッサーであり、他の互換性
を持つ製品(例えば、Line	6のDT50	シリーズのギター・アンプリファイアーなど)と
共に使用する場合、	占有的な接続プロトコルにより、真剣に取り組むミュージシャン
にとっては機能性、操作性と共に全く新しい世界が繰り広げられることでしょう。

徹底的に使い込むための詳細は、オンラインで	www.line6.com/manualsへ
アクセスし、POD HD300のアドバンスド・ユーザー・ガイド＆モデル・ギャラリーを
入手されることをお勧めします。		オンラインで当社のウエブサイトへ訪れた際に
は、Downloadsページから無料の	POD HD300	Edit	ソフトウエア・アプリケーシ
ョンを忘れずにダウンロードしてください。POD	HD300を常に最新のファームウエ
アで更新しておくために、まだLine	6	Monkeyがインストールされていないのでし
たら、すぐにもダウンロードすることをお勧めします。基本的な操作はこのユーザー・
マニュアルに記載されています。では早速始めましょう。

POD HD300の世界へようこそ 

フロントパネル・コントロール
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1.  アンプ・モデル – このノブを回してAmpモデルの中から１種類を選びます。LED
が赤または緑で点灯し、各モデルに属する２種類のモデル・タイプを示します。	
選んだアンプモデルに最も適したギタートーン、およびFX	コントロールが全て
自動的に設定されますので、すぐに演奏が楽しめます！	このノブを回すと、現在
読み込まれたアンプ・モデル名が	DRIVE, BASS, MID, TREBLE, CH VOL	
と	REVERBノブの現在の設定と共に画面に短時間表示されます。	モデル・ノブ
を時計方向へ回すに連れ、よりヘビーでディストーションの効いたサウンドのア
ンプ・モデルへと変化します。

2.  トーン・コントロール – DRIVEノブは普通のアンプでいうところの音量ノブや
ゲインノブで、サウンドをどれだけ「濁らせる」かを設定します。	BASS, MIDと
TREBLEの各ノブは最適な音色調整ができるよう、各アンプモデルごとにカス
タム化されています。	これらのノブのどれを回しても、	DRIVE,	BASS,	MID,	
TREBLE,	CH	VOL	と	REVERBノブの現在の設定が画面に短時間表示され
ます。

3. REVERB – ノブを回して設定値を増加させるか、減少させるかでヴァーチャル・
ルーム、または他のリバーブ・タイプを設定します。	このノブを回す間、画面には
現在の設定が表示されます。	バーの表示中に、PRESETSノブを回し、Plateか
らEchoまでの9種類のリバーブ・モデルの中からいづれかを選びます。

4. Smart Control FX – これらのノブを回し、最高のエフェクトを選んでくださ
い。	重要事項:	各スマート・エフェクト	(または「スゥッシュ!	」)	の「裏」にその代わ
りとなるエフェクトが用意されています。	LCD画面にバーが表示されている間
に、PRESETSノブを回すと、その代わりとなるエフェクトを選ぶことができま
す。

FX1ノブで、微妙な効果から極端な効果までの幅広いセッティングで「GAIN」, 
「VARIOUS」または「PITCH」を設定することができます。	このノブを回すた
びに、現在アクティブとなっているエフェクトが画面に表示されます。	このエフェ
クトをオフにするときは、FX1ノブを最低値までいっぱいに回します。

FX2ノブで、「MOD」, 「FILTER」または「TREMOLO」エフェクトを選択しま
す。微妙から極端な効果まで、回したノブの位置によってその効果の度合いが
決まります。	前に説明したように、画面には現在アクティブとなっているエフェク
トが表示されます。画面にバーが表示されている間であれば、PRESETSノブ
でそのエフェクトを選択することができます。	このエフェクトをオフにするとき
は、FX2ノブを最低値までいっぱいに回します。	

FX3ノブで「DELAY」, 「TAPE ECHO」または「SWEEP ECHO」エフェクト
を選択し、低～高の範囲で設定します。	このノブを回すとアクティブとなったエ

フェクトが画面に表示され、TAP	LED	があなたの設定したディレイタイムで点
滅します。	ディレイタイムを変更するときは、任意のテンポで	TAPフットスイッ
チを数回踏みます。	このエフェクトをオフにするときは、このノブを最低値まで
いっぱいに回します。	

5. FX ONLY (Manual モード) – お手持ちの	POD HD300をマルチ-フィック
ス・ユニットとして、POD HD300	アンプ・モデリングの特徴を加えずに使用す
ることもできます。	ギターアンプの前に	POD HD300を使用するとき等に
は、この方法を選ぶのが良いでしょう。	FX ONLYボタンを押すと赤い	LED	が
点灯し、アンプ・モデリング全体を不可に設定することができます。	これで	スマー
ト・エフェクト	と	REVERBのみがギター信号にかけられます。

Manual モード:	画面で示される現在選択したプリセットをバイパスするときは、
このボタンを長押しします。	これで各ノブが今実際に位置している箇所の設定
値で、セッティングとサウンドが決定されます。	Manualモードでは、7セグメン
ト・ディスプレイに---と表示されます。	プリセットのいづれかを選択、または保存
すると、自動的に§§プリセット・モードに戻り、プリセット毎に全てのエフェクトとセ
ッティングが読み込まれます。

6. TAP – TAPボタンを数回踏むことで、FX2	モジュレーションとFX3ディレイ・
エフェクトのテンポを設定することができます。	(POD HD300に搭載されて
いる、ほぼ全てのタイム-ベースのエフェクトが、TAPでControl、または	Don’t 
Controlに設定することができることを覚えておいてください。エディット・セク
ションでさらに詳細を記載します!)

チューナー・モードに入るときは、TAPボタンを長押しします。	あなたの音符が
バンク/プリセット・ディスプレイに表示され、チューニング・メーターがメイン・ディ
スプレイに表示されます。

7.  エクスプレッション・ペダル – このペダルの左側の２つのライトが、それぞれこの
ペダルがワウエフェクトとして、または	ボリューム・ペダルとして操作するか、あ
るいは(両方のライトが点灯している場合)	FX1	ピッチ・グライドエフェクトとし
て操作するのか、を点灯で示します。	モードを変更するときは、トー・ダウンを踏
みます。	較正の手順に関しては、アドバンスド・ガイドをご覧ください。

8.  バンク/プリセット・ディスプレイ  – POD HD300	には少なくとも128種類
のプリセットが予め搭載されています。	プリセット	(A, B, C & D)は、バンク(1
〜32)の中に保存されています。	この区分けされた画面には、現在読み込まれ
ているプリセットが常に表示され、Manualモードでは	
---と表示されます。	プリセットに関しては、このガイドの後半で説明します。



9. メイン・ディスプレイ – この画面には、コントロールを行うに従って様々なページ
が表示されます。

10. 4 ウェイ・ナビ・ディスク – メイン・ディスプレイの中の特定のオプション間を移動
する際に使用します。	セッティングを変更する場合、そのアイテムの横に が
表示されているときに、4ウェイ・ナビの左、あるいは右側を押します。	アイテム
の横に	 	が表示されているとときに上または下を押します。

11. PRESETS ノブ – 保存された全てのプリセットをスクロールして見たい場合
は、このノブを回します。

	 	 PRESETSノブを押してエディット・モードへ入ります。	ここで様々なページを
通して詳細なエディットを行うことにより、今まで活用しなかったエフェクトの
効果を間違いなく発見されることになるでしょう。	4ウェイ・ナビの を押し、
エディット・ページを通してスクロールします。		 を押して、各ページの使用可
能なエディット・パラメーターへ移動します。	パラメーターをエディットするとき
は、PRESETSノブ	 	を回して値またはセッティングを変更します。

さあ、プリセットのエディットを練習してみましょう(難しい事はありません)!	今か
らPitch Glideエフェクトをプリセットに加え、ペダルにそのコントロールを割り
当てていきます。	簡単です、約束します!

• PRESETSノブを回して、プリセットの位置06Cへ合わせます。	（この設
定は、フットスイッチを利用したバンクアップ／ダウンのコマンドの組み合
わせで行うこともできます）あなたは今、 バンク6の中、C	の位置にいま
す。	メイン・ディスプレイには、プリセット名としてT-Man Crunch	が表
示されているはずです。

•	 PRESETSノブを押してエディット・モードへ入ります。	画面の左上の角
にFX1が表示されるまで、4ウェイ・ナビの を押し続けます。	FX1の右側
に、現在読み込んだエフェクトとしてScreamerが表示されるはずです。	

•	 画面の左の下方にModelが表示されるまで、4ウェイ・ナビの を押し続
けます。	 アイコンの右側に、Selectが表示されているのが見えるはず
です。	PRESETSノブを回すと、FX1スロットの中で使用可能なエフェク
トをスクロールして見ることができます。	Pitch Glideが表示されるまで
ノブを回し、これを選びます。

•	 4ウェイ・ナビの を押して、Routingを表示させます。	PRESETSノブ
を回し、Postを選択します。	(これで	Pitch	Glideエフェクトがアンプ・モ
デリングの後にかけられました。)

•	 4ウェイ・ナビの を押して、PEDALを表示させます。	画面にWah= 
Glideが表示されるまで、PRESETSノブを回します。	(ペダルのトー側を
踏み込むとモードが切り替わり、ワウ・エフェクトの代わりにPitch Glideを
コントロールすることができます。)

• 4ウェイ・ナビの を押して、Heelを表示させます。	これで、ペダルがヒー
ル・ダウンの位置のときのピッチ・シフトの量が設定されます。	PRESETS
ノブを回して–12.0	(セミ-トーン、あるいは１オクターブ下げる)に設定し
ます。

•	 4ウェイ・ナビの を押して、Toeを表示させます。	PRESETSノブを回し
て+12.0	(セミ-トーン、あるいは１オクターブ上げる)に設定します。

•	 4ウェイ・ナビの を押して、Mixを表示させます。	PRESETSノブを回し
て、Mixレベルを100%に設定します。	(ヒント:値全体を素早く見たいと
きは、PRESETSノブを押し込んでスクロールしてください!)

•	 エクスプレッション・ペダルのトー・スイッチを踏むと、ペダルの横の	WAH	
と	VOLのLEDが両方とも点灯します。

このままペダルをロックすると、１オクターブ・ダウンから１オクターブ・アップまで
グライドするプリセットが１つ仕上がることになります。	ほら、簡単でしょう!	この



サウンドがもしも気に入ったのであれば(絶対に気に入ってますよね!)、以下の手
順に従ってネームを付けて保存してください。

12. SAVE – 既に保存されているプリセットは、どれでも上書きすることで自分だけ
のカスタム・サウンドに作り替えたり、変更することができます。	SAVE	ボタンを
押すと、以下のような画面が表示されます：

上記の左に示すプリセットの位置が、あなたの現在の位置です。	新しいプリセット・メ
モリの位置に保存するときは、4ウェイ・ナビの	 を押して新しいプリセットの位
置へアクセスします(上記で	06C	と示されます)。	保存するプリセット名を自分
で選ぶ事ができます	(上記の	PRESET	NAMEで示されます)。	4ウェイ・ナビ
の	 を押し、点滅している黒いカーソルをエディットしたい文字の上に移動さ
せ、PRESETSノブを回して文字を変更します。		変更を終えて内容を保存する
ときは、SAVEボタンを押します。	保存をキャンセルするときは、TAPフットス
イッチを踏みます。	覚えておいてください:	POD HD300には無料のソフトウ
エア・エディター、POD HD300 Editが用意されています。Line6.comから
ダウンロードで入手することができます。	このアプリケーション	(Windows	と	
Mac)により、シグナル・フローの確認やエディット、プリセットの保存を個々に、
あるいはまとめてという操作を簡単に行う事ができます。またCustomTone.
comではオンラインでプリセットの共有をすることも可能になっています。

13. マルチ・ユーズ・フットスイッチ – ライブ、そしてスタジオでの状況に合わせ、ハ
ンド-フリーで全てのプリセット、ルーパー機能とストンプ・ボックス・スタイルのオ
ン／オフ操作にアクセスすることができます。	3種類の操作モードを以下にご紹
介します。

14. MODE フットスイッチ/LED – このスイッチで	3種類の利用可能なフットスイッ
チ・モードを切り替えます。	

プリセット・モード (緑 LED):

A B C D

そのプリセットを読み込むときは、フットスイッチを踏みます(A, B, C	または	D)。	現
在のバンクからバンク番号の大きい数字(1～32)へ順に移動するときは、A	と	
Bスイッチを同時に押し、バンク番号の小さい数字(32～1)へ順に移動するとき
は、B	と	Cスイッチを同時に押します。

ルーパー・モード (赤 LED):

PRE/
POST

REC/
OVERDUB

PLAY/
STOP

PLAY
ONCE

あなたのPOD HD300で	24秒間のループ機能が利用可能になります。	
PRE/POSTフットスイッチを使用することで、アンプとエフェクト・モデリングの
前でも後でもループ録音と再生を設定することができます(LED	オフ=	PRE,	
LED	オン=	POST)。	PRE	モード(LED	オフ)	での録音は、ギターサウンドの
録音してからループを再生し、様々なエフェクトをかけて気に入ったサウンドを
選ぶ事が可能になり、一方の	POST	モード	(LED	オン)	では、ループの中の
アンプとエフェクトを取り込んでから、プリセットを変更することで異なるサウン
ドを被せる事が可能になります。	注意: ループの再生中に	PRE/POSTフット
スイッチの状態を変更すると、ボリュームが極端に変更されますので注意してく
ださい!	ループの録音を開始するときは、REC/OVERDUBを踏みます。次に
PLAY/STOPを踏んでループを終了させると、直ちに再生が始まります。	追加
のパートをオーバーダブさせたいときは、再び	REC/OVERDUBスイッチを踏
みます。	再生を終了、または開始するときは	PLAY/STOPを踏みます。	ルー
プの再生中でも	Looperモードから抜けることができます。プリセットの切り替
え、あるいはアンプとエフェクトのオン／オフの切り替えを行い、再び追加のル
ープを加えるためにループ・モードへ戻る事も可能です。	かなりクールな機能だ
と思いませんか?

  ペダル・オン/オフ・モード (黄色 LED):
AMP FX1 FX2 FX3

	 	 ペダル・オン/オフ・モードで自分のプリセット・トーン全体のコントロールを得るこ
とができます。	あなたの信号経路は、AMP, FX1, FX2そして	FX3から成る4
つの部分で構成されています。		対応するラベルの付いたスイッチを使用して、
これらのうちいづれかをオン(LED	点灯)	またはオフにします。	ストンプボック
スを連ねた、実際のペダルボードのように操作します!



1.  ケーブル・リテイナー – 不意にコードが外れないように、電源コードをここに１
回、あるいは２回挿入します。

2.  POWER – Line	6の電源をここに接続します。	オフにするときは、接続を外し
ます。

3. GUITAR IN – ギターケーブルをここに接続します。

4. CD/MP3 INPUT – CD	プレーヤー、MP3	プレーヤー、ドラム・マシン、あ
るいは他のデバイスをここに接続すれば、	PHONES, UNBALANCED 
OUTPUT	と	BALANCED OUTPUTを通して聴くことができます。	お手持
ちのデバイスの出力コントロールを使用して、ギター・トーンに合ったボリューム
に調節します。	始めにお手持ちのデバイスの音量を最小にしてから、徐々に上
げて好みの音量に調整してください。	

5. MASTER VOLUME – POD HD300の全体の出力レベル、そしてヘッドフォ
ンの音量をこれで設定します。	マスター・ボリュームのレベルを変更しても、あ
なたのトーンは変わりません。ですからどのボリューム・レベルであってもあなた
の望みのトーンを得る事ができます。	この設定は、POD HD300メモリーの
位置の１つへ保存しようとしても、保存されることはありません。

6. UNBALANCED OUTPUT – 1/4インチ・ケーブルをここに接続し、あなた
のサウンドをギター・アンプリファイアー、レコーダー、ミキサーあるいは	PA	シ
ステムへ送ります。	ギター・アンプ、あるいはミキサーやレコーダー等に特有
の、–10dBV入力のデバイスのためにLINEへ送るときは、これらのコネクター
間の切り替えはAMPに設定します。	

7. BALANCED OUTPUT – デジタル・レコーダー、あるいはライブ演奏時にハウ
ス・ミキサー、あるいは	PA	へダイレクト・センドとして使用するときは、バランス
型	XLRケーブルをここに接続することが理想的です。	ハム音やノイズが気にな
るときは、これらコネクター間のスイッチをLIFT	へ切り替え、組み合わせて使用
している複数の器機から生じるグランド・ループを解消してください。	

8. OUTPUT MODE – アプリケーションに合わせてあなたのトーンを最適にしま
す。	STUDIOを使用すれば、マイクロフォンとキャビネットのシミュレーション
を加えたダイレクト信号を、レコーダーとミキサーへ送ることができます。	自然
でよりダイレクトなギター・トーンを得るためにギター・アンプリファイアー・スピ
ーカーの組み合わせに接続するときは、LIVEを使用します。	DUALに設定する
と、ダイレクト信号を	レフト	出力を通してギター・アンプへ送り、スタジオ品質の
マイクとスピーカー・キャビネットにシミュレートした信号は、ライト出力を通じて
ミキサーまたはレコーダーへ送る事ができます。

9. PHONES – ここにヘッドフォンを接続します。	ボリュームは、MASTER 
VOLUMEノブを使用して設定します。	常に安全な音量で聴く事を心がけてく
ださい。そのためには先ず	MASTER	VOLUMEノブを10時の位置に設定し、
さらに音量が必要であればその位置から徐々に上げて好みの音量にすることを
お勧めします。

10. L6 LINK – これは、Line	6により開発されたパワフルで占有のコネクションで
す。様々な	Line	6	製品同士の接続が、より高い信頼性を持ちながらもたった１
本のケーブルで可能になっています。	DT50	シリーズのギター・アンプリファイ
アーと	POD	HD	(300/400/500)	シリーズのマルチ-エフェクト・プロセッサ
ーの場合、この接続により両方の製品を同期させたり、互いのコミュニケーショ
ンが可能になります。	L6	LINKは、１本のケーブルでオーディオとコントロール・
データの両方を伝達します。そのためこのオペレーションにより、その親となる	
POD	HDプロセッサーからDT50シリーズのアンプ間は１本のケーブルを接続
するだけで、多くの優れた利点を得る事ができます:

•	 POD	HD	(300/400/500)	と	DT50シリーズのギター・アンプリファ
イアーを接続する際、追加のケーブルが要りません。

•	 POD	HD、または	DT50どちらかのトーン・セッティングを(例えば)	変更
すると、もう一方も直ちにアップデートされるため、両方のユニットが完全
に同期した状態を保つ事ができます。	

リア・コネクション



•	 他のどのギター・アンプでもそうするように、DT50側のノブを回すという
動作だけで、POD	HD上のプリセットをエディットしてから、POD	HD	に
それを保存すれば、そのプリセットが選択されるたびに完全な状態で呼び
出すことができます。

•	 これって信じられないくらいクール!	POD	HD	上で特定のアンプ・モデ
ル、またはプリセットを呼び出すことで、DT50はそれ自身がアナログの範
囲で、そのソースとなるアンプリファイアーに合わせようとその構成部分
をダイナミックに再構成することが可能になります。	POD	HD上であな
たのプリセットを変更すると、DT50は即座に自分自身をアナログの領域
内で、Class	A	または	A/B	オペレーション、バイアス方式、B+	ボルテー
ジ、フィードバック・トポロジー、パワーチューブのトリオード/ペントード・オ
ペレーション等に合わせようと試みます!

•	 自動センサーにより、リンクドマルチプル	(デイジー・チェイン)	アンプは、
どの	POD	HDが接続されているかによって様々な方法で操作を行いま
す。	少なくとも全てのPOD	HDマルチ-エフェクトは、DT50がリンクされ
たステレオ・オペレーションをサポートし、POD	HD500は、最大４台まで
のリンクされたアンプをサポートし、ウェット／ドライ・モード等が簡単に利
用できるようになります。

11. USB – USB	ポートを利用して、USB	が搭載されているコンピュータへ直接接
続する事で、ダイレクト・レコーディングが可能になったり、無料でダウンロード可
能なエディター／ライブラリアン・ソフトウエア、POD HD300	Edit	を含む多
くのコンピュータ・パワーの機能を活用することができます。		詳細については、
オンラインで入手可能なアドバンスド・ガイドを良くお読みください。

オンラインで気軽にアクセスしてご覧ください。
www.line6.com/manuals	にアクセスし、アドバンスド・ガイドとより多くの情報を
入手してください。	アドバンスド・ユーザー・ガイドと共に、POD HD300に関するエ
ディット機能の詳細はオンラインで今すぐ入手できます。	オンラインにアクセスする
際は、忘れずにPODのユーザー登録を行ってください。登録することで、お客様の購
入されたアンプに万一問題が生じた場合の保証サービスが受けられるようになる他、
コンテストへの参加資格、特別なサービスや情報等を入手することができるようにな
ります。


