Deluxe Bass Big Muff Pi
お買い上げ頂きありがとうございます。この Deluxe

▋▍▏コントロール

▏▍▋

Bass Big Muﬀ はベースに最強の歪みとサステインを
与えます。本機は、既に多くのプレイヤーにご愛用

VOLUME：マスターボリュームです。入力信号と同

頂いている Bass Big Muﬀ に更に機能を加え、より

じレベル（ユニティゲイン）から 14dB ブーストで

ビッグなサウンドに、より多用途に使えます。この

きます。

説明書を読んで様々な機能を試して下さい。
BLEND：エフェクトが掛かっていないドライ音と、
ディストーションが掛かったウェット音をミックス

特長
ビ ッ グ マ フ と 同 じ コ ン ト ロ ー ル・レイア

します。左に目一杯回せば 100% ドライ音、右に目

ウト ：Sustain、Tone、Volume

一杯回せば 100% ウェット音です。真ん中では丁度

クロスオーバー・フィルター：歪み音＆ドラ

50：50 になります。

イ音のトーンを別々に調整してミックス可能
ゲート：ハムやノイズを除去

TONE：ディストーションが掛かったエフェクト音

入力パッド：アクティブピックアップに対応

のトレブルとベースを調整します。トーンの周波数

ブレンド：エフェクト音とドライ音のミック

はベース・ギター用に設定してあります。ノブを右

スを調整

に回せばトレブルが強調されディストーション感も

DI 出力：ミキサーや録音機器に直接接続可能

アップします。

ボリューム：バイパス音とエフェクト音の音
量バランスを調整

SUSTAIN：サステインとディストーションを調整し

バッファード・バイパス：高品質なバッファー

ます。オリジナルの Big Muﬀ サウンドです。

回路により低域の周波数特性を最適に。
ダイレクト出力：バッファー出力のドライ音

GATE：ノイズゲートです。ディストーションサウン

のみを 2 つ目の機器に出力

ドに設定して弦をミュートします。ノブを左に絞っ
た状態から始めて、徐々に右に回します。

この Deluxe Bass Big Muﬀ のルーツは、ベーシスト

ノイズが消えたところが丁度よいポイントです。

に好評だった、戦車の様な緑色でおなじみの 90 年
代ロシア製 Big Muﬀ と、70 年代からあるオリジナル

HPF：CROSSOVER（クロスオーバー）機能が ON の

のアメリカ製 Big Muﬀ にあります。

場合に使います。ディストーション・サウンドにハ

本機にはその両方の要素があります。音の特性は両

イパス・フィルターが掛かります。周波数の可変幅

方の Big Muﬀ を受け継ぎ、更に今までよりも幅広い

は 125Hz 〜 1.75kHz です。右に回すと周波数が高く

音作りができる機能が満載です。

なります。
LPF：CROSSOVER（クロスオーバー）機能が ON の
場合に使います。ドライ音にローパス・フィルター
が掛かります。周波数の可変幅は 60Hz 〜 10kHz で
す。右に回すと周波数が高くなります。

INPUT：入力ゲインを切り替えます。高出力のアク
ティブ・ピックップを使用する場合は、-10dB に設
定します。

設定例

SAMPLE SETTINGS

DISTORTED BASS

CROSSOVER: OFF

HAIRY BOOST

CROSSOVER: OFF

STONER ROCK

CROSSOVER: ON

NEXT DOOR BASS

CROSSOVER: ON

BYPASS：ON ／ OFF スイッチです。ON で赤い LED
が点灯します。OFF の時は高品質なバッファー回路
を通ります。
CROSSOVER：クロスオーバー回路の ON ／ OFF で
す。ON で緑の LED が点灯します。クロスオーバー
を ON にすると、高域と低域、それぞれのトーンを
別々に調整できるようになります。高域は HPF ノブ、
低域は LPF ノブで調整できます。本機では HPF は歪
みサウンド、LPF は歪んでいないドライ音を調整し
ます。
▋▍▏入出力端子

▏▍▋

INPUT：楽器を繋ぎます。入力インピーダンスは約
2M Ωです。
OUTPUT：アンプや他のエフェクト・ペダルを繋ぎ
ます。
DIRECT OUT：エフェクトが掛かっていないベースの
オリジナル信号をそのまま出力します（バッファー
ド）。アンプや他のエフェクト・ペダルを繋ぎます。
SAMPLE SETTINGS

DI OUTPUT： ロ ー・ イ ン ピ ー ダ ン ス（600 Ω ） の

USER SETTINGS
設定メモ：設定が気に入ったら下にメモしよう。
CROSSOVER:

CROSSOVER: OFF

XLR 出力端子です。ミキサーやレコーディング機器
を繋ぎます。OUTPUT と同じ信号です。
電源端子：9VDC センター・マイナスのアダプター
を繋ぎます。本機は 9V 電池でも動作します。使わ
ない時は電池を外して下さい。電池が長持ちします。

CROSSOVER:

CROSSOVER: OFF
電池は裏蓋をドライバーで外して交換します。交換

する際は基盤を傷つけないようにご注意下さい。

CROSSOVER: ON

WARRANTY INFORMAT

ION
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