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 AMPLIFi Familyへようこそ！
AMPLIFi®は全く新たな「ギター体験」をもたらします。Bluetooth対応デバイスからアン
プへワイヤレスでダイレクトに音楽をストリーミングできるため、ジャム演奏を行ったり、リハ
ーサルで楽曲を演奏したり音楽ライブラリーを大音量で再生したりすることにも最適で
す。

AMPLIFiワールドの中心となる画期的なAMPLIFi Remote(iOS	or	Android™)モバイ
ルアプリを使用すればギタ−リグをワイヤレスでコントロールできます。

AMPLIFi	Remoteの主な特徴

•	 AMPLIFi	30,	AMPLIFi	75	&	AMPLIFi	150,	AMPLIFi	FX100,	AMPLIFi	
TTすべての機種でお使いいただけます。	

•	 ギターリグのあらゆる要素を詳細にエディットできます。
•	 Bluetooth接続したモバイル機器のミュージックライブラリのストリーミングやLine	
6ジャムトラックをAMPLIFiで再生できます。
•	 優秀なトーンマッチング機能がストリーミングしている音楽に合わせて自動的に
最適なギターアンプやエフェクトのセッティングを呼び出します。

•	 オンライン上のAMPLIFiコミュニティで無制限に音色を作成、共有、ダウンロー
ド、または評価できます。
•	 使い方は簡単で、全てのAMPLIFiのコントロール、自分のクラウド上にアップし
た音色データ、ミュージックプレイヤー、チューナー等にすぐにアクセスすることが
できます。

•	 この説明書ではAMPLIFi Remoteの機能や操作を説明しています。AMPLIFi
本体の詳細に関しては、AMPLIFi取扱説明書をお読みください。以下のURL
より最新バージョンのマニュアルをダウンロードしてください。　　								　　 
line6.com/support/manuals.

インストール
最初に取り掛かることは、AMPLIFi RemoteをiOS、Android機器にダウンロード、	イ
ンストールすることです！	下記の手順を確認してください。

iOSデバイスへのインストール
iPad,iPhone,iPod touchを使用してApple	App	StoreでAMPLIFi Remoteを検索
してください。

App	Storeの指示にしたがってデバイスにインストールしてください。

AMPLIFi Remote はApple	iPad,	iPhone,	and		iPod	touch	のiOS	v9.0	以降のバ
ージョンに対応しています。

Androidデバイスへのインストール
Google Play™ ストアでLine 6 AMPLIFi Remoteを検索してください。
Google Play™ ストアの指示に従ってデバイスにインストールして下さい。 
AMPLIFi RemoteはOS4.2以降のAndroidデバイスで動作します。
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 Line 6 アカウント
AMPLIFi Remoteの機能をフルにご利用いただくためには、アプリの起動画面で
Line	 6アカウントにログインする必要があります。もしアカウントをお持ちでなければ以下
のURLでアカウント作成してください。 https://line6.com/login.html
アプリのログイン画面でCreate	Newをクリックすることでもアカウント作成できます。

はじめに
アプリのインストールが終わったらさっそく始めましょう！　　　　　　　　　　　　　									
AMPLIFi Remoteのグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)は５つのメインタブ	
Edit,Tones,Tuner,Music,Settingを持っています。　

メモ:ご使用になるデバイス(iOS、Android、タブレット、携帯電話)によってはGUI
のレイアウトや色 な々画面へのアクセス方法に違いが出る場合がありますが、ど
のデバイスを使用しても基本的には同じ機能を搭載しています。

この説明書では主にiPhoneを使用した画面でご説明しています。

Androidやタブレットデバイスでは表示や手順が異なることがあります。

 

App ナビゲーション
ログインするとアプリのナビゲーションスクリーンがiOSではスクリーンの下部、Andorod
では左上のメニューボタンでメイン画面や各種機能にアクセスします。　　　　　　　	
以下では、各機能の画面を両方のOSに対応したもので説明しています。

ナビゲーション	
ボタン (iOS)

                      メインナビゲーション iOS デバイス

メニューボタン 
(Android)
ナビゲーション
ボタン

                       メインナビゲーションAndroidデバイス
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AMPLIFi本体とデバイスの接続
Bluetooth接続することで、AMPLIFi RemoteからAMPLIFi本体をリモートで操作で
きます。AMPLIFi Remoteをご使用になる前にモバイル機器から下記の手順に従っ
てBluetooth接続を行ってください。

•	 AMPLIFiのBluetoothボタンを押してペアリングモードにしてください。（点滅）
•	 iOSデバイスの設定、AndroidデバイスのBluetoothセッティングメニューを開い
てください。
•	 接続可能なAMPLIFiの名称が表示されます。(iOS)　　　　　　　				
Androidをご使用の場合は"Scan	 for	 Devices"を選択してデバイスリストを最
新にしてください。
•	 表示されたAMPLIFiをタップすることで接続が始まります。接続できたら準備完
了です。

•	 AMPLIFi Remoteを起動して"Line	6アカウント"にログインしてください。
•	 AMPLIFi Remoteは自動的にAMPLIFiと接続を始めます。　　　　　　							
接続が終わるとアプリ上にBluetoothボタンが点灯し、スクリーンにモデル名が
表示されます。

•	 AMPLIFi Remoteは"Sync"モードに入り、AMPLIFi本体との音色データや
の同期を行います。同期が完了したらロックする準備完了です！

メモ:Bluetooth接続がうまくいかない場合はP.21をご参照ください。

ファームウェアアップデート
最適なパフォーマンスを得るために、AMPLIFi本体のファームウェアは常に最新で
ご使用になることを　お勧めします。更新可能なバージョンがある場合はAMPLIFi 
Remoteが表示してくれるので、いつでも最新バージョンを確認できます。	

AMPLIFi Remote経由でファームウェアアップデートを行う場合、Bluetoothの技
術上の問題で１時間程度かかる場合があります。　　　　　　　　　　					　　							
ファームエウェアアップデートにはMacやPCで行えるLine 6 Updaterを強くお勧めし
ます。こちらでアップデートを行えば、数分で完了します。

詳細はP.18をご参照ください。
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 エディット画面
エディット画面では音色を自由にカスタマイズすることができます。　　　　　　　　		
作成した音色を自分だけのライブラリに保存したり、世界中にシェアしたりできます。
 

メモ:Androidデバイスではエディット画面にはメインメニューの"Editor"からアク
セスできます。機能や内容は全く同じです。 

A
B
D

G

I

C

F

H

E

A. プリセット名 -	現在選択されているプリセット名が表示されます。元のプリセットか
らパラメータが変更され、まだセーブされてない場合はプリセット名は赤い文字で表
示されます。

B. 新規プリセット作成 - タップすることで新しいプリセットが作成できます。
　　もし、現在選択されているプリセットが保存されていない場合、	現在使用しているプ
リセットを破棄して良いか確認されます。"Yes"を選択すると現状のプリセットは変更
を保存せずに閉じます。"No"を選択した場合は新規音色作成をキャンセルします。-	

*メモ: この機能はAndroidデバイスには現状搭載されていません。

C. プリセットのセーブ	/	共有ボタン	- タップすることで現在の音色をセーブするか
共有するか選択するメニューを表示します。

　　P.7の"プリセットの保存と共有を参照してください。"
	

*メモ: アンドロイドデバイスでは画面上部にあるアップロードアイコン を
　　　タップすることでセーブメニューを表示します。.

D. Tones	&	Detailタブ	ボタン - エディット画面は２つのページを持っています。
　　Tone(左画像)はアンプやエフェクトブロックの現在のパラメータを表示します。
　   Detailはプリセット名やメタデータの詳細情報の画面を表示します。

*メモ: アンドロイドデバイスでは画面上部にあるアップロードアイコン をタップ
することで、Detailの画面を表示できます。

E. シグナルフローパネル - 各アイコンは信号が通るブロックと順番、ON/OFFの
状態を表示しています。変更したいアイコンにタップすると画面下部にそのブロック
のパラメータ等が表示されます。

F. プロセッシングブロック - 数種類あるブロックタイプはその属性や機能を表しま
す。いくつかのブロックはシグナルチェーン内を移動させることができます。移動させ
るためにはブロックを押し続けながらドラッグして移動させて下さい。移動させられる
場所には制限があります。
•	スタンダードブロック - アンプ＆キャビのブロックは選択したアンプやキャビの
モデルを表します。Amp,EQ,Comp,Gateは移動させることができません。

•	 FX ブロック - Volume,Wah,Rebverbはタイプは変更できませんが、移動
できるものもあります。

•	フレックス FX ブロック - Stomp,Mod,Delay,Pitch/Synthなどはエフェクトタ
イプの変更や、よりフレキシブルな移動が可能です。
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G. モデルセレクトボタン - このボタンをタップすることで、選択したブロックタイプの
アンプ、キャビ、エフェクトのモデル選択が行えます。

H. バイパスボタン - このボタンをタップすることでブロックのON/OFFが行えます。
I. ブロックインスペクターパネル -	選択したブロックのエディット可能なパラメータを全
て表示します。

プリセットのエディット
プリセットをエディットする場合は、AMPLIFi RemoteのEditボタンをタップ→各ブロッ
クをタップして、アンプやエフェクトを変更したり、インスペクターパネルのスライダーを使用
して音色の調整をしてください。Bluetooth接続したAMPLIFi本体から出る音色がすぐ
に変更されるのがわかります。

プリセットの保存と共有
プリセットの保存と共有にはいくつかのオプションがあり、Save	or	Publish	Toneボタン
から選択できます。

•	 Save to My Tones & Save to My Tones As - プリセットをオンライン
上の"My	Tones"ライブラリに名前をつけて保存できます。My	Tonesライブラリ
はログインしているLine	6アカウントに保存され、使用するデバイスが変わっても
AMPLIFi Remoteからいつでも呼び出すことができます。

•	 Store on AMPLIFi - このオプションは接続しているAMPLIFi本体のメモリ
にプリセットを保存します。本体に保存可能な全てのバンクとプリセット・ロケーシ
ョンのリストが表示され、その中から選択することができます。

•	 Publish to Line 6 Cloud - AMPLIFiコミュニティにプリセットを共有しま
す。世界中のAMPLIFi Remoteユーザーなら誰でも表示、ダウンロード、評価
をつけることができます。共有する場合はプリセットに関する情報をDetailに記
入することをお勧めします。（プリセットの詳細情報の項参照）

メモ: １度Line	6クラウド上にアップされたプリセットは削除できません。

•	プリセットをツイッター、フェイスブックで共有 - ツイッターやフェイスブック
アカウントをお持ちの場合は、プリセットデータを直接投稿できます。共有する場
合は先にDetailでプリセットの情報を記入することをお勧めします。 

プリセットの詳細情報
Edit画面のDetailタブをタップすることで詳細画面に入り、プリセット名だけでなく関連す
るメタデータや評価を入力する欄もあります。これらの詳細情報を入力することで、さらに
検索されやすくなり、オンラインやSNSで共有する場合は他の項目もできるだけ詳細に
記入してください。
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A

B

C

E
D

*メモ: Andoroidデバイスの場合、DetailにはEdit画面上部の ボタンからア
クセスします。

A. 編集可能な項目 - プリセットの作者名と日付以外はプリセット名など自由に記入
することができます。記入したい項目をタップして入力、もしくはポップアップメニュー
から選択して下さい。

B. 作者名と日付 - この項目は自動的に記入され変更できません。作者名にはLine	
6アカウントの名前が記入されます。（もしくはそのプリセットを作成した他の作者名）
日付の部分は最後にエディットした日付が自動的に表示されます。

C. 評価 -	タップすることでプリセットの評価が行えます。オンライン上の評価として決
定され、他のユーザーからの評価でも変動します。

D. 必須項目についてのアドバイス - 必要な指示が表示されます。アスタリスクが
出ている場合はプリセットを共有する前に曲名、アーティスト名、スタイルなどの必
要な情報を記入することを促しています。(プリセットの保存と共有参照)

E. 楽曲情報の自動記入 - もし、楽曲データに情報が含まれている場合、このボタ
ンをタップすることで自動的に曲名やアーティスト名、スタイルなどの情報が入力さ
れます。

メモ: Detail情報を変更した場合はSaveすることを忘れずに！



9

パラメータのFXノブやペダルでのコントロール設定
AMPLIFi Remoteを使用するとエフェクトのパラメータをFXトゥイークコントロールにア
サインすることができます。これによってAMPLIFi本体のFXノブやエクスプレッションペ
ダルからも操作できるようになります。 

FX	ノブアサイン 

ペダルアサイン

ペダル調整幅 

*メモ: ペダルコントロールにはLine 6 FBVコントローラーが必要になります。

パラメータのFXノブへのアサイン方法
•	 アサインしたいエフェクトのブロックをタップしてください。
•	 アサインしたいパラメータをTweak	Assignの画面が出るまで長押ししてくださ
い。
•	 OKを選択するとアサインされたパラメータのスライダーに"FX"が表示されます。

パラメータのペダルコントロールへのアサイン方法
•	 上記で設定されたパラメータを”Assign	to	Pedal”でYesを選択することでアサイ
ンできます。
•	 ペダルの調整幅は両端をドラッグすることで最小値（ヒールダウンポジション）と
最大値（トゥフォワードポジション）の調整ができます。

トーンスクリーン＆トーンリスト
AMPLIFi Remoteにはプリセットのリストがあります。そこでMy	Tonesライブラリや
AMPLIFi本体のメモリー、Line	6クラウドのプリセットリストを編集できます。　　　							
トーンリストはiOSデバイスとAndroidデバイスで表示が少し異なります。

A
B

D
E

C

The	Tones	-	iOSデバイス上でのMy	Tonesスクリーン

iOSデバイスでは、トーンスクリーンでリストを確認できます。（上画像）Androidデバイスの
場合は、メインメニューから"My	Tones(Favirites含む)""Tone	Serch""AMPLIFi"を選択
します。（次ページ画像）

表示される内容や機能はiOSとAndroidで違いはありません。 
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Androidデバイスではメインメニューから選択してください。

A. トーンリスト選択 (iOS	デバイス) - 表示したいリストをタップしてください。
•	 My Tones - My	Tonesに保存したプリセットが表示されます。プリセットを呼び
出したい場合やAMPLIFi本体に保存、オンラインに共有する場合はここから行
います。(P.7	プリセットの保存と共有参照)

•	 Favorites - トーンマッチング機能を使用した際にFavirites(お気に入り)を設
定したプリセットが表示されます。(トーンマッチング参照	P.13)

•	 Cloud - 世界中のユーザーが作成した膨大な量のプリセットを検索できます。
•	 AMPLIFi Device - Bluetooth接続している場合にAMPLIFi本体のバンク/
プリセットがリスト表示されます。List	Editボタンをタップすることで編集できます。

B. Search - 検索したい項目(アーティスト、曲名、プリセット名、スタイル他)を入力する
と、選択しているリストから検索できます。

メモ: Androidデバイスではサーチアイコン をタップすることで、選択しているリ
ストから検索できます。

C. リスト内容	- 選択しているリストの内容が表示されます。上下にスクロールするこ
とでリスト内を全て表示できます。

D. リストエディットボタン - 選択しているリストの編集モードに入ります。リストによっ
て内容が異なります。
•	AMPLIFi	本体リスト - プリセット名の右側に表示されているグラブハンドル
を押しながらプリセットを上下にドラッグすることでリストを再構築できます。
•	 AMPLIFi本体の内蔵メモリのバンク/プリセットも同様です。

メモ:Androidデバイスでは画面上部の をタップすることでAMPLIFI本
体のリストの編集モードに入ります。

•	My	Tones	and	Favorites	リスト - 各音色の左側に削除ボタンが表示
されます。

メモ: Androidデバイスでは画面上部の をタップすることでMy	Tones/
Favoritesリストの編集モードに入ります。

E. トーンエディットボタン - 各音色の右側に表示される >をタップすることでEdit
画面にそのプリセットが呼び出されます。

プリセットの削除
トーンリストからプリセットを削除したい場合

•	 iOSデバイス - をタップしてエディットモードに入り、削除したいプリセット
を選択するか、リスト上で左にスワイプして削除ボタンをタップして下さい。

•	Androidデバイス - 画面上部の をタップして削除したい音色を選択して 
をタップしてください。
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AMPLIFI本体へのプリセット保存
プリセットをAMPLIFi本体の内蔵メモリに保存可能です。iOSとAndroidデバイスで若干
内容が異なります。

iOSデバイスの場合	- My	TonesかFavorites内のプリセットを選択し、音色名
右側のアップロードボタン

My	TonesかFavorites内のプリセットを選択し、音色名
をタップします。

Edit画面の右上にも同じアイコンが表示されます。ここでは現在使用しているプリ
セットをAMPLIFi本体に保存できます。（Line	6クラウドから呼び出した音色も可
能です！） 
•	 アップロードボタンをタップして、Store	on	AMPLIFiを選択してください。
•	 保存したいBank/Presetの場所を選択してください。すでにその場所に別の音
色がある場合は上書きされます。

Androidデバイスの場合 - MyTonesかFavoritesの音色を選択している場
合、画面上部のSave	to	Hardwareをタップしてください。
•	 保存したいBank/Presetの場所を選択してください。すでにその場所に別の音
色がある場合は上書きされます。

もし、Line	6クラウドかプリセットを呼び出した場合は最初にMy	Tonesに保存する
必要があります。Edit画面から保存してください。
•	 画面上部の 	をタップしてください。
•	 Detailに詳細情報を入力してください。
•	 画面上部の をタップしてSave	to	My	Tonesを選択してください。 
•	 My	Tonesから上記の方法に従ってAMPLIFi本体に保存してください。

	ミュージックスクリーン
ミュージックスクリーンではモバイルデバイス上の音楽ライブラリや無料のLine	6ジャムト
ラック、またトーンマッチング機能を搭載した音楽プレイヤーにアクセスできます。アクセス
したら最初にPlay	My	Music(音楽ライブラリ)かPlay	Jam	Tracks(Line	6ジャムトラッ
ク)を選択してください。
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デバイス内蔵ソングの再生
Play	My	Musicを選択すると、デバイスに内蔵された音楽ライブラリが表示されます。通
常の音楽ライブラリと同様にアルバムやアーティスト、曲名で表示できます。楽曲を再生
するといくつかのオプションが画面に表示されます。

A

F

B
C D

E

A. 再生中の楽曲 - 画面上部に再生中の楽曲のアルバムアート、曲名、アーティス
ト、アルバム名が表示されます。(デバイスの音楽ライブラリ内の楽曲のみ可能)

B. スクラブバー - ドラッグすることで再生中の楽曲の任意の位置に移動できます。
C. 1/2	スピードボタン - このボタンをタップすることで楽曲の再生スピードを1/2に
変更できます。練習時に威力を発揮します。

*メモ: この機能は現時点ではiOSデバイスのみです。

D. ループリピートボタン - このボタンをタップすることで楽曲の繰り返しなどの設定
を行います。このボタンが白色で表示されている場合は繰り返しません。赤字で表
示されている場合はストップするまで繰り返し続けます。さらに赤字で"1"も表示され
ている場合は１度だけ繰り返します。

E. トーンリスト - トーンマッチング機能が自動的にLine	6クラウドから人気のあるプリ
セットと自分のプリセットからオススメを表示します。

F. 巻き戻し,	再生/ストップ,	早送りボタン 
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 トーンマッチング
革新的なLine	6のトーンマッチング機能はパーフェクトな音色を選択してくれます。音楽
ライブラリから楽曲を再生すると、AMPLIFi Remoteは自動的にあなたの保存してい
る音色とLine	6クラウドライブラリ上から楽曲にあったプリセットを探します。

B

A

C

D

A. Tone Matches - Favorites、Recommended、Similarなどに分類されている検
索された音色数が表示されます。一番上にあるプリセットが自動的にAMPLIFi本
体に呼び出されます。(自動音色呼び出し機能を使用している場合はP16を参照し
てください。)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		
タップするだけで表示された他の音色も呼び出すことができます。ギターを弾いて
音色を確認してください。(楽曲再生中でもトーン画面にアクセスできます。)

B. Favoriteボタン - このボタンをタップすることで自動的にFavoritesにプリセットが
保存されます。次に同じ楽曲を再生される際に自動的にこの音色が呼び出されま
す。

C. エディットトーン - タップすることでEditスクリーンを表示します。さらに音色を調整
したり、そのプリセットを保存できます。

D. Moreボタン - 表示しきれない他の音色があることを示しています。タップして下方
向にスクロールして確認してください。

メモ: P.11のミュージックスクリーンでミュージックプレイヤーの機能を参照してく
ださい。

ジャムトラックのダウンロード
Play	Jam	Tracksを選択した場合、最初からすぐに再生可能なトラックがでDemoフォル
ダーに入っています。他のカテゴリのトラックはダウンロードが必要です。表記されている
スタイルごとのトラックを無料でダウンロードできます。 

メモ: ジャムトラックをダウンロードするにはデバイス上に最大で30MBの空き領
域が必要になります。
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Line 6 Jam Tracks screen

カテゴリーセットをダウンロードすると、そのフォルダー内のトラックを表示できます。削除し
ない限りAMPLIFi Remote app内に保存されます。

ジャムトラックの削除
ジャムトラックはカテゴリフォルダー、もしくは楽曲ごとにいつでも削除できます。１度削除
したカテゴリはもう一度ダウンロードすることができます。 

•	 iOSデバイス - 削除したいフォルダを左にスワイプしてDeleteをタップしてくだ
さい。

•	Androidデバイス - ジャムトラックスクリーンの をタップしてカテゴリフォル
ダーを選択し、 をタップしてください。

ジャムトラックの再生
ダウンロードしたジャムトラックのフォルダーを選択すると再生リストとオススメの音色デー
タが表示されます。詳細は次ページをご参照ください。

A

B

C

Jam Tracks - Tracks List
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A
B

Jam Tracks - Tones List

A. トラック/トーンリスト - 表示したいリストをタップしてください。:*
•	トラックリスト- 選択されたカテゴリーのトラックが表示されます。トラックをタッ
プすると再生します。

•	トーンリスト - このカテゴリーでオススメの音色を表示します。トラック/トーンリ
ストを再生しながら切り替えて選択することができます。

*メモ: タブレットの場合はトラック/トーンリストが１画面で表示されます。

B. コンテンツリスト - 現在呼び出しているトラック、もしくはオススメの音色リストが表
示されます。

C. トランスポートコントロ－ル - 楽曲再生に使用します。
•	巻き戻し,	再生/停止,	早送りボタン
•	ループリピートボタン - このボタンをタップすることで楽曲の繰り返しなどの設
定を行います。このボタンが白色で表示されている場合は繰り返しません。赤字
で表示されている場合はストップするまで繰り返し続けます。さらに赤字で"1"も
表示されている場合は１曲だけ繰り返します。

•	スクラブバー - ドラッグすると再生中の楽曲の任意の位置に移動できます。

全体の音量とギターアウトプットの音量調整
LevelをタップすることでAMPLIFi本体のマスターボリューム、ギターボリュームをリモート
で操作できます。スライダーを操作することで楽曲とギターの音量バランスを調整するこ
とができます。

*メモ: Androidデバイスの場合はメインメニューからアクセスします。
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チューナー画面
ギターをAMPLIFi本体に接続して弦を弾くと自動的にピッチの検出、音名とグラフの表
示が行われます。もし、中心より左の赤いバーが点灯している場合はピッチが低く、右
にある場合はピッチが高い状態を表します。下の画像のように中心の緑色が点灯して
いる状態はチューニングが合っている状態です。チューナー画面が表示している際は
AMPLIFi本体は自動的にミュート(消音)されます。

チューナー画面

セッティング画面
AMPLIFi Remoteの設定やバージョン確認が行えます。

セッティング画面
Log	Out	ボタン - Line	6アカウントからログアウトする場合に使用します。ログアウト
するとLine	6クラウドなどのオンライン機能は使用できなくなります。
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About AMPLIFi Remote - AMPLIFi Remoteのバージョンや使用許諾等が
確認できます。

AMPLIFi Remote Help - line6.comのサポートページにリンクしています。
Device Flash - 接続しているAMPLIFi本体のファームウェアバージョンを表示しま
す。新しいバージョンが配布されている場合はここに表示されます。この画面から直接フ
ァームウェアアップデートが行えます。

*メモ: app経由でファームウェアアップデートを行う場合、Bluetoothの技術上
の問題で１時間程度かかる場合があります。　　　　　　　　　　　　　
ファームウェアアップデートにはMacやPCで行えるLine 6 Updaterを強くお
勧めします。こちらでアップデートを行えば、数分で完了します。P.18のLine	6	
Updaterを使用したファームウェアアップデートを参照してください。

•	 Device	Flashメニューをタップして、新しいバージョンが表示されている場合はタ
ップしてください。

 Device	Updates	画面 

•	 左の画像ではAMPLIFi75のファームウェアのバージョンは2.10ですが、新しい
バージョンの2.50.2が配布されていることをアナウンスしています。新しいバージ
ョンをタップしてアップデートしてください。

Firmware Update - 詳細情報

•	 アップデートの詳細情報	-	READ	MEをタップすることで詳細な情報が表示さ
れます。

Device Selection - Bluetooth接続されたデバイスを表示し、音色のエディットや音
楽再生を行うか選択できます。
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Auto Tone Loading - この項目がONになっている場合は、楽曲再生した場合に
AMPLIFi本体にFavoriteやトーンマッチング機能のオススメのプリセットを自動的に呼
び出します。この機能をOFFにした場合は自分で操作しない限りプリセットは呼び出され
ません。

Hide Songs Not on Device* - この項目がONになっている場合はデバイス上に
ダウンロードされている楽曲のみリストに表示されます。（クラウド上で再生する楽曲デー
タは表示されません。）

*メモ: Android	 appはこの項目がありませんが、同様にデバイス上に保存されて
いる楽曲しか再生できません。

Tap Tempo LED - AMPLIFi本体のTAP	Tempoボタンを消灯できます。
Notify of Tweak Reassign* - この項目がONになっている場合、FXノブのアサイ
ンが新しいパラメータに変更される際に警告が出ます。P.9のパラメータのFXトゥイークノ
ブやペダルコントロールの設定をご参照ください。

*メモ: この機能は現時点ではiOSのみでご使用いただけます。

	Line	6	Updaterを使用したアップデート
Line	6	UpdaterはMacやPCからAMPLIFi本体(または他のLine	6商品)をUSB経由
でアップデートするためのアプリケーション(無償)です。アップデートに関して速さと確実
性においてオススメな方法です。以下のURLより最新バージョンをダウンロードしてくださ
い。http://jp.line6.com/software/

*メモ: Windowsマシンに接続する前にhttp://jp.line6.com/software/から最
新のAMPLIFi	USB	Driverをダウンロードして下さい。(Macの場合はDriverは
不要です。)

Line	6	Updaterの使用方法
AMPLIFi本体とPCをUSB接続、Line6	Updater起動する前に他に起動しているアプ
リケーションがある場合は全て終了してください。このアプリケーションは自動的に接続
されているAMPLIFIを検出＆表示します。表示されたらクリックして次の画面に進んでく
ださい。

もし、AMPLIFi本体のファームウェアのバージョン更新する場合は、最新バージョンをク
リックし、リリースノートを確認後、画面の指示に従ってアップデートを実行してください。

重要! アップデートが完了するまで他の操作や電源OFFは絶対に行わないで
ください。
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よくあるご質問
Q AMPLIFI本体を工場出荷状態に初期化する方法は？

A AMPLIFi30,75,150,TTを工場出荷状態に初期化するにはMaster	
VolumeノブとToneノブを押しながら電源を入れてください。Master	Volume

の周りのLEDが点灯するまで押し続けてください。
AMPLIFi	 FX100を工場出荷状態に初期化するにはMaster	 VolumeノブとTAP
ボタンを押しながら電源を入れてください。LEDディスプレイに'01'と表示されるまで
押し続けてください。

Q AMPLIFi本体とモバイルデバイスのBluetooth接続に問題が生じた
場合はどうすれば良いですか？

A AMPLIFi本体のファームウェアのバージョンとAMPLIFi Remoteのバージ
ョンを確認して最新の状態にしてください。P.21のBluetooth接続も確認して

ください。

Q モバイルデバイス上の他のアプリと切り替えたときにAMPLIFI	
Remoteとの接続に問題が生じた場合はどうすれば良いですか？
AMPLIFI本体とモバイルデバイス間のBluetooth接続に加えて、ハードウェアと
AMPLIFi	Remoteの間に別の同期の問題がある可能性があります。仮にデバイ
ス上でAMPLIFI本体とのBluetooth接続が確認できていても、アプリを閉じたり最
小化したときにアプリとハードウェアの接続を再構築する必要があります。この場合
は再びAMPLIFi	Remoteを起動すると自動的に数秒で接続を再構築します。
AMPLIFi	Remoteのメインメニューを確認して'connected'が表示されるまで他の
操作をしないでください。もし、自動的に再接続されない場合、iOSの場合はHome
ボタンを素早く２回押してAMPLIFi	Remoteを画面上部にスライドさせアプリを一
旦終了してください。Androidデバイスは起動中のプログラムリストから左右にスラ
イドさせてアプリを一旦終了させてください。それからAMPLIFi	Remote	appを起動
すると、自動的に接続を開始します。

Q AMPLIFi	Remoteのミュージックプレイヤーでモバイルデバイスに保存
されていないクラウド上の楽曲を再生できますか？

A AMPLIFi	Remoteはモバイル本体に保存されている楽曲のみ再生できま
す。iOSデバイスの場合はセッティングスクリーンで’Hide	Songs	Not	On	

Deviceを選択することでモバイル本体の音楽ライブラリに保存されている楽曲の
みを表示させることができます。Androidはこの機能はありませんが、同じく本体に
保存されている楽曲のみ再生できます。’

Q プリセットによって音量差が大きい場合どうすれば良いですか？

A プリセットの音量は様 な々要素で決定されます。アンプモデルのドライブ量や
EQのセッティング、EQ/Compressionのゲインのセッティング、エフェクトの

セッティングなどがありますが、最も重要なのはアンプのVolumeです。Edit画面から
アンプ/キャビアイコンをタップして下部にあるVolumeのスライダーを左右に動かし
てプリセット全体の音量を調整してください。従って、他のプリセットとの音量差を調
整するには各プリセットのアンプモデルのVolumeを調整してください。
一般的な目安としてクリーンのアンプモデルはより高いVolumeが必要になり、歪み
の多いサウンドはVolumeを下げる必要があります。サウンドを選んだり調整する時
はプリセットによってはラウドなアンプモデルや極端なゲインやEQセッティングをして
いる場合もあるため、突然の大音量やフィードバックを避けるためにAMPLIFi本体
のMasterVolumeは低めにセッティングすることをオススメします。
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Q AMPLIFiをリモートでコントロールできるフットコントローラーはあります
か？

A AMPLIFi本体にはFBV™端子を装備しており、Line	6	FBV	Express	MKⅡ
、FBV	Shortboard	MKⅡ、FBV	3	コントローラーデバイスが使用できます。

*メモ:この場合FBV3はMKⅡ	 Compatibilityモードでの使用になります。下記の
URLをご参照下さい。
http://line6.jp/products/amps/#foot-controllers 

Q Line	 6	 EX-1エクスプレッションペダルをAMPLIFI本体とFBVコントロ
ーラーで使用できますか？

A ご使用いただけます！FBV	3とFBV	Shortboard	MKⅡには外部エクスプレッ
ション入力があり、ここにEX-1を接続すると追加のエクスプレッションペダルと

して使用できます。もしこの方法でEX-1を接続した場合はワウのON/OFF切り替
えをFBVのトゥスイッチで行ってください。　　　　　　　　　　　　	　　		
Assign	to	PedalをYesにしている場合は、FBVのオンボードペダルがアサインされ
たFXノブのパラメータを操作します。(FXノブとペダルコントロールへのパラメータア
サイン参照)

Q FBV	 3やFBV	 Shortboard	 MKⅡを使用して個別にエフェクトのON/
OFFを切り替える方法を教えてください。

A AMPLIFI本体にはストンプ、モジュレーション、フィルター、ディレイのエフェクト
をアサインした際にFBV	 3、FBV	 Shortboardのそれぞれのスイッチにアサイ

ンされる機能を持っています。FBVコントローラーを接続した状態でAMPLIFi	
R e m o t e のプリセットウィンドウを開いた場合、アイコンの上
に'S'(Stomp),'M'(Mod),'D'(Delay)の文字入りのバッジがでわかりやすく表示さ
れ、FBVスイッチにアサインされているのがわかります。さらにリバーブは常に
Reverbのフットスイッチに、コンプレッサーは常にFunction	1に設定されます。
FBV3の場合はFS1=Comp、FS2='S'、FS3='M'、FS4='D'、FS5=Reverbに対
応しています。

*メモ: FBV	3はマルチカラーLEDを搭載していますが、AMPLIFiがこの機能をサ
ポートしていないためLEDは常に赤色で点灯します。

Q AMPLIFiは同時に複数のデバイスとBluetooth接続できますか?

A できません。AMPLIFiシリーズはBlutoothのマルチ接続に対応していませ
ん。もしすでにあるデバイスとBluetooth接続しているときに他のデバイスと

接続したくなったら、本体のBluetoothボタンを長押しして現在ペアリングしているデ
バイスとの接続を解除すると再びデバイスから検索できる状態になるので、接続し
たいデバイスでBluetooth接続を行って下さい。

Q AMPLIFi	Remote	appをPOD	HD500Xのような他のLine	6製品で音
色の呼び出しやエディットに使用できますか？　　　　　　　　									
またSonicPort、SonicPortVX、Mobile	Inで使用できますか？

A AMPLIFI	Remote	appはAMPLIFi専用のためご使用になれません。

Q AMPLIFiで採用しているBluetoothのバージョンは？またどのコーデック
をサポートしていますか？

A Bluetooth2.1を採用しています。コーデックに関してはSBCのみサポートして
います。

Q AMPLIFIの製品登録はどこで行えますか?

A Line	6アカウント作成後にアカウントサービス（http://line6.jp/support/
account-service.html）からログインし、アカウント情報メニュー（人型のアイコ

ン）から’Registerd	Gear’を選択し登録を行ってください。シリアルナンバーは'(21)
TMAから始まるので残りのナンバーを入力してください。

Q AMPLIFiへの感想や提案をどこかで行えますか？

A IdeaScale	Page(英語のみ)にアクセスすることで、あなたのアイデアや提案
を投稿することができます。

http://line6.jp/products/amps/#foot-controllers 
http://line6.jp/support/account-service.html
http://line6.jp/support/account-service.html
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Q AMPLIFIの保証に関する情報はどこで確認できますか？

A こちら(http://line6.jp/support/)より保証と修理から製品の保証に関する
情報をご確認下さい。

Q AMPLIFIの修理が必要になった時はどうすれば良いですか？

A こちら(http://line6.jp/support/)より保証と修理から修理情報をご確認下
さい。

トラブルシューティング
Bluetooth接続
Bluetooth通信障害 
もし楽曲再生中にドロップアウトや、AMPLIFi本体とAMPLIFi	Remoteとの接続が一
時的に難しいなどの予期しない症状が起こった場合は、Bluetooth接続の通信障害が
起こっている可能性があります。以下にいくつかよくある事例を紹介します。

•	 建物の構造や置いてあるもの(金属など)によって、接続する２つの機器の間を
遮断されている場合。
•	 2.4GHz帯もしくは5GHz帯で動作しているワイヤレス機器がある。
•	 Wi-Fi機器、ルーター、ホットスポットや関連機器
•	 他のBlutooth機器や関連機器
•	 衛星放送などの機器
•	 電線、電車の架線、発電所など

接続に関する問題の解決
下記に列記した解決方法を試してください。 

•	 AMPLIFI	Remoteをホームボタンを素早く２度押ししてスライドして終了後アプリ
を再起動
•	 接続したいBluetooth機器が10m以内にあることを確認してください。
•	 モバイルデバイスをAMPLIFi本体に近づけたり、遮るものがないように設置して
ください。
•	 モバイルデバイスとAMPLIFi本体両方で接続を確認してください。
•	 モバイルデバイスの設定ですでにリストに表示されているAMPLIFiを削除
し、AMPLIFI本体のトップパネルにあるBluetoothボタンを２−３秒長押しすると
早い点滅に変わりAMPLIFi本体がペアリングモードに入ります。再びモバイル
デバイスから接続を行ってください。

http://こちら
http://line6.jp/support/
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•	 モバイルデバイスで接続が行われない場合は、一度Bluetooth機能をOFFにし
て再び接続を行って下さい。
•	 AMPLIFI本体の電源ケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。
•	 AMPLIFi本体の電源を入れ直して接続をやり直してください。
•	 AMPLIFI本体のファームウェアのバージョンが最新かどうか確認してください。			
P.18のLine	6	Updaterを使用したアップデート方法をご参照ください。
•	 通信障害を引き起こす可能性のあるものが近くにないか確認し、AMPLIFi本体
やモバイルデバイスを移動して通信障害を引き起こす可能性のあるものから遠
ざけてください。また、そのものを移動させてください。


