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警告:	 火災や感電を防ぐため、製品を雨や湿気にさらさないでください。

警告:	 火災や感電を防ぐため、ねじ等を外さないでください。この内部に一般ユーザーが扱える部品はありませ
ん。有資格のサービス担当者にお問い合わせください。

本機はFCC	規定のパート15に従って、クラスBデジタル機器に準拠することがテストによって確認されています。これらの規制は居住地区で本機使用にあたり有
害な干渉を防止するために設けられています。本機は電波エネルギーを発生、使用、放射しますので、取扱説明書に従って取り付けおよび使用された場合には、無
線通信に有害な電波障害をきたす恐れがあります。しかし、そのような干渉が特定の設置環境下で起こらないことを保証するものではありません。本機によりラジ
オやテレビの受信に電波干渉が起こるようであれば（これは機器の電源を一度切ってから入れるとわかります）、以下の手段を一つまたは複数用いて電波干渉を避
けてください。
—	受信アンテナの向きや置き場所を変更する。
—	本機と受信機の距離を離す。
—	受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに本機を接続する。
—	販売店または経験の豊富なラジオ/TV技術者に問い合わせる。

 重要注意事項

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。機器の
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
感電の恐れがあるため決して開

けないでください。
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これらの重要注意事項をよくお読みください。この取扱説明書は大切に保管してください。
•	 これらの指示事項をお読みください。

•	 これらの取扱説明書を保管してください。

•	 全ての警告事項をお読みください。

•	 全ての指示事項に従って下さい。

•	 本機を水の近くで使用しないでください。

•	 お手入れは乾いた布のみを使用してください。

•	 換気用の開口部を塞がないでください。メーカーの指示に従って設置してください。

•	 暖房器具やパワーアンプなど、熱源の近くに本機を設置しないでください。

•	 本機はアース付き電源コンセントに接続しなければなりません。

•	 分極または、アース付きプラグの安全機能を無効にしないでください。分極プラグには二つのブレードがついていて、一方が他方より幅広になっています。接地タイプのプラグ
には二つのブレードと、アース接続用のプロングが１つ付いています。幅広のブレードまたは３番目のプロングは安全用です。万が一本機に同梱されているプラグがお客様のコ
ンセントに合わない場合は、電気技師にお問い合わせの上、コンセントを旧式タイプと交換してください。

•	 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用してください。

•	 本機の設置は弊社の推薦するカート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルなど、または本機に合わせて販売された製品を使用してください。カートを使用して
本機を移動させる際は、落下等で怪我をしないように十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。

•	 本機を水滴のかかる場所に設置して使用しないでください。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：	火災や感電を防ぐため、製品を雨や湿気にさらさないでください。

•	 アプライアンス・カプラは電源の遮断機器として使用されていて、常に操作できる状態に保たれています。

•	 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

	 •	本機が雨や湿気にさらされたとき	

	 •	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



新たに創り出されたギターアンプ
AMPLIFiは単なるアンプではありません。今まで味わえなかったギター演奏
をお楽しみいただけます。
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、ジャム演奏を行なったり、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するのにも最適です。
	AMPLIFiワールドの中心的な存在となるのが画期的なiOSアプリです。ギタ
ーリグをワイヤレスでコントロールできる他、音楽ライブラリーにマッチしたト
ーンを自動的に選んで再生したり、ギタリストのオンライン・コミュニティへ接続
することができます。

AMPLIFi 30 の特徴:
•	 デスクトップ・ギターアンプ
•	 Bluetoothでストリーミング可能なオーディオ・デバイス(Android™、	iOS、	
Mac®またはPCに対応)
•	 優れたステレオ・デザインにより、音楽再生時の素晴らしいサウンドクオリテ
ィを実現
•	 AMPLIFi	Remote	アプリ
•	 ワイヤレスでギターリグのあらゆる要素のコントロールとエディットが可能
•	 自動トーン・マッチングが瞬時に音楽ライブラリーにマッチしたトーンを選択
•	 AMPLIFiコミュニティで無数のサウンドの作成、シェア、ダウンロード、評価
が可能
•	 	iPhone®	6	Plus,	iPhone	6,	iPhone	5s,	iPhone	5c,	iPhone	5,	
iPhone	4S,	iPad®	Air	2,	iPad	Air,	iPad	mini	3,	iPad	mini	2,	iPad	
mini、iPad	(第4世代)、iPad	(第3世代)、iPad	2	とiPod®	touch	(第5世
代)に対応	OS	v4.2または以降が搭載されたAndroidデバイスに対応

トップパネルのコントロール
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1. POWER - このボタンを押して電源を入れます。初期設定にリセットする
場合は、マスター・ボリューム・ノブとTONEボタンを長押ししながら電源を
入れてください。

2. Bluetooth® ペアリング・ボタン - AMPLIFiアンプはBluetooth
を利用して、iOSデバイスとワイヤレスでコミュニケーションしま
す。AMPLIFi Remoteアプリを立ち上げる前に、Bluetoothを以下の
ように設定してください:
アンプをお使いのiOSデバイスとペアリングするには:

•	Bluetoothボタンを押してペアリング・モードに入ってください	–	ボタン
が点滅します。
•	お使いのアンプ固有の名称がiOSデバイスに表示されます。
•	アンプの名称を選択します。これでペアリングは完了です！

3. ギター・インプット - ここに6.35mmのギター・ケーブルを接続しま
す。AMPLIFiアンプはスタンドアローン・モードで、またはAMPLIFi 
Remote	アプリと共に使うことができます。

4. トーン・コントロール - iOSデバイスでAMPLIFi	Remoteアプリを使用
すると、そのアプリのエディターで全てのトーンを調整することができま
す。また、本体パネルの以下のトーン・コントロールを使い、ギターサウンド
を微調整することも可能です：
DRIVE:	選択したアンプ・モデルのドライブレベルを調整します。
BASS, MID, TREBLE:	選択したアンプ・モデルのトーンに合わせ、ベ
ース、ミッド、トレブルを調整します。
FX:	プリセットと共に保存し、AMPLIFi	Remoteアプリで選択したFXパ
ラメーターを調整します。
REVERB:	現在のギター・プリセットのリバーブ・レベルを調整します。

5. マスター・ボリューム・ノブ - この大きなノブはAMPLIFiアンプの全体の
音量をコントロールします。また、オーディオ全体のミックスとバランスを
取りながらギターレベルを調整するという第二の機能もあります。これは
曲に合わせてジャム演奏している際に、ギターレベルを上下させるのにと
ても便利です。
マスター・ボリューム・ノブを押して第二の機能を作動させ、ギターのレベ
ルを合わせることで、良いバランスを得る事ができます。
5秒後にノブはマスター・ボリュームの機能に戻ります。

 
マスター・ボリュームLEDリング

	 マスター・ボリュームLEDリング - マスター・ボリューム・ノブの回りにあ
るLEDのリングは、調整可能なパラメーターによって点灯が以下のように
変わります：
•	マスター・ボリューム:	LEDはマスター・ボリュームのレベルを示す赤に
点灯します。
•	ギター・レベル：	ノブを押して第二の機能を作動させた場合、全てのLED
が白く点灯し、ギターのレベル調整量は赤く点灯します。
•	トーン・コントロール：	個々のトーン・コントロールを調整する際、保存さ
れたレベルが赤で表示されます。ノブを回している際には、他のLEDが
白く点灯して現在のレベルを示します。



6.  TONEボタン - 	AMPLIFi	アンプの内蔵メモリーには4つの	プリセット
A, B, C、Dが搭載されています。これらは最大4つのお気に入りプリセッ
トにいつでも書き換えることができます。

A
B
C
D  

TONEとTAP ボタン

プリセットを呼び出すには：	TONEボタンを繰り返して押すと、プリセッ
トA、B、C、Dの順に切り替わります。現在選択しているプリセットが白い
LEDで示されます。

お気に入りのプリセットを保存するには：

•	TONE	ボタンを長押しします。プリセットAのLEDが点滅します。
•	ボタンを繰り返して押すとプリセット・スロットが次々と切り替わります。
•	希望のプリセット・スロットを選択し、TONEボタンを2秒間長押ししま
す。
•	選択した場所（スロット）にプリセットがお気に入りとして保存されます。

7. TAP ボタン - 	TAPボタンを数回押すと、ディレイおよび	Tap	Tempo	
機能を持つその他のエフェクトのテンポを設定することができます。
チューナー・モード -	TAPボタンを数秒長押しするとチューナー・モー
ドに入ります。ギターで単音を出すと、チューナーがそれを自動的に検知
します。音がフラットしている場合はLEDリング内で中心より左、シャー
プしている場合は中心より右にLEDが点灯します。チューニングが合え
ば、LEDの中心が点灯します。チューナー・モードは、ボタンやノブのどれ
を押しても終了することができます。
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8. ヘッドフォン - ここに6.35mmのステレオ・ヘッドフォン・ケーブルを接続
します。ヘッドフォンの音量はマスター・ボリューム・ノブでコントロールし
ます。



リアパネルの接続
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8. AUX IN - 外部ミキサーや、マイク、キーボード、その他の楽器など、他の
デバイスは、3,5mm	AUX	INへ接続します。

9. FBV PEDALインプット - 	Line	6	FBV	ExpressまたはFBV	
Shortboard	MkIIをここに接続します。以下のFBV機能を使用できます：
•	プリセットA、B、C、D	の選択
•	Tap	Tempoおよびチューナー
•	アサインしたパラメーターをエクスプレッション・ペダルでコントロール

10. USB ポート - 現時点では機能していません
11. DC IN - 同梱の9VDCパワーアダプターを使用して電源を供給します。

iOS用AMPLIFi Remote アプリ
無料のAMPLIFi	Remote	iOSアプリケーションの最新版をApp	StoreSMか
らダウンロードしてください。
オンラインの際には、AMPLIFi	アンプの製品登録もお忘れなく！

Android用AMPLIFi Remote アプリ
無料のAMPLIFi	Remote	Androidアプリケーションの最新版をGoogle	
Play™ストアからダウンロードしてください。
オンラインの際には、AMPLIFi	アンプの製品登録もお忘れなく！	

AMPLIFi ファームウェア・アップデート
必ずAMPLIFiアンプの最新版ファームウェアをお使いください。ファームウェア
のアップデートが可能な場合は、その旨がAMPLIFi Remoteアプリに表示さ
れ、ファームウェアが最新版であるかどうかが一目でわかるようになっています。




