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シリアル番号：

安全上のご注意

警告：火災や感電の原因になりますので本機を雨や水がかかるところには設置しな
いでください。

警告：火災や感電の原因になりますので分解・改造は厳禁。修理・調整は販売店にご
依頼ください。

このマークは、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。

このマークは、注意喚起シンボルであり取扱説明
書などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載
されていることを表しています。

注意
感電の恐れあり

キャビネットを開けるな

本書の記載について：

Line	6	および	Spider	Jam	は、Line	6	社の登録商標です。本書に掲載されている写真、イメージ、登録商標、アーティス
ト名はそれぞれの所有者の権利に基づくものであり、本書では	Line	6	のデジタルモデリングテクノロジーを駆使し、独自
に開発されたサウンドを適切に表現するためだけに使用されています。また、これらの写真、イメージ、登録商標、アーティ
スト名の使用において、いかなる協力や承認を受けているものではありません。



•	 本書の注意事項を良くお読みください。
•	 本書の注意事項を遵守してください。
•	 すべての警告を遵守してください。
•	 すべ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。
•	 適切にアース接地されたコンセントに接続してください。
•	 本機の電源プラグが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。
•	 電源コードの接続部を無理に曲げたり踏んだりしないようにしてください。
•	 必ず指定された付属品を使ってください。
•	 本機の設置は弊社の推奨するカート、スタンド、ブラケットなどを使用してください。移動式のカート

を使うときは転んでけがをしないように注意してください。
•	 雷が近づいたり、長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
•	 電源コードやプラグが損傷したとき、内部に異物が入ったり液体がこぼれたとき、本機を落としたとき

など、修理が必要な時はサービスセンターに依頼してください。
•	 水滴のかかる場所での使用や保管はしないでください。本機の上に花瓶のような液体の入ったもの

は置かないでください。
•	 警告：火災や感電の原因になりますので本機を雨や水のかかるところには設置しないでくだ	

さい。
•	 本機はコンセントの近くに設置し、容易にプラグへ手が届くようにしてください。
•	 電源プラグは必ず	AC100V	の電源コンセントに差し込んでください。
•	 大音量や不快な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。
•	 次のような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
•	 本機の内部に異物が入ったり、液体が入ったりしたとき
•	 雨天や湿度の高いところで使用し、故障したとき
•	 本機が落下したりして損傷したとき
•	 製品に異常や故障が生じたとき

Spider		Jam		取扱説明書		©		2009		Line		6,		Inc.

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。
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コントロールおよび接続

1.  ギター入力 – ギターをここに接続します。ギター入
力は、専用のアンプおよび	FX	処理を持っています。

2. マイク入力およびトリム –	 マイクロホンをこの	 XLR	 入
力に接続し、トリムノブでゲインを調整します。マイク
入力は、独自のインピーダンス	 EQ、リバーブ、ディレイ	
およびコンプレッサー	FX	処理を持っています。

 注記：マイクを使わない場合は、未接続のマイクプリアンプ
からのノイズを防止するために、このノブを右（時計方向）
いっぱいに回しておきます。 

3. AUX 入力 –	 この	 1/4	 インチ入力は、2	 台目のギター、
マイクまたはその他ほとんどのオーディオソースに使えま
す。この入力をギター入力として使うかマイク入力として使
うかを選択できます。

4. CD/MP3 –	 お好みの音楽またはドラムマシンとジャム
をしたいオーディオソースを接続します。この音量を調
節するには、デバイスの出力コントロールを使います。	
注記：最初にデバイスの音量を最小に設定してから、適切な
音量になるまで徐々に上げていきます。

この入力は、録音でマイク入力と、何の処理もされずに、ミックス
されます。

5. CLIP ライト –	このライトは、「入力が多すぎる！」と伝えてき
ます。もし、ギターとAUX入力がクリッピングを起こす場
合、Spider	 Jam	 に入力をしているデバイスの出力を下げ
ます。もし、マイク入力がクリッピングを起こす場合、マイク
トリムを下げます。

6. AMP MODELS –	 12	 種類あるアンプモデルからひ
とつ選択するには、このノブを回します。すべてのギタ
ートーンと	 FX	 コントロールは、そのアンプモデルに適
切になるように自動的に設定されますので、後はただ
演奏をするだけです！ノブを回すと、ディスプレイ上に、
現 在 ロ ード さ れ て い る ア ン プ モ デ ル 名 と
DRIVE、BASS、MID、TREBLE	および	CHAN VOLノ
ブの現在の設定が短期間表示されます。

7. トーンコントロール –	 DRIVE	 は、他のアンプの音量
またはゲインノブと同様で、音にどれだけの「歪み」を
加えるかをコントロールします。BASS、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。このノブのどれかを回すと、ディ
スプレイ上に、現在ロードされているアンプモデル名と
DRIVE、BASS、MID、TREBLE	および	CHAN VOLノ
ブの現在の設定が短期間表示されます。

8. CHAN VOL –	 これは、Spider	 Jam	 の	 36	 個のユー
ザープレセットチャンネルに保存した別々のアンプおよ
びエフェクト設定のバランスを調整するのに使えます。	
ノブを回すと、ディスプレイ上に、現在ロードされている
アンプモデル名とDRIVE、BASS、MID、TREBLE	
および	 CHAN VOLノブの現在の設定が短期間表示され
ます。
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9.  スマートコントロール FX –優れた	FX	をすばやく、簡単に
得るには、このノブのどちらかを回します。		

 ノブ A	 は、CHORUS/FLANGE、PHASER	 または	
TREMOLO	 を選択し、それぞれのエフェクトのレンジも	
設定します。LED	がアクティブなエフェクトを表します。

 ノブ B	 は、DELAY、TAPE	 ECHO	 または	 SWEEP	
ECHO	 を選択し、ミキシング設定のレンジを低から高
の範囲で設定します。LED	 がアクティブなエフェクトを
表します。ディレイ時間を変更するには、TAP	 ボタンを
タップします。		

	 どちらかのノブを回すと、ディスプレイ上に、現在の設定が
短期間表示されます。ノブを最小の位置に回すと、エフェク
トがオフになります。

10. Reverb –	このノブで、バーチャルルームを増やしたり減ら
したりします。ノブを回している間、ディスプレイに現在の設
定が表示されます。

11. 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。このノブを回すと、ディスプ
レイに現在の設定が短時間表示されます。

12. TAP / HOLD FOR TUNER –	ディレイ時間を設定する

には、TAP	ボタンを数回タップします。ディスプレイに、タッ
プしたディレイ時間が	BPM	で表示されます。

	 内臓の半音チューナーを実行するには、TAPボタンを	
3	秒間押し続けます。

13.  FBV ペダル –	詳細は、付録 B	を参照してください。

14.  ヘッドホン –	 ヘッドホンを使って聞くには、ここに差
し込みます。このジャックが使用中は、スピーカーは	
ミュートされます。

15. POWER スイッチ	–	Spider	Jam	をオンにするのに使い
ます。

16. ディスプレイ –	この	LCD（液晶画面）が、Spider	Jam	のパ
ワーへの窓になります。ここでは、コントロールをするための、
様々な「ページ」が表示されます。

17. 選択ノブ – ディスプレイで選択された項目を変更する
には、このノブを回します。

18. 4 方向ナビゲーションボタン – このボタンの上、下、左	また
は	右を押して、変更したい設定を選択します。

19. トランスポートコントロール – このボタンで、内蔵の
ジャムおよび録音機能をコントロールします。
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• REC/OVERDUB –	 録音またはオーバー
ダブを開始するには、このボタンを押しま
す。

• PLAY/STOP –	 ロードされた曲、ドラムル
ープまたは録音を開始・停止するには、こ
のボタンを押します。

• UNDO/HOLD TO CLEAR –録音後にこの
ボタンを押すと、最後の録音セクションを
取り消し（削除）でき、3	秒間押し続けると
Clear	メニューを使って、録音全体、ギタ
ートラック、マイク／AUX	トラックまたは
曲／ドラムセレクションをクリア（消去）す
ることができます。

20. RECORD SELECT ボタンおよび LED –	ギター	または	
マイク／AUX	 を録音のための入力として選択するには、こ
のボタンを押します。何が選択されたか分かるようにディス
プレイおよび対応するテキストが点灯します。

AUX	 にギタートーンを流し、ギターで録音するのか、マイク	 FX	
を流しマイクで録音するのかを選択するには、2	 秒間押し
続けます。

21. Song／Drums ボタン –	このボタンを一度押すと以下が
表示されます。
•	 Song	Select
•	 Drums	Select
•	 Recording	Select

	 このボタンをもう一度押すと、以下のメニューが表示されま
す。
•	 Tempo/Pitch	Modes
•	 Looping	On/Off
•	 Endless	Play		On/Off
•	 Recorder	Overdub	Level
•	 Play	Preview	On/Off

22.  Level／Inputs ボタン –	このボタンを一度押すと以下が
表示されます。
•	 Song/Drums	Volume
•	 Guitar		Track	Volume
•	 Mic/Aux		Track	Volume

このボタンをもう一度押すと、以下が表示されま
す。
•	 Mic	Input	Level
•	 Aux	Input	Level
•	 CD	Input	Level

23. Tone／Settings ボタン –	 このボタンを一度押すと
以下が表示されます。	

•	 Guitar	Tone	Presets
	 このボタンをもう一度押すと、以下が表示されます。

•	 Mic/Aux	Presets
	 このボタンをさらにもう一度押すと、以下のメニューが表示

されます。
•	 Gate/Boost	On/Off
•	 FX	Auto	Select	On/Off
•	 Songs	Set	Tone	On/Off
•	 Recordings	Set	Tone	On/Off
•	 Mic/Aux	EQ
•	 Mic/Aux	Delay	And	Reverb
•	 Mic/Aux	Compressor
•	 Output	Routing	Mode
•	 Pitch/Tempo	Preview	Mode
•	 FBV	Mode

24.	SAVE ボタン –	このボタンを押すと、以下のメニュ
ー項目が表示されます。

•	 Save	Guitar	Tone
•	 Save	Recording	To	Internal
•	 Save	Recording	To	SD	Card
•	 Erase	Saved	Recording
•	 Erase	SD	Card	Recording
•	 Erase	All	Internal	Recordings
•	 Transfer	Recording	To	Card
•	 Transfer	Recording	From	Card
•	 Transfer	All	To	Card
•	 Transfer	All	From	Card
•	 Save	Recording	Mix	As	WAV	To	Card
•	 Import	WAV	File	From	Card
•	 Format	Card
•	 Firmware	Version
•	 Firmware	Upgrade
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25. DIRECT/RECORDING OUT –この	2	個の	RCA	
ジャックは、ジャムをキャプチャーするのに	
Spider	 Jam	 を外部レコーダーまたはコンピュ
ータに接続するのに最適です。または、サウンド
システムに接続して、Spider	Jam	をそこから聞
くこともできます。

26. SD CARD スロット –	 容量	 2GB	 までの標準	 SD	
カードを使って、Spider	 Jam	 の録音を保存し、お使い	
のコンピュータとの間で転送することができます。SD	
カードの機能についての詳細は、www.line6.com/
manuals	 からダウンロードしてください。このスロットはま
た、Spider	Jam	をコントロールするファームウェアを工場で
インストールするためにも使われています。

27. 電源コネクターおよびヒューズ –	付属の電源コー
ドをここに接続します。ヒューズの情報は、リアパ
ネルの記載をご覧ください。
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Spider Jam アンプ
アンププリセットの呼び出し 
この新しい	Spider	Jam	には、様々なトーンやスタイルを網羅している、300	個以上のアンプおよびエフ
ェクトプリセットがロードされています。今日の影響力の大きなアーティストにより、いくつものプリセット
が構築されました！		

プリセットを選択する場合、ディスプレイは以下のようになります。		

• 4 方向ボタンの上を押して、左上のエリアを選択します（ディスプレイでは、反転文字のある黒い箱として表示されます）。このエリ
アが選択されたまま：

• 選択ノブを回して、Artist	Bank、Style	Bank	または	User	Bank	を選択します。
•	 次に、4 方向ボタンの右を押して、右上のエリアを選択します（ディスプレイでは、反転文字のある黒い箱として表示されます）
。このエリアが選択されたまま：
•	 Artist	および	Style	プリセットの場合、選択ノブを回して、使用可能な	Artist	および	Style	フォルダから選択します。
•	 User	プリセットの場合、選択ノブを回して、ユーザープリセットを選択します。

• 4 方向ボタンの下を押して、プリセット名を選択します（ディスプレイでは、反転文字のある黒い箱として表示され
ます）。このエリアがハイライトされたまま：

• 選択ノブを回して、次／前のプリセットを、現在選択されているプリセットグループから選択します。
プリセットについてもっと詳しく知りたいですか？以下のようになっています。		

• Artist –	 これらのプリセットは、様々なスタイルを持つ、ギターを弾く著名なロックスターたちのチームにより作成されまし
た。彼らにアンプを送り、刺激的なトーンのバンクを作成してもらいました。何人かのアーティストは、自分の持ち歌のトーンを
キャプチャしました。また、他のアーティストは、Spider	 Jam	 が提供する膨大なトーンの可能性を探求しました。結果はすべ
て、あなたの指先ひとつにあります。彼らがあなたの家に来て、アンプの調整を手伝ってくれたみたいです！アーティストごとに、
別々のフォルダがあります。これらのプリセットは、消去できませんが、変更を加えて	 36	個あるユーザープリセットロケーショ
ンに保存して置けます。

• Style –プリセットを、今までのトップ	200	ギターロック曲を基にしたものを含む、スタイルと曲で分類しています。それぞれ
のスタイルと曲が発表された年度で別々のフォルダがあります。これらも書き込み不可で消去できませんが、変更をして	 36	
個のユーザープリセットに保存することができます。

• User –あなたがカスタム化したトーンで上書きできる、36	 個のすばらしいプリセットです。ユーザープリセット
は、1A	 ～	 9D	 の番号がついており、オプションの	 FBV	 フットコントローラでも呼び出しができます。詳細については、	
付録 B	を参照してください。ファクトリーリセットにより、これらのプリセットは工場出荷時の状態に戻せます。
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ギタートーンプリセットを保存する 
現在の設定を、36	個のユーザープリセットロケーションのひとつに以下の手順で保存できます。

• SAVE	ボタンを押します。
• 選択	ノブを回して、Save Guitar Tone	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。ユーザープリセットを変更した場合、そのユーザープリセットのロケーションに移動し
ます。その他のプリセットを変更した場合、ユーザープリセットロケーション	1A	に移動します。

• 選択ノブを回して、保存したいユーザープリセットロケーションを選択します。
• 4 方向ボタンの右を押します。
•	 新しいプリセットに別の名前をつけたい場合、4 方向ボタンの左／右を使い文字を選択し、選択ボタンでその文字を変更しま
す。

• 4 方向ボタンの下を押して保存するか、SONG、LEVEL	または	TONE	ボタンを押してキャンセルします。
•	 以下のすべてのコントロールの設定が保存されます。

マイク／AUX FX プリセット 
マイクロホン入力は、独自の	FX	を持っています。AUX入力をマイクロホン入力とミックスすることを選択した
場合、AUX	入力もこの処理を共有します。これらの	FX	のプリセットを選択するには：		

• TONE／SETTINGS	ボタンを	2	回押して、このディスプレイを表示させます。

• 選択ノブを回して、プリセットを選択します。
AUX 入力を割り当てる 
AUX	入力は、2	台目のギターまたはその他のオーディオソースのために使えます。この入力はギター入力
のアンプと	FX	処理を共有するか、マイクロホン入力の	EQ、リバーブ、ディレイおよびコンプレッサー	FX	
のどちらかを共有することができます。どちらでも選択できます。2	台目のギターを接続する場合、ギタ
ー処理を共有したほうが良いかもしれません。それ以外のすべてでは、マイクロホン処理を共有したほう
が良いかもしれません。選択の手順は以下になります。

• RECORD SELECT	ボタンを、2	秒間押し続けます。
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• 選択ノブを回して、Mixed with Microphone	または	Mixed with Guitar	を選択します。
•	 終了するには、SONG／DRUMS、LEVEL／INPUTS	または	TONE／SETTINGS	ボタンを押します。

ギターノイズゲート 
Spider	Jam	には、雑音やノイズを減少させるノイズゲートが内蔵されています。以下の手順でオン・オフ
します。

• TONE／SETTINGS	ボタンを	3	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択	ノブを回して、Guitar Gate/Boost	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
• 選択ノブを回して、ノイズゲートをオン・オフします。
この設定は、プリセットに保存され、一緒に呼び出されます。

ギターディストーションブースト 
ディストーションブーストも使用できます。ディストーションコントロールを低く設定し、出力コントロール
を高く設定したディストーションペダルと同様の、「歪み」がさらに追加されます。アンプモデルに到達する
前に、ギター信号をブーストしますので、モデルを高く設定すればするほど、歪みの多い音になります。こ
れを有効にすることは、FBV	Shortboardでストンプをオンにするのと同等です。

• TONE／SETTINGS	ボタンを	3	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択	ノブを回して、Guitar Gate/Boost	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
•	 ゲートおよびブースト設定を表示しているページで、4 方向ボタンの右を押して、Boost	を選択します。
• 選択ノブを回して、ディストーションブーストをオン・オフします。
この設定は、プリセットに保存され、一緒に呼び出されます。

ギターチューナー
TAP	ボタン（またはオプションの	FBV	フットスイッチの	TAP	フットスイッチ）を	2	秒間押し続けると、イ
ンスタント	デジタルチューナーが起動します。チューニング中は、音量がミュートされ、アンプからは何の
音も出力されません。	
チューナーモードを終了するには、どれかボタンを押します。Spider	Jam	のトップパネルにあるディスプ
レイが、	
チューナーディスプレイとして働きます。
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Spider Jam アンプ

FX 自動選択 
フロントパネルでアンプモデルを選択すると、Spider	 Jam	 は自動的のそのエフェクトを輝かせるエフェ
クトを選択してくれます。この機能を無効にするには：

• TONE／SETTINGS	ボタンを	3	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択	ノブを回して、FX Auto Select	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
• 選択ノブを回して、FX	オートセレクトをオン・オフします。
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マイクロホントリムノブ
マイクロホンを接続した後、最初に行うことは、このノブを設定することです。

•	 最大音量で、マイクロホンに向かって歌い、CLIP	ライトがほんの少し点灯するぐらいまで、このノブを回します。
•	 さらにノブを少し戻して、クリッピングが起きないようにします。
•	 マイクを使わない場合は、未接続のマイクプリアンプからのノイズを防止するために、このノブを右（時計方向）いっぱいに回し
ておきます。

マイクロホン、AUX および CD／MP3 入力レベル 
マイク、AUX	および	CD/MP3	入力を使用する前に、以下の手順でレベルを設定します。

• LEVEL／INPUT	ボタンを	2	回押して、このディスプレイを表示させます。

	

• 4 方向	ボタンの左／右	を押して、MIC、AUX	または CD	を選択します。
•	 選択されている入力に対して歌うか演奏をして、メーターの数値を見ます。
• 選択	ノブを調整して、メーターのピーク値が－20	～	0	の間になるようにします。

ヒント：まずは、画面に（前記の画像が表すように）＋0	dB	が表示されるように、選択	ノブを回します。次に、メーターのピ
ーク値が	－20	から	0	の間になるように	Spider	Jam	に接続されている機器を調整します。接続されている機器の調
整で到達できない場合は、上で説明されている手順で、選択	ノブを使います。

マイク／AUX  EQ 
自分でマイク／AUX	EX	をカスタマイズするには：

• TONE／SETTINGS	ボタンを	3	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択	ノブを回して、Mic/Aux	EQ	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
• 4 方向	ボタンの左／右	を押して、BASS、MID	または	TREBLE	を選択します。
• 選択	ノブを回して、BASS、MID または	TREBLE	のレベルを調整します。

BASS TREBLEMID



マイク／AUX ディレイおよびリバーブ 
自分でマイク／AUX	ディレイおよびリバーブ	をカスタマイズするには：

• TONE／SETTINGS	ボタンを	3	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択	ノブを回して、Mic/Aux Delay And Reverb	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
• 4 方向	ボタンの左／右	を押して、REVERB、DELAY	または	DELAY TIME	を選択します。
• 選択	ノブを回して、REVERB	のレベル、DELAY	のレベルまたは	DELAY TIME	を調整します。

マイク／AUX コンプレッサー 
コンプレッサーは、静かな音の音量に合わせて最大の音量を減少し、全体のパフォーマンスを平均化して
くれます。

• TONE／SETTINGS	ボタンを	3	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択	ノブを回して、Mic/Aux Compressor	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
• 4 方向ボタンの左／右を押して、THRESHOLD（どのレベルからコンプレッサーを効かせ始めるか）、RATIO（効き始めたら、
どれぐらい強くコンプレッサーを効かせるか）または	 LEVEL（コンプレッサーが音量を減少しすぎた場合に増やします）を選択
します。

• 選択ノブを回して、選択されたパラメータを調整します。

ファクトリーリセット 
すべてのユーザープリセットに加えた独自の調整を破棄して、工場での標準設定に戻すように、Spider	
Jam	を工場出荷時の状態に戻すには以下の手順を行います。

• TONE／SETTINGS	ボタンを押したまま、電源を入れます。
• 警告：ファクトリーリセットは、ユーザープリセットにあるすべてのカスタマイズを、工場での標準設定

で置き換えます。リセットを行う前に、保存しておきたいカスタムプリセットのバックアップを取って置
いてください。
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Spider Jam でジャムをする
Spider	Jam	は、ロスのトップセッションエースたちが作った曲とドラムグルーブを	100	個以上内蔵しており、いつでもあなたの
バックを勤めます。MIDI	は必要ありません！カントリーからファンクまで、またブルースからパンクまで、これらの頼りになるバッキ
ングトラックは、練習、作曲またはただ単にギターを楽しむのに完璧な伴奏を提供します。

ドラムグルーブをロードする 
ドラムグルーブをロードするには：	

• SONG／DRUMS	ボタンを押して、Song/Drums	ページを開きます。
• 4 方向ボタンの左／右を押して、DRUMS	を選択します。
• 選択ノブを使って、使用可能なドラムグルーブを確認します。グルーブは、テンポおよび	 BPM（毎分ごとのビート）で配列され
ており、名前の最初の	3	文字が表示されています。プレビュー再生がオンになっていれば、ブラウズ中にそれぞれのドラムグル
ーブの最初が聞けます。

•	 欲しいものが見つかったら、PLAY	 ボタンを押して、グルーブを再生し、リストに残します。	 または、4 方向ボタンの右を押し
て、グルーブを再生してから、リストを終了します。

• PLAY／STOP	 ボタンを押して、グルーブを停止・開始します。繰り返し再生がオンに設定されていると、グルーブは繰り返し再
生します。繰り返し再生がオフに設定されていると、グルーブは最初から最後まで再生した後に停止します。

曲をロードする 
曲をロードするには：

• SONG／DRUMS	ボタンを押して、Song/Drums	ページを開きます。
• 4 方向ボタンの左／右を押して、SONGS を選択します。
• 選択ノブを使って、使用可能な曲を確認します。曲は、テンポおよびBPM（毎分ごとのビート）で配列されており、
曲名の最初の	 3	 文字が表示されています。プレビュー再生がオンになっていれば、ブラウズ中にそれぞれの曲の最初の部分
が聞けます。

•	 欲しいものが見つかったら、PLAY	ボタンを押して、曲を再生し、リストに残します。	または、4 方向ボタンの右を押して、曲を
再生してから、リストを終了します。

• PLAY／STOP	ボタンを押して、曲を停止・開始します。繰り返し再生がオンに設定されていると、曲は繰り返し再生します。繰
り返し再生がオフに設定されていると、曲は最初から最後まで再生した後に停止します。

プレビュー再生 
曲やドラムグルーブをブラウズ中に、その最初の一部分を自動的に再生するかどうかを設定するには、以下の手順に従います。

• SONG／DRUMS	ボタンを	2	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択	ノブを回して、Play Preview	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
• 選択ノブを回して、プレビュー再生をオンまたはオフにします。
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繰り返し再生 
曲やドラムループを無限に「ループ」させるか一度だけ再生してから停止させるかを選択するには、以下の手順に従います。

• SONG／DRUMS	ボタンを	2	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択	ノブを回して、Endless Play	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
• 選択ノブを回して、繰り返し再生をオンまたはオフにします。
また、フリータイム録音を無限に「ループ」させるか一度だけ再生してから停止させるかを選択させるには、以下の手順に従います。

• SONG／DRUMS	ボタンを	2	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択ノブを回して、LOOPING をハイライトし、4 方向ボタンの右を押します。
• 選択ノブを回して、録音または再生をループをオンまたはオフに設定します。

曲／ドラム再生レベルを設定する 

• LEVEL／INPUTS	ボタンを押して、再生レベルページを開きます。
• 4 方向ボタンの左／右を押して、SONG/DRUMS を選択します。
• 選択ノブを上または下に回して、再生レベルを設定します。

MIC/AUX/WAVGUITAR

曲またはドラムグルーブをタイムストレッチ／トランスポーズする	現在ロードされている曲またはドラムグルーブ
を、以下の手順でタイムストレッチーまたはトランスポーズできます。

• SONG／DRUMS	ボタンを	2	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択ノブを回して、TEMPO/PITCH MODES をハイライトし、4 方向ボタンの右を押します。		
• 選択ノブを回して、Tempo Stretching And Pitch Shifting 画面を表示し、4 方向ボタンの右を押します。	
 

PITCH SHIFT

SEMI KEY
0 B

ORIG
95 BPM

TEMPO
100 BPM

TIME STRETCH

•	 タイムストレッチをするには、必要ならば4 方向ボタンの左を押して、TIME STRETCH	をハイライトします。					
•	 次に、選択ノブを回して、テンポを変更します。		
•	 曲かドラムがアクティブな場合、オリジナルのテンポが基準として表示され、変更されません。

どの曲もドラムもアクティブではない場合、タイムストレッチは	BPM（毎分ごとのビート）値ではなくパーセンテージとして表示されます。

•	 トランスポーズをするには、必要ならば4 方向ボタンの右を押して、PITCH SHIFT	をハイライトします。					
•	 次に、選択ノブを回して、トランスポーズを上下します。
•	 曲がアクティブの場合、結果のキーも表示されます。
•	 ドラムがアクティブの場合、キーは表示されません。
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どの曲もドラムもアクティブではない場合、トランスポーズはセミトーンではなくパーセンテージとして表示されます。

曲またはドラムグルーブの速度／ピッチを変更する 
現在ロードされている曲またはドラムグルーブのテンポを、以下の手順で変更できます。

• SONG／DRUMS	ボタンを	2	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択ノブを回して、TEMPO/PITCH MODES をハイライトし、4 方向ボタンの右を押します。		
•	 選択ノブを回して、Varispeed	をハイライトし、4 方向ボタンの右を押します。
•	 ドラムグルーブの場合は、デフォルトテンポを	 BPM（毎分ごとのビート）で表示します。選択ノブを回して、新しい
テンポを選択します。

•	 曲の場合は、トランスポジション量が、現在のテンポの	BPM	と共に表示されます。選択ノブを回して、新しいピッチを	1/2	ステ
ップで選択しますと、新しいテンポが表示されます。
一度録音をしてしまうと、速度／ピッチは変更できなくなります。

*テンポ／ピッチモードについての詳細は、Spider Jam アドバンスドガイドを、www.line6.com/manuals から 
ダウンロードしてください。

曲に合わせたギタートーンを設定する 
曲をロードすると、デフォルトでカスタム化したギタートーンも自動的にロードします。曲に自動的にギタートーンを設定するかど
うかを選択するには、以下の手順を行います。

• TONE／SETTINGS	ボタンを	3	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択	ノブを回して、Song Set Tone	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
• 選択ノブを回して、オンまたはオフを選択します。

RCA ジャックの出力設定 
どの信号が、ユニットの後ろにある	RCA	ジャックから出力されるかを選択できます。

• TONE／SETTINGS	ボタンを	3	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択	ノブを回して、Output Routing	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
•	 すべてを	Spider	Jam	の内蔵スピーカーと	RCA	ジャックの両方から出力するようにするには、選択ノブを回して	Normal	を
選択します。

•	 ギターだけが	Spider	Jam	の	12	インチスピーカーから出力され、その他すべてを	RCA	ジャックから出力するには、選択ノ
ブを回して	Performance	を選択します。

FBV モードを設定する 
オプションの	Line	6	FBV	フットコントローラーを接続することで、足を使って	Spider	Jam	をコントロールすることができます。2	
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種類の	FBV	モードが使用できます。ノーマルモードは、FBV	を使ってユーザーバンクとチャンネルの切り替えができるようになり、ジ
ャムコントロールモードは、トランスポートコントロールへのアクセスと曲の選択を可能にします。	どちらの	FBV	を選択しても、エフェ
クトのオン・オフ、ディストーションブーストのオン・オフ、ワウ／音量ペダルおよびディレイ時間の設定のためのテンポのタップはどちら
でもアクセスできます。	次のページに、フットスイッチを	Spider	Jam	に接続した場合の	FBV	機能の表があります。

*（すべての	FBV	のすべての機能があるわけではありません）。

FBV フットスイッチ ノーマルモード ジャムコントロールモード

A トーン	A 録音／オーバーダブ

B トーン	B 再生／停止

C トーン	C 取り消し／クリア

D トーン	D 1/2	速度

UP トーンバンクを上に

DN トーンバンクを下に

LOOP 利用不可

TAP ディレイ時間

STOMP（STOMP	1） ディストーションブースト

MOD モード	FX	のオン・オフ

DELAY ディレイのオン・オフ

REVERB リバーブのオン・オフ

STOMP	2 割り当てなし

STOMP	3 割り当てなし

AMP	1 割り当てなし

AMP	2 割り当てなし

PITCH/TREMOLO 割り当てなし

FAVORITE	CHANNEL	 割り当てなし

FBV	モードを変更するには、以下の手順に従います。

• TONE／SETTINGS	ボタンを	3	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択	ノブを回して、FBV Mode	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
• 選択ノブを回して、ノーマルモードまたはジャムコントロールモードを選択します。
•	 ジャムコントロールモードを選択した場合、ディスプレイには、ABCD	フットスイッチが何を行うかが表示されます。
FBV	が接続されていない状態で、このモードを選択すると、ディスプレイに「No	Pedal	Connected」と表示されます。

*v2.09	ファームウェアから実装された代替フットスイッチモードについての詳細は、Spider	Jam	アドバンスドガイドを	www.
line6.com/manuals	からダウンロードしてください。



Spider Jam を使ってループを録音する

4•1

Spider Jam を使ってループを録音する
ループ録音の初歩
Spider	Jam	の内蔵ループレコーダーは、ギター（またはその他の入力すべて）を録音し、自動的のその録音をループし、録音済み
のループにオーバーダブすることができます。図で示すとこのようになります：

													

Spider	 Jam	 ではまた、曲またはドラムループと共にループを録音するかどうかを選択できます。曲またはドラムグルーブと共に
録音した場合：

録音をループする際に、録音にマッチする曲またはドラムグルーブの部分がループと共に録音されたがごとく、同様にループします。

曲またはドラムグルーブなしで録音する
曲またはドラムグルーブなしで録音するには：

• SONG／DRUMS	ボタンを押して、Song/Drums	ページを開きます。
• 4 方向ボタンの右を押して、Rec を選択します。
•	 第	3	章および第	4	章に記載されているとおりに、ソースが接続されており、レベルが設定されていることを確認します。
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• RECORD SELECT	ボタンを押して、Guitar	または	Mic/Aux	を録音ソースとして選択します。AUX	入力は、ギター	また
はマイクの入力として割り当てられることができ、CD/MP3	入力は、マイク入力にミックスされ録音されます。

• REC / OVERDUB	ボタンを押して、ループの開始点を設定し、録音を開始します。
•	 演奏または歌います。
• REC / OVERDUB	 ボタンを押して、ループの終了点を設定します。ループは即座に開始点から再生を始め、連続して
ループします。

•	 または、PLAY / STOP ボタンを押して、ループの終了点を設定し、再生を停止します。
•	 ループが録音され再生がを始まったら、REC / OVERDUB	 ボタンを	 2	 回押して、ループの上に追加のオーディオを
オーバーダブします。	

曲またはドラムグルーブと共に録音する
曲またはドラムグルーブと共に録音するには：

• SONG／DRUMS	ボタンを押して、Song/Drums	ページを開きます。
• 4 方向ボタンの右を押して、SONG	または	DRUMS を選択します。
•	 第	3	章および第	4	章に記載されているとおりに、ソースが接続されており、レベルが設定されていることを確認します。
• RECORD SELECT	 ボタンを押して、Guitar	 または	 Mic/Aux	 を録音ソースとして選択します。AUX	 入力は、ギター
またはマイクの入力として割り当てられることができ、CD/MP3	入力は、マイク入力にミックスされ録音されます。

•	 第	4	章に記載されているように、曲またはドラムループをロードし、再生します。
•	 録音を開始したい	1	バーほど前に、REC	ボタンを押します。録音は、次のバーのビート	1	から始まります。これは同時に、ル
ープ開始点を設定します。

•	 演奏または歌います。
• REC / OVERDUB	 ボタンを押して、ループの終了点を設定します。ループは即座に開始点から再生を始め、連続して
ループします。

•	 または、PLAY / STOP ボタンを押して、ループの終了点を設定し、再生を停止します。
•	 ループが録音され再生がを始まったら、REC / OVERDUB	 ボタンを	 2	 回押して、ループの上に追加のオーディオを
オーバーダブします。	

クイックキャプチャー
レコーダーを設定せずに、素早くキャプチャーしたいギターリフがある場合、UNDO	 ボタンを押したまま	 REC	 ボタンを押しま
す。この操作により、強制的に録音選択がギターに設定され、曲／ドラムをオフに設定し、レコーダーを即座に開始します。録音を
停止するには、PLAY/STOP	を押します。

最後の録音を取り消す
最後のオーバーダブを消去するには、UNDO	ボタンを押します。

現在のトラックをクリア（消去）する
クリア機能にアクセスするには：

• UNDO	ボタンを、2	秒間押し続けます。
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• Clear All が最初に選択されています。
•	 録音されているオーディオを、ドラム／曲の選択と共に、完全にクリアするには、UNDO	を押します。

•	 または、選択	ノブを回して、Clear Guitar Track	を選択します。
•	 この状態で、UNDO	を押すと、マイク／AUX	トラックまたはドラム／曲の選択に影響を与えずに、ギタートラックのみをク
リアします。

•	 または、選択	ノブを回して、Clear Mic/Aux Track	を選択します。
•	 この状態で、UNDO	を押すと、マイク／AUX	トラックまたはドラム／曲の選択に影響を与えずに、ギタートラックのみをク
リアします。

•	 または、選択	ノブを回して、Clear Song/Drum Track	を選択します。
•	 この状態で、UNDO	を押すと、現在の録音されたオーディオトラックに影響を与えずに、現在のドラム／曲の選択だけをク
リアします。

録音を保存する 
録音を保存する場合、録音されたオーディオ、選択されている曲、レベル、AUX	設定、マイク	FX	およびギタートーンプリセットを
含む完全な設定が保存されます。録音を内部メモリーに保存するには：

• SAVE	ボタンを押します。
• 選択	ノブを回して、Save Recording To Internal	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
• 選択ノブを回して、保存したいロケーションを選択します。
• 4 方向ボタンの右を押します。
•	 新しい録音に別の名前をつけたい場合、4 方向ボタンの左／右を押して、文字を選択し、選択ボタンでその文字を変更します。
• 4 方向ボタンの下を押して保存するか、SONG、LEVEL	または	TONE	ボタンを押してキャンセルします。

録音をロードする 
録音をロードするには：

• SONG／DRUMS	ボタンを押して、Song/Drums	ページを開きます。
• 4 方向ボタンの右を押して、REC を選択します。
• 選択ノブを使って、使用可能な録音を確認します。
•	 欲しいものが見つかったら、PLAY	ボタンを押して、録音を再生し、リストに残します。	または、4 方向ボタンの右を押して、録
音を再生してから、リストを終了します。

• PLAY／STOP	フットスイッチを押して、録音を停止・開始します。
*Spider Jam の最新のファームウェアでは、録音を直接 SD カードに保存または SD カードからロードすることができま
す。詳細については、Spider Jam アドバンスドガイドを、www.line6.com/manuals からダウンロードしてください。

レコーダー再生レベルを設定する 
曲／ドラム、録音されたギタートラックおよび録音されたマイクトラックの再生レベルを調整できます。
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• LEVEL/INPUTS	ボタンを押します。
• 4 方向ボタンの左／右を押して、Song/Drums、Guitar	または	Mic	を選択します。
• 選択ノブを回して、レベルを設定します。

MIC/AUX/WAVGUITAR

レコーダーオーバーダブレベルを設定する 
オーバーダブする場合に、前に録音した材料をどれくらいの音量にするかを選択できます。

• SONG／DRUMS	ボタンを	2	回押して、追加機能を表示させます。
• 選択ノブを回して、RECORDER OVERDUB をハイライトし、4 方向ボタンの右を押します。
• 選択ノブを回して、レベルを設定します。

録音を消去する 
録音を消去するには、以下の手順に従います。

• SAVE	ボタンを押します。
• 選択	ノブを回して、Erase Saved Recording	をハイライトします。
• 4 方向ボタンの右を押します。
• 選択ノブを回して、消去したい録音を選択します。
• 4 方向ボタンの右を押します。
•	 消去するには、下	ボタンを押します。または、SONG、LEVEL　または	TONE	ボタンを押してキャンセルします。
録音時間を増やすために、Demo	を録音と同様に、選択してから消去することができます。

*Spider Jam の最新のファームウェアには、Erase All Internal Recordings や Erase SD-Card Recording 
などの、新しい消去コマンドが含まれています。詳細については、Spider Jam アドバンスドガイドを、www.line6.com/
manuals からダウンロードしてください。
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付録 a：モデルとなったアンプ
どのアンプがモデルだったのでしょうか？
Spider	Jam	では、12	台のアンプがモデルとして存在します。

Clean
赤色 LED：「Clean」。このアンプモデルを選択してトーンコントロールを調節すれば、歯切れのよいすばら
しいクリーントーンから温かみのあるジャズトーンまで、張りのある高音とリッチな低音を損なわずに供給し
ます。そしてコーラスとディレイを少し上げることで、すばらしい、クリーンなサウンドをお届けします！	

緑色 LED：「Glassy」。このアンプモデルは、60年代後半～70年代前半のクリーントーンを再現するため
に開発されました。1973	Hiwatt®	Custom	100	をベースにしたアンプモデルが始まりでした。さらに
トーンコントロールに幅を持たせ、ローエンドをタイトにしました。	A	コードを爪弾いて、この惚れ惚れする
ようなトーンをお楽しみください！

Twang
赤色 LED：「Twang」。このアンプモデルは、60年代中盤の	Fender®	の、Blackface	1965	Twin	
Reverb®	と	Blackface	1964	Deluxe	Reverb®	の分析の結晶です。このアンプモデルでは、あのメロ
ウな高音とスナップの効いたサウンドを求めました。DRIVE	ノブをいっぱいに上げるまでは、サウンドは大
して硬くなりません。

緑色 LED：「Twin	Twang」。このアンプモデルは、様々なビンテージツイードアンプを基にしています。ロ
カビリーのスイングするサウンドを求めて、1953	Fender®	ツイード	Deluxe、1958	Fender®	ツイー
ド	Bassman®	および	1960	Gibson	Explorer	を研究しました。リバーブ、スラップエコーそしてビーバ
ップを加えます！

Blues
赤色 LED：「Blues」。1965	Marshall®	JTM-45	を	3	カップ、1958	Fender®	Bassman®	を	大さ
じ	1	杯、1963	Fender®	Vibroverb	を小さじ	2	杯、そして	Supro	を	1	つまみ混ぜたらものを基にした
ら何ができますでしょうか？今までで一番大きく、太っちょな、ブルースアンプができ上がります。このアンプ
モデルは、泥臭いクリーンから、甘くスムーズなとてつもないドライブトーンを供給します。	手を染めるとき
が来ました！

緑色 LED：「クラス	A」。よーい、ドン！このアンプモデルは、かわいい	VOX®AC-30	アンプを基に、トーンコ
ントロール回路をアップデートおよび拡張してあります。ビートルズやローリングストーンズが好んで使用した
あのブリティッシュポップロックのトーンを再現することに力を注ぎました。

*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。Hiwatt®	は、Fernandes	Company,	 Inc.	の登録商標です。FENDER®、Twin	Reverb、Deluxe	Reverb	および	Bassman	は、Fender	Musical	 Instruments	
Corporation	の登録商標です。
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Crunch
赤色 LED：「Crunch」。このサウンドは	1968	Marshall	®	Plexi	50	Watt	の研究から生まれたもの
です。このタイプの	Marshalll®	アンプは初期メタルバンドの数々が使用していました。ブリティッシュ・ステ
ィール、ザ・ナンバー・オブ・ザ・ビースト、ブラックアウトなどのアルバムを参照してください。Crunch	はオリ
ジナルの	Marshall®	アンプよりも、幅広いトーンコントロール設定を提供しています。このアンプモデル
は、DRIVE	設定を最も高く設定していても、中音部をさらにブーストすることが可能です。			

緑色 LED：「On	Fire」。Plexi	に火がつきました！このアンプモデルは	1968	Marshall®Plexi	100	
Watt	を基にしており、いくつかの機能が追加されています。Variac	にジャンパー接続入力チャンネルを組
み合わせることで、あの入力ジャックから火を噴くような感じの「ブラウン・サウンド」を作ります。「何だよデイ
ブ、いい加減にしろよ！」	

Metal
赤色 LED：「Metal」。このアンプモデルは、Mesa/Boogie®	Dual	Rectifier®	を基にしています。JM4	
Looper	のために、このクラシックトーンを注意深く向上させました。でき上がったアンプモデルは、モダンな
味付けになりました。このトーンのモンスタートラックは、大きく、パワフル、タイトで素早い低音を提供しま
す。タイトでパンチのある、ハイゲインメタルサウンドが必要な場合、このアンプモデルを使います。			

緑色 LED：「Spinal	Puppet」。このサウンドは、たった	1	個のノブでトーンの全域をスイープする、ユニー
クなミッドコントロールを持つアグレッシブなハイゲインアンプモデルのために作られました。このアンプの
MID	ノブを操作することで、全く違うディストーションのキャラクターを見せます。設定を最小にセットする
と、ディストーションはファズペダルのキャラクターを見せます。MIDを中央に設定すると、とろけてしまうよ
うなモダンハイゲインのアンプトーンを模倣します。そして	MID	ノブを最大に設定すると、クラス	A	サウン
ドを彷彿とさせます。もちろん、それぞれの中間も持っています。

Insane
赤色 LED：「Insane」。このモデルは、Mesa/Boogie®	Dual	Rectifier®	のレッドチャンネルの、「切り刻
むために調整しました」バージョンです。メタルレッドの強さとインパクトを組み合わせながらも、より太い中域
をも供給するそのサウンドは骨を砕き、脳を打ち抜くかのような狂気の沙汰のサウンドです。

緑色 LED：「80s	Solo」。Insane	でのゴールは限界ギリギリの入力ゲインディストーションを提供して、完
全なメルトダウン寸前にすることでした。常識外れのディストーションを得ながらも、トーン解像度とキャラクタ
ーは保持されています。結果として、他の小型アンプよりも、さらに多くの低音とキャビネットキャラクターが
得られます。DRIVE	コントロールを目一杯上げて、他を圧倒する準備をしてください！

*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。VOX®	は、Vox	R&D	 Limited	の登録商標です。MARSHALL®	は、Marshall	 Amplification	Plc.	の登録商標です。MESA/BOOGIE®	および	RECTIFIER®	
は、Mesa/Boogie,	Ltd.	の登録商標です。
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付録 B：足を使う
FBV	シリーズのフットコントローラーは、オリジナルの	FBV、さらにコンパクトな	FBV	Shortboard	そして	FBV	Express	が
あります。以下のページは、Spider	Jam	にもっとも適切な	FBV	Express	および	FBV	Shortboard	の	2	機種の詳細な操
作方法を記述しています（「Line	6	Floor	Board」および「FB4」フットコントローラーは、Spider	Jam	では使用できません）。

FBV ケーブル
FBV	フットコントローラーは、RJ-45	ケーブルが付属しています。このケーブルで、Spider	Jam	のリアパネルと	FBV	の側面
の間を接続します。ケーブルを交換する必要がある場合、両端にオス型コネクタの付いた、カテゴリ	 5、10	 Base-T	 または	 RJ-
45	ケーブルを使用してください。これは、ほとんどのコンピュータ用品の小売店で見つけることができます。注記：「クロスオーバ
ー」型のカテゴリ	5	ケーブルは、FBV	コントローラーの意図しない場所に電圧を掛けてしまって、ユニットを故障させる可能性が
あるので、絶対に使用しないでください。

FBV Express

1.  チャンネル A、B、C および D：ノーマル	 FBV	 モードでは、これはプリセットを選択し、点灯しているスイッチをタップ
してディレイ時間を設定できます。ジャムコントロールモードでは、これはレコーダー／曲／ドラムの再生と録音を	
コントロールします。

2.  FBV ペダル：ペダルを前に押して、トースイッチをクリックすると、ペダルが音量からワウに切り替わります。

3.   WAH および VOL ライト：このライトは、ペダルがワウまたは音量をコントロールする用意ができていることを表し
ます。ペダルがワウまたは音量をコントロールするように切り替えるには、ペダルを前一杯に押し、足の指に体重を移して、トー
スイッチをクリックします。Spider	Jam	では	TWEAK	機能は適用されません。

FBV Express チューナーを使う
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	FBV Shortboard

1. CHANNEL A、B、C および D：4•5 ページを参照。ノーマル	 FBV	 モードでは、これはプリセットを選択し、
点灯しているスイッチをタップしてディレイ時間を設定できます。ジャムコントロールモードでは、これはレコーダー／曲／ドラ
ムの再生と録音をコントロールします。

*v2.09	 ファームウェアから実装された新しい代替フットスイッチモードについての詳細は、Spider	 Jam	 アドバンスド	
ガイドを	www.line6.com/manuals	からダウンロードしてください。

2. BANK 上－BANK 下：ユーザープリセットの	9	個あるバンクのどれかを選択します。		

3. STOMP/MODULATION/DELAY/REVERB：そのとおりです。これらのスイッチは、ペダルボードのストンプボックスと
同じように、Spider	 Jam	エフェクトのモジュレーション、ディレイおよびリバーブをオン・オフします。STOMP	は、ディストー
ションブーストを有効にします。

4. TAP/TUNER：テンポを設定するのに、ビートをいくつかタップします。または、このスイッチを押し続けると、ペダルのディス
プレイにチューナーが表示されます。チューナーモードを終了するには、もう一度押します。	

5. WAH および VOLUME ライト：このライトは、ペダルがワウまたは音量をコントロールする用意ができていることを表しま
す。					

•	 ペダルがワウまたは音量をコントロールするように切り替えるには、ペダルを前一杯に押し、足の指
に体重を移して、トースイッチをクリックします。

•	 Spider	Jam	では	TWEAK	機能は適用されません。
•	 Shortboard	のリアパネルの	1/4	インチジャックに別のエクスプレッションペダルが接続されて
いる場合、Shortboard	 ペダルは、ワウのみをコントロールし、トースイッチはワウのオン・オフだけ
を切り替えます。

6. 外部ペダルジャック：Shortboard	のリアパネルの	1/4	インチジャックにエクスプレッションペダル（Line	6	EX-1	など）を接
続すると、接続したペダルで音量をコントロールし、Shortboard	ではワウのみをコントロールすることができます。

7. FBV ペダル：ペダルを前に押して、トースイッチをクリックすると、ペダルが音量からワウに切り替わります。

8. FX LOOP：録音がロードされている場合、現在の録音名が表示されます。		


