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ABC 

6 CHANNEL MIXER 

 

ABCはシンプルでフレキシブルな6chのミキサーです。6系統の入力(A,B,C,D,E,Fチャンネル）を持ち、2

系統の出力があります。出力は「A+B+C」と、「D+E+F」の2系統があり、「A+B+C出力」にプラグの接続

がない場合には、「D+E+F」出力が6chの全ての信号をミックスして出力します。 

 

基板上のジャンパー設定で、A to D、B to E 、C to F の設定が可能で本機を 3ch のステレオミキサー

にも設定できます（両方のアウトプットを使用して左右チャンネルは個別のボリュームコントロール）。 

 

デフォルトではオーディオ信号をミックスできるよう設計されていますが、半田によるジャンパーによっ

て直流電圧を扱うことができるように変更が可能、その場合にはCVミキサーとして機能します。 

 

 

Features 

・ 6chミキサー 

・ 6入力（A,B,C,D,E,F） 

・ 2出力（A+B+CとD+E+F） (A+B+Cに接続がない場合は、D+E+Fが6chのミックスを出力) 

・ 3ジャンパー設定（A to D, B to E, C to F）ステレオミキシング 

・ 出荷時はオーディオ・ミキサーとして使用できる設定 

・ 半田でジャンパすることでCV信号を取り扱えるCVミキサーにも変更が可能 

・ オークウッドのハンドメイド・パネルとハンドメイド電子回路 

 

 

Technical details 

・5 HP 

・35mm deep  

・消費電流  +12: <10mA, -12: <10mA 

・10ピン・パワー・コネクター 

 

 

 



 

《 も重要な注意事項》 

 

本モジュールをユーロラックの電源フレームラックに組み込む場合には、必ず電源ケーブルを電源フレ

ームラックから抜いた状態で行ってください！また接続には必ず付属のリボンケーブルをご使用くださ

い。接続する際はコネクターを接続する向きを絶対に間違えないように、細心の注意を払ってください。

必ず複数回確認し、間違いないことをお確かめいただいてから接続するようにしてください。 

赤いケーブルがモジュール、バスボード共に-12V側です。 

 

以下を再度ご確認ください 

 

１、ラックがユーロラック規格の標準的なものか？ 

２、+12V、-12Vレールのバスボード規格か？ 

３、電源レールは 大の消費電流を超えていないか？ 

 

BASTL INSTRUMENTSの製品にはPTCヒューズとダイオードによる保護回路を搭載していますが、間

違った接続や使用によるダメージはユーザーの責任となりますので、よくご確認の上でご利用ください。

また電源が入った状態で回路や電源バスを手で触れることは、たいへん危険ですので、くれぐれもご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 



Instruction 
*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 

 

 

 

 

① ABCはシンプルな6chのミキサーです。6系統の入力(A,B,C,D,E,Fチャンネル）を持ち、2系統の出力

があります。出力は「A+B+C」と、「D+E+F」の2系統があり、「A+B+C出力」にプラグの接続がない場合に

は、「D+E+F」出力が6chの全ての信号をミックスして出力します。 

また、基板上のジャンパー設定により2X3のステレオミキサーとして機能します。 

 

② 各チャンネルにはボリュームノブがあります。 



 

③ ABCはオーディオ信号をミックスできるよう設計されていますが、半田によるジャンパーによって直

流電圧を扱うことができるようになり、CVミキサーとしても機能します。 

 

基板上の半田ジャンパーをコネクトすることで、A+B+CミックスをCVミックスに変更します。これらの半

田ジャンパーはカップリングキャパシターをバイパスしてACカップリングから、DCカップリングに変更し

ます。 

 

④ 基板上のジャンパー設定では、A to D、B to E 、C to Fの設定が可能で本機を3chのステレオミキ

サーにも設定できます。A+B+CをL、D+E+FをRに使用します。A（B/C）に入力するとLとRに信号を送る

事ができます。A（B/C）とD(E/F)をペアで使用するとステレオ信号を扱えます。音量や定位、バランス

は各ボリュームノブで行います。 

 

出荷時はジャンパーが片方だけに架かったセッティングになっています。ステレオ使用時は両方に架

かるように組み替えてください。 
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CINNAMON 

UNIQUE SOUNDING STATE VARIABLE FILTER 

 

CINNAMONはとても個性的なサウンドのフィルター・モジュールです。ドライブやキャラクター・スイッチ

により、マルチ・フレイバーなサウンドを実現できる、個性的でクリエイティブなフィルターです。 

 

 

Features 

・ ボルテージ・コントロール対応のカットオフ周波数 

・ CV入力とアテネッター 

・ CV入力(volt/per oct) 

・ オーディオ入力(w/ゲインコントロール） 

・ DRIVEスイッチ、フィルター入力ステージでのオーバードライブサーキット 

・ ローパス出力(12db/oct – 2-pole) 

・ バンドパス出力(6db/oct – 1-pole) 

・ ハイパス出力(12db/oct – 2-pole) 

・ レゾナンス・コントロール 

・ レゾナンス・レスポンスのキャラクタースイッチ 

・ レゾナンスを 大付近に設定することでオシレーターとして利用可能 

・ ハンドメイド・エレクトロニクス 

・ オーク材のフロントパネル、カスタム・ノブ 

 

 

Technical details 

・ 5 HP 

・ 35mm deep  

・ 消費電流  +12V: <30mA, -12V: <30 mA 

・ 16ピン・パワー・コネクター 

 

 

 



《 も重要な注意事項》 

 

本モジュールをユーロラックの電源フレームラックに組み込む場合には、必ず電源ケーブルを電源フレ

ームラックから抜いた状態で行ってください！また接続には必ず付属のリボンケーブルをご使用くださ

い。接続する際はコネクターを接続する向きを絶対に間違えないように、細心の注意を払ってください。

必ず複数回確認し、間違いないことをお確かめいただいてから接続するようにしてください。 

赤いケーブルがモジュール、バスボード共に-12V側です。 

 

以下を再度ご確認ください 

 

１、ラックがユーロラック規格の標準的なものか？ 

２、+12V、-12Vレールのバスボード規格か？ 

３、電源レールは 大の消費電流を超えていないか？ 

 

BASTL INSTRUMENTSの製品にはPTCヒューズとダイオードによる保護回路を搭載していますが、間

違った接続や使用によるダメージはユーザーの責任となりますので、よくご確認の上でご利用ください。

また電源が入った状態で回路や電源バスを手で触れることは、たいへん危険ですので、くれぐれもご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instruction 
*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 

 

 

 

① 入力信号はINPUTからフィルターに送られます。 

 

② ハイパス出力（HIGHPASS)です。カットオフ・スロープは12dB/oct 2Poleフィルターです。 

 

③ バンドパス出力(BANDPASS)です。カットオフ・スロープは6dB/oct 1Poleフィルターです。 



 

④ ローパス出力(LOWPASS)です。カットオフ・スロープは12dB/oct 2Poleフィルターです。 

 

⑤ カットオフ周波数(CUTOFF)を調整します。カットオフ周波数はノブの値と、2つのCV入力の値で決

定されます。 

 

⑥ 左側のCV入力端子は、カットオフ周波数に影響します。1v/octに対応します。 

 

⑦ 右側のCV入力端子も、カットオフ周波数に影響します。またアテネーターノブ(ATTNUATOR)でモジ

ュレーションの強さを 0 ～ 100％ で調整できます。 

 

⑧ レゾナンスノブ(RESONANCE)は、 大付近に設定することでセルフ・オシレーションさせることがで

きます。 

 

⑨ キャラクター・スイッチはレゾナンスのレスポンスに影響します。両方のスイッチが下側に設定され

ている場合には、レゾナンスのオシレーションはサイン波のキャラクターです。上側のスイッチをオンの

状態（スイッチを上側にセット）にすると、エッジの立ったシャープなキャラクターに変化します。下側の

スイッチがオンになるとノコギリ波のキャラクターに変化します。またこれらのスイッチはフィルターのレ

スポンスも変化させます。このスイッチでの効果が強烈すぎるため volt/oct コントロールが効かなくな

ることがあります。 

 

⑩ 入力ボリューム(INPUT LEVEL)とDRIVEスイッチは、フィルターのレスポンスに大きく影響します。

DRIVEスイッチがオフの時には（スイッチが下側）、入力レベルは0〜2倍の範囲でコントロールが可能、

DRIVEスイッチが有効だと0〜10倍に変化します。入力でオーバードライブとなり、スイッチと入力レベル

の組み合わせでバリエーション豊かなサウンドを作ることができます。 

 

⑪ 基板上のvolt/octトリマーでフィルターのトラッキングの調整が可能です。 

 

⑫ 基板上のsaw octaveトリマーは、下側のキャラクター・スイッチのレスポンスを変化させます。 

 

⑬ 基板上のreso_adjustトリマーは、レゾナンスノブを回しきった時の値をキャリブレートできます。初期

設定ではセルフオシレーションした際にピュアなサイン波となるように設定されていますが、より歪んだ

サイン波レゾナンスに調整することもできます。ドラムサウンドのPinged Filterにも応用可能です。 
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CV TRINITY 

HEX MODULATION SIGNAL SUPERHERO 

 

CV TRINITYは、それぞれ独立した6チャンネルのCV出力を持ち、各チャンネルはAUTOMATION、LFO

またはADSRモードに設定が可能。各チャンネルにはそれぞれ個別のCV/GATE入力も装備されます。 

SELECTボタンとノブで、各6チャンネルのパラメーターを全て個別に調整が可能です。各チャンネルご

とにAUTOMATION、LFO 、ADSRモードの3モードを搭載し、驚くほど豊かな表現とコントロールを実現

できます。 もエキサイティングなモジュレーション信号を作り出すことができる「スーパーヒーロー」で

す。 

 

Features 

・ 6系統の独立したモジュレーション・チャンネル ・各チャンネルごとに全6系統のCV入力とCV出力 ・

SELECTボタン：モジュレーション・チャンネルの選択 

・ 各チャンネルごとにAUTOMATION、LFO 、ADSRモードに設定が可能 

・ AUTOMATIONモード： 大32ステップで、ボルテージのオートメーション・カーブを、ノブの操作で書

き込み可能。CLOCK入力、または個々のCV入力ソースがオートメーション・ステップに同期。 

・ LFOモード：オーディオRATE、XORウェーブ・シェイプ、ランプ、トライアングル、インバート・ランプ、フ

ロッピング・ランプ、フロッピング・トライアングル、ランダムステップまで多彩で個性的なチューニング。

LFOはクロック入力への同期が可能。CV入力でLFOのRATEをコントロールできます。 

・ ADSRモード：アタック、サスティン、ディケイ（リリースと同値）、リニア/エクスポーネンシャル・カーブ

切替え、ループモード、アタック-ホールド-リリース・モード 

・ ジャンパー設定で0-5V、または0-10Vレンジに、各CV入力をそれぞれ設定可能 

・ クロック入力 と クロック・ジェネレーター出力 

・ 木製のハンドメイド・パネル＆カスタムノブ、ハンドメイド・エレクトロニクス 

 

Technical details 

・ 14 HP 

・ 35mm deep  

・ 消費電流  +12V: <5mA,  -12V: <5 mA,  +5V: <35mA  

・ +5V がバスボードに必要です 

・ 16ピン・パワー・コネクター 



《 も重要な注意事項》 

 

本モジュールをユーロラックの電源フレームラックに組み込む場合には、必ず電源ケーブルを電源フレ

ームラックから抜いた状態で行ってください！また接続には必ず付属のリボンケーブルをご使用くださ

い。接続する際はコネクターを接続する向きを絶対に間違えないように、細心の注意を払ってください。

必ず複数回確認し、間違いないことをお確かめいただいてから接続するようにしてください。 

赤いケーブルがモジュール、バスボード共に-12V側です。 

 

以下を再度ご確認ください 

 

１、ラックがユーロラック規格の標準的なものか？ 

２、+12V、-12V と +5Vレールのバスボード規格か？ 

３、電源レールは 大の消費電流を超えていないか？ 

 

BASTL INSTRUMENTSの製品にはPTCヒューズとダイオードによる保護回路を搭載していますが、間

違った接続や使用によるダメージはユーザーの責任となりますので、よくご確認の上でご利用ください。

また電源が入った状態で回路や電源バスを手で触れることは、たいへん危険ですので、くれぐれもご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instruction 
*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 

 

 

 

① CV TrinityはCVジェネレートのための6個の独立したチャンネルを装備しています。0-5Vレンジの

信号がジェネレートできます。それぞれAUTOMATION(LEDが赤に点灯)、LFO(LED=緑)、ADSR(LED=

青)の各モードに設定できます。 

 

② SELECTボタンはエディットしたいチャンネルを選択する時に使用します。パネル上のCV OUTの出

力を見てください。上列に3個、下列に3個のCV OUTが並んでいます。SELECTを押すたびにLEDが上

列、または下列で切り替わります。3個の四角いビッグボタンは、上列の3個のCV OUT、または下列の



3個のCV OUTにそれぞれ対応しています。 

 

③ SELECT OUTコネクターは、現在エディットしている（選択されている）チャンネルのCVを常に出力

できます。信号の状況をLEDでモニターできます。 

 

④ MODEボタンを押して、モードを切り替えることができます。MODEを押すたびにLEDの色が

RGB(Red、Green、Blue)に切り替わります。各モードでそれぞれのノブの機能が異なります。各機能の

名称はフロントパネルに(R)(G)(B)で表記されています。 

 

⑤ 各チャンネルにはCV/gate/clock入力も装備されています。モードやセッティングによってその機能

は異なります。 

 

⑥ Clk INはAUTOMATION、またはLFOをマスタークロックに同期させる場合に使用します。 

 

⑦ Clk OUTは内蔵のクロック・ジェネレーターのクロック信号を出力します。クロック・ジェネレーターの

周波数は、FNボタンを押しながらTOPノブ（イラスト図を参照）を調整してください。Clk OUT はClk INの

信号にノーマライズされます。 

 

⑧ FNボタンは各モードの追加のセッティングにアクセスする場合にも使用します。FNボタンを押して

いる間、SELECTボタンがセッティングのインフォーメーションを示します。各モードの説明を参照してく

ださい。 

 

⑨ REC(record)ボタンは、Recordノブの動きをオートメーションに記録する時に使用します。FNボタン

を押しながらRECボタンを押すと、CV Trinityは全チャンネルのセッティングをプリセットに保存します。 

 

⑩ CV Trinityの基板には6個のジャンパーが用意されています(PCBイラスト図を参照）。CVインプット

は0〜5V(ジャンパーが刺さった状態)、または0〜10V(ジャンパーを外した状態)に設定変更が可能です。

CV1〜6まで、各チャンネルごとに設定が可能です。 

 

⑪ 基板上のプログラミング・ヘッダーの間にある2つのジャンパーは、両方のジャンパーが縦に刺さっ

ている状態でご利用ください。 CV Trinityをハックしたり、ソースコードを書き換えるような場合には標

準のFTDi USBアダプターを使用してこのジャンパーを利用することが可能です。 

 

⑫ 基板上のexp(エクスパンション）ピンは、そのモジュールにエクスパンション（拡張）モジュールが用

意されている場合に、それを接続することができます。 

 



 

AUTOMATIONモード（LEDがRED/赤に点灯） 

 

AUTOMATIONはグライド設定も調整可能な、32ステップのノブ・レコーダーです。RECボタンを押しなが

ら、RECORDノブ（TOP)を回すことで、電圧をメモリーに入力します。クロック入力のパルス信号により

ステップを進行させます。 

 

左側(LEFT)ノブは滑らかさを調整します。ノブが左に回しきりの状態で信号はステップ段階のシーケン

スとなり、右に回していくほどグライドしたサウンドになります。 

 

右側(RIGHT)のノブは32ステップのうちで、いくつのステップを使用するか調整できます。左側でステッ

プが も少なくなり、右回しで 大ステップ数になります。 

 

FNボタンを押しながら、四角いビッグボタンを押すことで異なるセッティングにアクセスすることができま

す。 

 

FNボタン＋左側のビッグボタンではオートメーションがマスタークロック(LED点灯）、またはセレクトされ

ているチャンネル・インプットのクロック(LED消灯）のどちらで動作するかを設定できます。 

 

FNボタン＋真ん中のビッグボタンは全てのメモリー値を「0」にリセットできます。 

 

FNボタン＋右側のビッグボタンでは、右側のノブでステップ数を減らして調整する際に、全てのステップ

を含めるか、または奇数ステップをキャンセルするかを選べます。LEDが点灯、または消灯で、RIGHTノ

ブを調整する際に2パターンのバリエーションを得られます。 

 

 

LFOモード（LEDがGREEN/緑に点灯） 

 
LFOは低周波のオシレーターとウェーブシェイパーと、その他の要素で構成されます。ループ可能なラ

ンダム・ジェネレーターも搭載します。 

 

TOPノブはLFO RATE（スピード）です。シンクロモードではLFOが同期するクロック入力のディバイダー

として設定され、pingableモードではping入力クロックのフェイズシフトを設定できます。 

 

右側のノブはLFOの波形を選択します。左から右に向かって、Triangle,Saw,Ramp,Flopping 

Triangle,Flopping Saw,Stepped Random,Looped Selected Randomと変化していきます。 



 

Stepped Randomモードは、後_記する（FNボタン＋左のビッグボタン）の設定でLFO RATEに同期するか、

デバイダー設定されたクロック入力に同期するかを選択することが可能です。 

 

Looped Selected Randomモードは、32ステップのランダムパターンでループします。 

 

左側のノブはステップ・ランダム・ウェーブのグライド効果を調整したり、RAMP波の選択時にはビットク

ラッシャーのように働きます。他の波形モード時にはXORモジュレーションを調整できます。0-255のと

ても個性的なXOR波形がノブの微妙な位置で次々と変化し、個性的としか表現できない、BASTL 

INSTRUMENTSならではの、浮遊感のあるクリエイティブ・サウンドに貢献します。 

 

FNボタンを押しながら四角いビッグボタンを押すと、それぞれ異なる機能を設定できます。 

 

FNボタンを押しながら、一番左のビッグボタンを押すと、LFOのフリー・ランニング（LEDが消灯）、また

はCLKインの信号への同期（LEDが点灯）が選べます。同期している場合、TOPノブはディバイダーを

設定できます。 

 

左側のチャンネルはクロックに対してフェイズ・オフセットを行いませんが。真ん中のチャンネルは90度

のフェイズシフト、もう一つのチャンネルは180度のフェイズシフトを行います。これにより様々なエフェク

トを試すことが可能です。 

 

真ん中のビッグボタンは、CV入力がLFO RATEに影響するか(LED消灯）、またはPingableモードで動作

するか（LED点灯）を選択できます。Pingableモードではもし2つのパルスを入力に送っている場合、LFO

はそれらのパルスの中間のRATEタイムを設定するということです。もしこの設定がアクティブになると、

メインのクロックは無効になり、TOPノブがCVインプットのクロックのフェイズシフトとして働きます。 

 

右側のビッグボタンは、LFOのレンジ設定です。Slow設定（2min〜200ms)の場合はLEDが消灯、Fast設

定（2s-10ms)はLEDが点灯します。この設定はLFOをフリーランニングの設定にしている時だけ（中央と

左端の両方のLEDがオフになっている場合）に有効です。 

 

 

 

 

 

 

 



ADSR（LEDがBLUE/青に点灯） 

 

ADSRはCVインプットをエンベロープをトリガーするGATEインプットとして使用します。TOPノブはアタッ

ク（1ms〜10sec)を、LEFTノブはサスティン（1ms〜10sec)を、RIGHTノブはディケイ・リリース（1ms〜

10sec)を設定します。 

 

FNボタンを押しながら、四角いビッグボタンを押すことで異なる設定がを行うことができます。 

 

FNボタン＋左側のビッグボタンはHOLDモードを有効にします（LED点灯）。HOLDモードではアタックの

コントロールがエンベロープになり、ATTCK-HOLD RELEASEモードとなります。 

 

FNボタン＋真ん中のビッグボタンでは、エンベロープのLOOPモードを有効にできます(LED点灯）。この

モードではGATEインプットがエンベロープのサイクルをリセットします。 

 

FNボタン＋右側のビッグボタンは、エンベロープをリニアー(LED点灯）または、エクスポーネンシャル

（LED消灯）で切り替えが可能です。 
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GRAND PA 

GRANYLAR SAMPLER 
 

GRANDPAはグラニュラー・モノ・サンプラーをユーロラックで使用できるクリエイティブなモジュールです。

microSDカードに用意したWAVファイルを読み込むことが可能で、2つのトリガー入力に、2つの異なる

サンプルを設定可能です。またCV入力でコントロールするパラメーターは自在にアサインが可能なた

め、CV入力をグレイン・シフトのトリガーとして利用することもできます（SYNC設定も可能）。 

GRANDPAでは、サンプルレート、クラッシュ、グレインサイズ、シフトスピード、アタック、リリース（フルリ

リースでHOLD）、スタートポジション、エンドポジションと多彩なパラメーターをコントロール可能です。 

 

Features 

・microGranny2のサウンド・エンジンを引き継いだグラニュラー・サンプラー、microSDカードから22050 

Hz, 16 bit, monoのwavファイルを読み込み可能 

・12bitアウトプット 

・サンプルレート・コントロール（～44.1 kHz） 

・2系統のﾄﾘｶﾞｰ入力、異なるサンプルとセッティングのファイルを演奏可能（モノフォニック） 

・各トリガー入力にはトリガーボタンを装備 

・RGBタイプのLEDの色によってページを切替可能。各ページには2つのノブ設定を、 2つのトリガーに

対して設定可能。 

・クラッシュ/ディストーション・エフェクト 

・調整可能なグレインサイズとグレインシフト 

・アタック、ディケイ・エンベロープ 

・スタート＆エンド・ポイント 

・CV入力は4モード×2ノブ=8パラメーターのうち、任意の１つに割り当て可能。多彩なCV制御オプショ

ン。 

・グレイン・シンク・モード搭載。CV入力からの信号にグレインシフトを同期可能 

・ 大35種類のサウンドサンプルを読み込み、再生可能 

・ 大35のプリセットを保存・読み込み可能（サンプルの組み合わせやパラメーターの設定を記録・保

存・呼び出し） 

・CV入力レンジは0-10V 

・オープンソース設計。FTDi USBアダプターからのソフトウェアのハッキングも可能。ソースはgithubで

公開。 

・木製のハンドメイド・パネル＆カスタムノブ、ハンドメイド・エレクトロニクス 



Technical details 

・ 5 HP 

・ 35mm deep  

・ 消費電流  +12V: <10mA,  -12V: <10 mA,  +5V:  

・ +5V がバスボードに必要です 

・ 10ピン・パワー・コネクター 

 

《 も重要な注意事項》 

 

本モジュールをユーロラックの電源フレームラックに組み込む場合には、必ず電源ケーブルを電源フレ

ームラックから抜いた状態で行ってください！また接続には必ず付属のリボンケーブルをご使用くださ

い。接続する際はコネクターを接続する向きを絶対に間違えないように、細心の注意を払ってください。

必ず複数回確認し、間違いないことをお確かめいただいてから接続するようにしてください。 

赤いケーブルがモジュール、バスボード共に-12V側です。 

 

以下を再度ご確認ください 

 

１、ラックがユーロラック規格の標準的なものか？ 

２、+12V、-12V と +5Vレールのバスボード規格か？ 

３、電源レールは 大の消費電流を超えていないか？ 

 

BASTL INSTRUMENTSの製品にはPTCヒューズとダイオードによる保護回路を搭載していますが、間

違った接続や使用によるダメージはユーザーの責任となりますので、よくご確認の上でご利用ください。

また電源が入った状態で回路や電源バスを手で触れることは、たいへん危険ですので、くれぐれもご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instruction 
*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 

 

 

 

① ディスプレイは「サンプルの名前（アルファベットと数字）」と「パラメーター値（グラフィカル）」を表示

できます。「ドット」（.＝点）が表示されている場合は、その値がサンプルのオリジナルのサンプルレート

であったり、固定のグレイン・スピードなど重要なセッティング位置であることを示します。 

 

② ノブに割り当てられる機能は、LEDの色(RGB)で表わされるページごとに異なります。2つのチャン

ネル(AまたはB）ごとに、異なるパラメーターを設定できます。エディットする場合は、 後にトリガーさ

れたチャンネル側(AまたはB)に編集が適応されます。 



PAGEボタンを押すたびにLEDの色が変わり、そのたびにページが変更されます。以下がLEDの色ごと

のページで、2つのノブに割り当てられる機能の一覧です。 

 

■ RED(赤） - サンプル・レート/クラッシュ 

■ GREEN(緑） - グレイン・サイズ/シフト・スピード 

■ BLUE(青） - アタック/リリース 

■ WHITE(白） - スタート/エンド 

 

③ FNボタンを押しながら、他のボタンを押すことで特定の機能にアクセス可能できます。 

 

■ FNボタン > DOWNボタン = プリセットの保存 

■ FNボタン > UPボタン = CV入力にトリガー信号がある場合のグレイン・シフトの同期、または非同

期を設定 

■ FN > PAGE = サンプルのループ設定 

 

 

④ CV入力はどのサウンド・パラメーターにもアサインすることが可能です。機能を適応したいページ

のノブを、FNボタンを押しながら回すことで、そのノブのパラメーターをCV入力でコントロールすること

ができます。またCV入力を（FN＋UPボタンで）SYNCを設定している場合は、グレイン・シフトのトリガー

にアサインする事も可能です。 

 

 

⑤ microSDカードは付属しています。市販のものをご利用いただく場合は標準のフォーマットをPCか

ら行ってご利用ください。microSDカード内のファイルはすべてルートにファイルを置き、

P0,P1,P2 ・・・・・ P9.wav、PA,PB・・・・・PZ.wavのように名前を設定できます。ファイル名の 初の文字

は必ず大文字のPでなくてはなりません。またそれに続くアルファベットも必ず大文字のファイル名に統

一します。 

 

サンプルは16bit、22050Hz(22.5kHz)のモノラルのファイルのみが使用可能です。音声を編集できるソフ

トを利用して自分のサンプルファイルを構成してください（購入時にはBASTLのオリジナル・サンプルが

予めmicroSDカードにセットされています）。44.1kHzのサンプルも使用できますが、サンプルレートが変

更できないなどの制限がございますので、22.5kHzのファイルをご用意いただくことをお勧めいたしま

す。 

 

SDカードを抜き差しする場合には、まずカードを挿す方向を良く確認してください。逆向きに無理に挿す

とカードやカードホルダーが破損します！カードを抜く際にコンタクトのある方向の向きを良くご確認くだ



さい。またカードを抜き差しするのは、必ずしもモジュラーの電源がオフでなくとも大丈夫です。カードを

GRABD PA戻した時にはカードが認識されていない状態ですので、UPボタンとDOWNボタンを2秒以上

長押しして、GRAND PAをリブートしてください。 

 

⑥ SYNCまたはLOOPのステイタスは、FNボタンを押した時の2つのLEDの状態で確認する事ができま

す（演奏中はトリガーされるとLEDが点灯するので、トリガーのない状態でご確認ください）。 

 

⑦ UPとDOWNのボタンはmicroSDカードから再生されるサンプルをセレクトできます。名前を示す数字

かアルファベットがディスプレイに表示されます。 

 

PAGEボタンを押しながら、このUP/DOWNボタンを押した場合は、プリセットを切替えできます。ディスプ

レイがプリセットの名前を表示します。プリセットにはロードされた2つのサンプルの全てのセッティング

が含まれています。 

 

⑧ TRIGGER A/Bボタンを押すとマニュアルで選択されているプリセットをトリガー再生します。 

 

⑨ 出力はDC0-5Vレンジ、2.5V以下の場合はサイレンスになります。もちろんCVソースとして使用する

ことができるため、様々なWAVファイルを使用できます。 
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KNIT RIDER 

TRIGGER / GATE SEQUENCER 
 

KNIT RIDERは6ボイスのトリガー・シーケンサーです。モダーンなアプローチで、素早いワークフローと

フレキシブルで幅広いオペレーションを実現しています。 

4小節を1パターンとして、各小節は16ステップ、さらにそのステップには4サブ・ステップを設定できます。

つまり各パターンには256ステップのシーケンスを設定できます。さらにトータルで64ものパターンをクリ

エイトできます。 

古典的な16ステップのシーケンサーよりも、さらに細かく、多くの設定を追い込むことができるため、クリ

エイティブで多彩な表現が可能になります。 

BARボタンにより4つの小節をナビゲートすることができます。ステップのボタンを選択して長押しする事

で、 バーボタンは（選択したステップの）サブステップを表示できます。バーボタンを押すことでサブス

テップを編集できます。 

またアクティブステップ機能によって、ボイスごとに個別のステップをシーケンスから外したり、長さを調

整できるため、ポリリズム的なクリエイティブなリズムパターンまでも包括した、自由度の高いパターン

を簡単に作り出せます。さらに全てのボイスはトリガーモード、またはゲートモードに設定可能です。 

またシーケンスをリアルタイム・レコーディング（クオンタイズ設定も可能）する事ができます。プレイ面で

も特定のステップをリアルタイムでリピート再生できるJUMP機能やMUTE機能、タップテンポ、同期のマ

スター/スレーブ（クロック・レシオ）、コピーペースト機能などなど・・・ クリエイティブな演奏のための全

てのシーケンス機能が高いレベルで詰め込まれたモジュラーです。 

 

 

Features 

・ マスターまたはスレーブ・テンポ（スレーブの場合のテンポレシオの設定も可能） 

・ 6ボイスを個別に出力。各出力はトリガーまたはゲート信号に設定可能 

・ 1パターンは4小節/16ステップ 

・ 各ステップは4サブステップを設定可能（各パターンは4小節×16ステップ×4サブステップ=トータル

256ステップを設定可能） 

・ 大64のパターンを設定可能 

・ シンプルで素早いリアルタイム・エディットが可能 



・ レコード機能（クオンタイズ設定あり） 

・ PLAY/STOPボタン（スレイブモードではSyncボタン） 

・ MUTE機能（各ボイス別に設定が可能） 

・ JUMPボタン（選択したステップのリピートプレイ） 

・ 調整可能なマスターテンポ設定（タップテンポ、またはUP/DOWNボタン、2BPMステップ） 

・ アクティブ・ステップ - 各ボイスごとのステップ数を設定可能。任意のステップだけを非アクティブに

したり。各ボイスごとに異なるステップ数を設定するなど、複雑なパターンメイクに貢献 

・ 本体の基板上にmicro SDカードを装備。設定の保存が可能 

・ COPY & PASTE機能。ボイスや小節、パターンのコピーが可能。 

・ クリアー機能（ひとつのボイス、全てのボイス、ステップなどのクリアーが容易） 

・ UNDO(アンドゥ）機能搭載（前回保存した状態まで戻る） 

・ 5V出力 

・ FTDi USBアダプターを基板上に搭載ファームウェアやソフトウェアのハッキングが可能（オープンソ

ース） 

 

Technical details 

・ 16 HP 

・ 35mm deep  

・ 消費電流  +12V: < 35mA 

・ 10ピン・パワー・コネクター 

 

 



 

《 も重要な注意事項》 

 

本モジュールをユーロラックの電源フレームラックに組み込む場合には、必ず電源ケーブルを電源フレ

ームラックから抜いた状態で行ってください！また接続には必ず付属のリボンケーブルをご使用くださ

い。接続する際はコネクターを接続する向きを絶対に間違えないように、細心の注意を払ってください。

必ず複数回確認し、間違いないことをお確かめいただいてから接続するようにしてください。 

赤いケーブルがモジュール、バスボード共に-12V側です。 

 

以下を再度ご確認ください 

 

１、ラックがユーロラック規格の標準的なものか？ 

２、+12V、-12V レールのバスボード規格か？ 

３、電源レールは 大の消費電流を超えていないか？ 

 

BASTL INSTRUMENTSの製品にはPTCヒューズとダイオードによる保護回路を搭載していますが、間

違った接続や使用によるダメージはユーザーの責任となりますので、よくご確認の上でご利用ください。

また電源が入った状態で回路や電源バスを手で触れることは、たいへん危険ですので、くれぐれもご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instruction 
*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 
 

 

 

① クロック入力 

KNIT RIDERでは内蔵のクロック・ジェネレーターも搭載しています。もちろん外部のクロックソースにも

対応が可能です。 

 

② 6系統のトリガー/ゲート出力 

（A,B,C,D,E,F,G） 0～5Vのレンジです。 

 



KNIT RIDERの操作ゾーンは大きく4つに分かれています。一番面積の大きなパートは4×4のグリッドを

持ったステップ・エディットのエリアです【STEP】。その上の1×4のパートは小節とサブステップの設定エ

リア【BAR】。上部3×2の左側のエリアはボイスのセレクトを行うエリア【VOICE】、右側は【CONTROL】6

個のファンクション・ボタンです。 

 

③ PLAY/STEP 

マスターモードに設定されている場合は、PLAYボタンを押すとシーケンスの再生を始めます。もう一度

同じボタンを押すとストップします。 

 

スレーブモードでは、このボタンを押すと外部からのクロックがくるまでのスタンバイ状態になります。マ

スター＆スレーブモードについては後記いたします。 

 

④ STEPとSUBSTEPのエディット 

【VOICE】セクションで、エディットしたいボイスのボタンを選択します。【STEP】セクションのボタンをアク

ティブにすると(LED点灯）シーケンスのトリガーが有効になります。【BAR】セクションで小節を選択でき

ます。 

 

*初期設定では16ステップの小節だけがアクティブになっています。次項のACTIVE STEPの設定で2～

4小節めをアクティブにすることができます。 

 

STEPボタンとBARボタンのコンビネーションではサブステップの設定ができます。各ステップには4つの

サブステップの設定を追加できます。（サブステップを編集したい）STEPボタンを長押しすると、BARセ

クションの各ボタンのLEDが、サブステップの状態を表します。STEPボタンを押しながら、BARボタンを

押すことで、4つのサブステップのトリガーを設定できます。 

 

⑤ アクティブSTEP / シーケンスの長さ 

各ステップをシーケンスから任意にスキップさせることができます。各ボイスごとにシーケンスの長さを

調整したり、ポリリズムのパターンをクリエイトできます。 

 

ACTIVE STEPボタンを押すと、『アクティブ・ステップ・モード』に入り、アクティブになっているステップの

LEDが点灯します。各VOICEボタンで、アクティブ・ステップを設定したいボイスを選択することができま

す。 

 

『アクティブ・ステップ・モード』でSTEPボタンを押すとシーケンスの 後のステップを設定できます。例え

ば16個あるSTEPボタンの5個めを押した場合は、選択されているボイスのシーケンスは5ステップ・シー

ケンスとなります。またBARボタンでは小節をナビゲートしますので、2〜4小節めをアクティブにしたい



場合は、BARボタンで希望の小節を選んでから、設定したい 後のステップのボタンを押してくださ

い。。 

 

個々のSTEPごとに有効/無効を設定したい場合には、FNボタンを押しながら、無効にしたいステップの

ボタンを押してください。そのステップだけをシーケンスからスキップすることができ、ポリリズムのパタ

ーンを作りやすくなります。 

 

またFNボタンを押したままでBARボタンを押すと小節の全てのステップの無効/有効を切り替えできま

す。 

 

 

⑥ パターン/ミュート機能 

PATTERNボタンを押している間はパターンモードとなり、4個のBARボタンと、16個のSTEPボタンの組

合せで、合計64個のパターンを切り替えることができます。PATTERNボタンを押しながらBAR、または

STEPボタンを押して64個のうち1つのパターンをリアルタイムで選択できます。 

 

PATTERNボタンを押した時にアクティブなVOICEがLEDで確認できます。またその状態で個別の

VOICEボタンを押してLEDを消灯させると、そのVOICEだけをミュートすることが可能です。もう一度押

すとLEDが点灯し、再度VOICEが有効になります。 

*VOICEがミュートされているとシーケンスを打ち込んでも音がでません。トリガーが出力されないと思う

場合はまずこの設定をご確認ください！ 

 

 

⑦ レコーディング機能 

RECORDボタンを押すと、リアルタイム・レコーディングが可能です。VOICEボタンをタップする事でステ

ップを記録できます。クオンタイズ設定については後記する項をご覧ください。再度RECORDINGボタン

を押すと録音をストップします。 

 

⑧ ジャンプ機能 

Jumpを押しながら、アクティブなSTEPボタンを押すことで、そのボタンのノートをリピートで再生します。

リアルタイムでのパフォーマンスのアクセントに 適です。 

 

 

 

 

 



FNボタンの機能 

以下の機能はFNボタンを押しながら行う事で実現できる機能です。 

 

⑨ トリガーとゲート 

 

各VOICEは出力される信号を 「トリガーモード」、または「ゲートモード」のいずれかに設定することがで

きます。また設定の変更によって、ステップ編集やレコーディング時のサブステップの入力設定も変化

されます。 

 

「トリガーモード」と「ゲートモード」は、FNボタンを押しながら、適応したいVOICEボタン(A〜F）を押すこ

とで、切り替えられます。FNボタンを押している間、そのボイスのLEDが消灯している時は「トリガーモ

ード」、LEDが点灯していれば「ゲートモード」であることが判別できます。 

 

「トリガーモード」に設定された場合は、ボイスの出力から1msのトリガーシグナルが出力されます。ステ

ップ編集とレコーディングを行った際には、4つのサブステップは 初の1つめだけが自動で選ばれる状

態となります。もちろんサブステップは任意で編集が可能です。 

 

「ゲートモード」が設定されたVOICEは、ステップ編集を行った際に、4つある全てのサブステップが有効

になります。ステップとサブステップの連続したアクティブなステップの長さによって、ゲート信号が作ら

れるのです。リアルタイムでのレコーディングを行う場合はVOICEボタンを押し続ける間、全てのサブス

テップを記録し続けます。 

 

 

⑩ クオンタイズ 

FNボタンを押しながらいずれかのBARボタンを押すことで、レコーディングモード時のクオンタイズ設定

が可能です。1番左のボタンのLEDが点灯する時はクオンタイズはOFFです。左から2番めのBARボタン

が選ばれている場合は、入力されたステップはサブステップ2個分の単位でクオンタイズされます。左

から3番めのBARボタンが選ばれている場合は、入力されたステップは全て 初のサブステップにクオ

ンタイズされます。4番目のBARボタン選択時はフルステップ2個分の単位でトリガーをクオンタイズして

記録します。 

 

⑪ マスター/スレーブ設定 

クロックソースをインターナル(MASTER)、または外部クロック(SLAVE)に設定できます。インターナル

(MASTER)と外部クロック(SLAVE)の切り替えは、FNボタンを押しながらMASTER/SLAVEボタン(PLAY

ボタンと共通）を押します。 



 

インターナル(MASTER)時のテンポ設定は、FNを押しながらTAPボタンを押すことで設定できます。また

FNを押しながらTEMPO/UPまたはTEMPO/DOWNを押すと2BPMごとにテンポを変化させることができ

ます。 

 

・CLK IN RATIO 

外部クロックでスレーブ設定の場合にはクロックデバイダーが働きます。クロックデバイダーは2つのパ

ルス間に、1、2、4または8のいずれかのサブステップを補完する形で設定できます。入力クロックに対

するレシオ値を設定するには、FNボタンを押しながら、イラスト図11番の「CLK IN RATIO」と表記されて

いる「列の」横並びの4つのボタンのいずれかを押すことで、4段階のクロックデバイダー設定が変更で

きます（FNボタンを押しながら、16個あるステップボタンの1〜4番めのいずれかのボタンを押してLEDを

点灯させることで設定できます）。 

 

 

⑫ コピー＆ペースト 

コピーとペースト機能によってワークフローを速められます。 

 

VOICEのコピー＆ペーストには、コピーしたいVOICEを選んだ上で、FNボタンを押しながらCOPYボタン

を押します。次にペースト先のVOICEを選んでからFNボタンを押しながらPASTEボタンを押します。全

てのステップとアクティブステップの設定がペーストされます。 

 

BARのコピー＆ペーストには、コピーしたいBARを選んだ上で、FNボタンを押しながらCOPYボタンを押

します。次にペースト先のBARを選んでからFNボタンを押しながらBARボタンを押します。全てのステッ

プとアクティブステップの設定がペーストされます。 

 

⑬ 保存＆アンドゥ機能 

FNボタンを押しながらSAVEボタン(RECボタンと共通）を押すと現在のKNIT RIDER設定を保存すること

ができます。またFNボタンとUNDOボタンを押すと、以前にSAVEボタンを押した直後の状態まで作業を

戻すことが可能です。 

 

⑭ クリア機能 

クリアボタンでステップやアクティブステップの設定を簡単に消すことができます。一度消してもSAVEし

ない限りUNDOで戻ることも可能です。 

 

VOICEごとのステップをクリアしたい場合は、予めクリアしたいVOICEが選択されていることを確認の後、

FNボタンを押しながら、一番下列のCLEAR/VOICE STEPを押します。 



 

FN+CLEAR/PTRN STEPSは、全てのボイスのPATTERNステップを1度で消去します。 

 

FN+VOICE ACTIVESは、選ばれているVOICEの「アクティブ・ステップ」を消去します。 

 

FN+PTRN ACTIVESは、全てのVOICEの「アクティブ・ステップ」を消去します。 
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（株）アンブレラカンパニー 

www.umbrella-company.jp 
* この取扱説明書は株式会社アンブレラカンパニーが正規に販売する製品専用のオリジナル制作物です。 

無断での利用、配布、複製などを固く禁じます。 



LITTLE NERD 

CLOCK/TRIGGER AND GATE PROCESSOR 
 

LITTLE NERDはトリガーとクロックのマニピュレーション・モジュールです。6HPの省スペース設計ながら、

多彩でクリエイティブなトリガー＆クロック信号のマニュピレートを実現できます。 

2系統の入力（in1,2)と、5系統のプログラマブル出力(out A,B,C,D,E)が装備されています。入力1への信

号はA,B,Cの出力に、入力2への信号はDとEの出力に、それぞれ対応します。 

出力DとEで処理するための信号を取るか、”PROBABILITY MIX”ノブで選択可能です。右に回し切りで

in1から、左に回し切りでin2からとなります。ミックスポジションからとるとより複雑な出力信号が得られ

ます。トリガー/クロックをクロスフェードするなど応用できます。 

 

LITTLE NERDにはLEDの色で識別される全７モードが搭載されています。各チャンネルの出力には、そ

れぞれ異なるモードを設定することが可能です。また各チャンネルに装備されるノブは選択されたモー

ドごとに異なる機能が割り当てられています。ノブを回すことでそのチャンネルが自動で選択され、モー

ドボタンを押すたびにLEDの色が変わり、モードを色で選択できます。 

多くのモードでは2つのパラメーターを設定できます。パラメーター2を設定するときは、SHIFTボタンを

押しながらノブを調整します。 

以下のモードが選択可能です。 

1、DELAYED DIVIDER (LED色=赤） 

2、TRIGGER 2 GATE / FLOP DIVIDER (LED色=緑） 

3、MULTIPLIER (LED色=青） 

4、TRIGGER REPEATER (LED色=シアン） 

5、EUCLIDIAN SEQUENCER (LED色=マゼンダ） 

6、CLOCK OSCILLATOR (LED=黄色） 

7、PROBABILITY/GROOVE (LED=白色） 

 

これらの7モードと、各パラメーターを調整することで、複雑かつクリエイティブなクロック＆トリガー/ゲ

ート信号の環境を構築できます！ 

 



 

Features 

・多目的なクロック、トリガー、ゲート・プロセッサー 

・2入力 

・5出力（各出力に異なるモードを設定可能、2パラメーター設定） 

・A,B,Cプロセス出力（from入力1） 

・D,Eプロセス出力(from 入力2、または1) 

・5Vのトリガー出力 

・Arduinoコンパチブルのオープンソース設計。6pin FTDiコネクター経由でのリプログラミングも可能 

・オークウッドのハンドメイド・パネルとハンドメイド電子回路 

Technical details 

・ 6 HP 

・ 50mm deep  

・ 消費電流  5V: < 35mA (5Vバスパワーが必要です） 

・ 16ピン・パワー・コネクター 

 

 

 

 

 

 



《 も重要な注意事項》 

 

本モジュールをユーロラックの電源フレームラックに組み込む場合には、必ず電源ケーブルを電源フレ

ームラックから抜いた状態で行ってください！また接続には必ず付属のリボンケーブルをご使用くださ

い。接続する際はコネクターを接続する向きを絶対に間違えないように、細心の注意を払ってください。

必ず複数回確認し、間違いないことをお確かめいただいてから接続するようにしてください。 

赤いケーブルがモジュール、バスボード共に-12V側です。 

 

以下を再度ご確認ください 

 

１、ラックがユーロラック規格の標準的なものか？ 

２、+5V レールのバスボード規格か？ 

３、電源レールは 大の消費電流を超えていないか？ 

 

BASTL INSTRUMENTSの製品にはPTCヒューズとダイオードによる保護回路を搭載していますが、間

違った接続や使用によるダメージはユーザーの責任となりますので、よくご確認の上でご利用ください。

また電源が入った状態で回路や電源バスを手で触れることは、たいへん危険ですので、くれぐれもご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instruction 
*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 

 

 

 

 

LITTLE NERDには2つの入力(1,2)と、5つの出力(A,B,C,D,E)があります。 

 

① 入力1の信号はA、B、Cの各プロセッサーに送られます。 

 

② 入力2の信号は”PROBABILITY MIX”を経由しD、Eのプロセッサーに送られます。D、Eのプロセッサ

ーどちらの入力信号をプロセスするか選択可能です。 



 

③ 各チャンネルにはそれぞれに調整可能なノブが用意され、機能は各チャンネルの出力モードによ

って異なります。出力モードの設定は、各A,B,C,D,E,Fのノブを回すとチャンネルが選択され、そのチャン

ネルの現在のモードがLEDの色で示されます。この状態でモードの選択やパラメーターの設定を行い

ます。チャンネルごとに異なるモードを設定できます。 

多くのモードでは2つのパラメーターをノブの操作で調整できます。パラメーター2の設定はSHIFTボタン

を押しながら行います。パラメーター1の設定は他のボタンは押さず、そのままノブを回します。各モード

とLEDの色については後記します。 

 

④ 各チャンネルはノブでパラメーターを設定できます。ノブの機能は選択されているモードによってそ

れぞれ異なります。 

また連続的でない数字の設定には、アシスト機能があります。例えばDIVISION FACTOR(1-16)の場合

だと、RGB LED がどの数字を調整しているのか分かるよう、値の境目でRGB LEDが点滅して値が変

更されたことを知らせています。 

 

 

プリセットの呼び出しと保存方法 

LITTLE NERDの使用方法や可能性が様々あるため、プリセットの保存やロードができることは役に立

ちます。 

作業に入る前に、まずプリセット保存したい1～6の番号のプリセットを呼び出してください。プリセットの

呼び出しには、SHIFTとMODEの2つのボタンを同時に押し、RGB LEDが七色にアニメーションしている

間に、6個のノブのいずれかを回します。一番上のノブを回せばプリセット＃1が、一番下のノブを回せ

ばプリセット＃6が呼び出されます。 

プリセットが呼び出されたら、各チャンネルごとに希望のセッティングを行い、セッティングが完成したら

保存を行います。保存は現在選ばれているプリセット番号に対して行われます。保存方法はSHIFTと

MODEの2つのボタンを同時に押し、RGB LEDが七色にアニメーションするのを確認したら、押している2

つのボタンを同時に離します。ボタンを離した時に保存が実行されます。 

起動時にはLITTLE NERDは 後に使ったプリセットを自動で呼び出します。 



各モードの説明 

DELAYED DIVIDER (LED色=赤） 

パルスを分周したパルスを出力します。 

パラメーター1(何も押さずノブを回す）は、入力パルスに対してオフセットし出力します。シンプルなトリ

ガー・ディレイとして機能します。 

パラメーター2(SHIFTを押しながらノブを回す）は、ディバイダーの分周比を 1：1から16：1 の範囲で設

定します。 

 

TRIG2GATE/FLOP DRIVER (LED色=緑） 

パルスをカウントし出力のHi/Loを切り替えます。パルスから矩形波が得られます。 

パラメーター1はオフセットを設定します。パルスカウント1：1の時はゲートの長さを可変します。 

パラメーター2は、パルスのカウント数を設定します。設定したカウント数により出力を反転します。 

 

MULTIPLIER (LED色=青） 

入力クロック信号の周波数を乗算、補完し１から8倍のパルスを出力します。 

パラメーター1は、1倍-8倍の値で設定変更が可能です。3連符や5連符などのリズムを簡単に作り出す

ことができます。 

パラメーター2はこのモードでは使用されません。 

 

TRIGGER REPETER (LED色=シアン） 

入力されたトリガーパルスをリピートします。 

パラメーター1はリピートの間隔を決定します。 

パラメーター2はパルスを何発クリエイトするかを設定します。 



EUCLIDIAN SEQUENCER (LED色=マゼンダ） 

パワフルで音楽的なリズムとポリリズムのジェネレートを可能にするユークリッド・アルゴリズムを応用

したモードです。アルゴリズム生成には2つの入力値があります。 

パラメーター1ではシーケンス内のフィルの数（何個のトリガーを生成するか）を設定できます。ステップ

数を決定してから、トリガー数をリアルタイムで操作するとランダムなトリガーを発生させます。 

パラメーター2ではシーケンスのステップ数を1-16で設定します。 

 

CLOCK OSCILLATOR (LED=黄色） 

このモードは入力されるクロック信号に同期しない個別のクロック信号を作りますので独立したLFOとし

て利用できます。 

パラメーター1は信号周波数を決定します。 

パラメーター2はパルス幅を設定します。 

ただし、パラメーター2を時計回り方向に回しきりに設定した場合には、オシレーターの周波数は、入力

されるクロックの周波数に同期し、パラメーター1で周波数を約１/2まで可変できます。 

 

PROBABILITY/GROOVE (LED=白色） 

入力パルスを確率的な方式でプロセスし、ランダムに間引きしたトリガーパルスを出力します。 

パラメーター1で確立を設定します。反時計回り方向で確立を減らし、時計回り方向で増やします。 

パラメーター2は確立とは関連しませんが、時計回り方向に回しきった時に《GROOVEモード》となり、2

つめのパルスをディレイさせます。ディレイのアマウントはパラメーター1で設定できます。 

 

⑤ Lock Jumper 

もしLITTLE NERDを完全に固定した設定でしか使いたくない場合は、ノブなどを外して3HPのパネル

（別売）で使用できます。その場合はこのジャンパーを使用します。 



⑥ FTDi 

Little Nerdのソフトウェアはオープンソースなので、Arduino環境でハッキングも可能です。その場合に

はこのポートをハックポートとしてご利用いただけます。 
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MULTIPLE 

UTILITY TOOLIE 
 

パッシブのマルチ・スプリッターです。4 + 5や3+3+3 などソケット間の配線をカット（または配線）すること

で自分の欲しい形に仕上げられるように設計されています。 ソケット間の配線をカット（または配線）す

ることで、グループを分けることが容易となるよう設計されています。 

 

 

Features 

・ 9コネクター 

*すべてコネクトされた状態または、3+3+3の状態などで出荷されていますが、ワイヤーをカット（または

配線）することで自分のセットアップに 適なスプリッターにモディファイする仕様ですので、本説明書を

ご覧いただくか、弊社技術部までご相談いただき、自分好みの仕様にモディファイしてご利用ください。 

 

Technical details 

・ 2 HP 

・ 15mm deep  

・ パッシブ・モジュールです（電源不要です） 

 

 



Instruction 
 

 

 

*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 

 

① ソケット間のコネクターをカットする事でグループをセパレートすることも可能です。 

 

② ソケットコネクターの真ん中をカットすることで2つのセクションをセパレートします。 
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NOISE SQUARE 

MULTI NOISE & SQUARE SIGNAL GENERATOR 
 

NOISE SQUARE は幅広い用途に利用できるシグナル・ジェネレーターです。【WHITE】と【PINK】はアナ

ログで生成されるホワイトノイズとピンクノイズ、その他のサウンドソースはデジタルで生成されます。 

【METALIC】は 6 オシレーターのサウンドバンクから成るメタリックノイズで（808 のサウンドに似ていま

す）、デジタルでジェネレートされ、アナログでサミングされています。また TUNE ノブと CV コントロール

を持っています。 

【DIGITAL】は調整可能なTUNEノブとCVコントロールを装備した個性的なデジタルノイズ・ソースです。 

【SQUARE】と【COW】は共に矩形派の信号を出力しますが、【COW】はよりカウベルのようなサウンドを

作る場合に適しています。 

2系統のCV入力は本機のデジタル・サウンド・ソースをコントロールできます。 初のCV入力はスイッチ

で、【METALIC】または【DIGITAL】のどちらのソースをコントロールするかを選択できます。次のCV入力

は【SQUARE】と【COW】出力をコントロールします。CV入力のレンジは0～10Vです。 

 

Features 

・ 2 つのアナログ・ノイズ・ジェネレーター（WHITE、PINK ノイズ） 

・ 4 つのデジタル・シグナル・ソース（SQUARE、COW、METALIC、DIGITAL） 

・ TUNE コントロール（METALIC、DIGITAL、SQUARE、COW） 

・ SQUARE と COW シグナル用の CV 入力 

・ METALIC または DIGITAL 用の CV 入力 

・ CV インプットは 0～10V レンジ 

・ FTDi USB アダプターを接続可能（オープンソース・ソフトウェアにつきハッキングが可能） 

 

 

 



Technical details 

・ 5 HP 

・ 35mm deep  

・ 消費電流  +12: <15mA, -12: <15mA, +5:<20mA  (5Vバスパワーが必要です） 

・ 16ピン・パワー・コネクター 

 

 

 

《 も重要な注意事項》 

 

本モジュールをユーロラックの電源フレームラックに組み込む場合には、必ず電源ケーブルを電源フレ

ームラックから抜いた状態で行ってください！また接続には必ず付属のリボンケーブルをご使用くださ

い。接続する際はコネクターを接続する向きを絶対に間違えないように、細心の注意を払ってください。

必ず複数回確認し、間違いないことをお確かめいただいてから接続するようにしてください。 

赤いケーブルがモジュール、バスボード共に-12V側です。 

 

以下を再度ご確認ください 

 

１、ラックがユーロラック規格の標準的なものか？ 

２、+5V レールのバスボード規格か？ 

３、電源レールは 大の消費電流を超えていないか？ 

 

BASTL INSTRUMENTSの製品にはPTCヒューズとダイオードによる保護回路を搭載していますが、間

違った接続や使用によるダメージはユーザーの責任となりますので、よくご確認の上でご利用ください。

また電源が入った状態で回路や電源バスを手で触れることは、たいへん危険ですので、くれぐれもご

注意ください。 



 

Instruction 
 

 

 

*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 

 

① 【SQUARE】スクエアウェーブ・オシレーターはノブとCVによってチューニングできます。 

 

② 【COW】 ２基のスクエアウェーブ・オシレーターと固定の周波数レシオを持ちカウベルサウンドに

適です。 

 



③ 【SQUARE】と【COW】用のCV入力です。 

 

④ 【METALIC】６基のスクエアウェーブ・オシレーターをアナログでミックスした構成のオシレーターで

す。808のサウンドにインスパイアされています。ハットやシンバルのサウンドメイクに利用できます。ノ

ブとCVでチューニングされます。 

 

⑤ 【DIGITAL】 デジタル・ノイズ・ジェネレーターです。サンプルレートをノブとCVでコントロール可能で

す。 

 

⑥ このスイッチによって、CV入力はMETALICまたはDIGITALのいずれかに送られます（0-10Vレンジ） 

 

⑦ 【WHITE】 アナログのホワイト・ノイズ・ジェネレーターです。 

 

⑧ 【PINK】 アナログのピンク・ノイズ・ジェネレーターです。 

 

⑨ FTDi ブレイクアウト端子 

本機はオープンソースで設計されていますのでソースのハッキングが可能です（サポート対象外）。 
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* この取扱説明書は株式会社アンブレラカンパニーが正規に販売する製品専用のオリジナル制作物です。 

無断での利用、配布、複製などを固く禁じます。 



PROPUST 

TRIPLE PASSIVE FILTER 
 

PROPUST はコンパクトな 2HP のパッシブ・フィルター・モジュールです。固定のカットオフ周波数をもつ

ハイパス・フィルターとローパス・フィルターを装備しています。 

2 ポール仕様の HPF と、2 ポール仕様の LPF が 3 系統用意されており、パッシブタイプなので電源も不

要です。また HP と LP の両方のステージを使用すれば BPF(バンドパス・フィルター)として機能します。 

 

 

Features 

・3 系統のハイパス・フィルター（カットオフ周波数 A=7kHz、B=3.5kHz、C=220Hz) 

・3 系統のローパス・フィルター（カットオフ周波数 A=1.5kHz、B=4.1kHz、C=880Hz) 

・パッシブ・デザイン（電源不要） 

 

 

Technical details 

・ 2 HP 

・ 15mm deep  

・ パッシブ・モジュールです（電源不要です） 

 

 

 

 

 



Instruction 
 

 

 

*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 

3 系統の(A,B,C)の独立したフィルターセクションを装備しています。各セクションはそれぞれ異なる周波

数に設定されています。 

イラスト図の①に信号を入力すると、②からハイパス・フィルターの信号が、③からはバンドパス・フィル

ターの信号が出力されます。 

 

イラスト図の②に信号を入力すると、③からローパス・フィルターの信号が得られます。 
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QUATTRO FIGARO 

QUAD VCA INVERTOR & MIX OUTS 

 

Quattro Figaroは4chのVCAとCVインバーター、さらにチャンネルミックス出力を装備した複合機能モジ

ュールです。各チャンネル(A,B,C,D)には、ゲインノブ、アッテネーターノブ付きのCV入力、インバーテッ

ドCV出力、シグナル入力＆出力が用意されています。 

 

Internal routing 

内部ルーティングだけで、QUATTRO FIGAROをパンニング/クロスフェード・ツールとして使用すること

もできます。ジャックのスイッチ機能を利用して内部で信号のルーティングが完結していますのでA+Bと

C+Dの2つのペアを内部ルーティングでパンニングに設定することができます。ですが、ケーブルのプラ

グを接続することで内部のルーティングを切り離し外部からのシグナルやCVを活かすことができ、すべ

てのチャンネルを個別に使うことも可能です。 

チャンネルAからのシグナルはチャンネルBのジャックにルーティングされています（CとDの関係も同じ

です）。つまりチャンネルBのジャックに何もコネクトされていない状態では、チャンネルAはの信号がチ

ャンネルBにも送られているということです。 

チャンネルAのインバートCV出力は、同様にチャンネルBのCV入力に接続されています（CとDも同じ）。

つまりチャンネルBのジャックに何もコネクトされていない状態では、インバートCVはチャンネルBのCV

入力に送られているということです。 

 

Mixed outputs 
ミックス出力はQUATTRO FIGAROを、ボルテージ・コントロールド・ミキサーとして、またはステレオ・パ

ンニング・ボルテージ・コントロールド・ミキサーとして利用できます。信号AとCのミックス出力、信号Bと

Dのミックス出力（これら2つの出力はインバーテッド）、全信号のミックス、そして全信号のインバート・ミ

ックスが得られます。 

 

 

 



Features 

・4ch VCA 

・各chにCVアテネーター 

・各chにゲイン・ノブ 

・各CV入力にインバートCV出力装備 

・各ミックス出力 -(A+C), -(B+D), A+B+C+D, -(A+B+C+D) 

・内部ルーティングされるCVはコネクターでスイッチ可能 

（パンニングやクロスフェードを簡単に実行可能） 

・ハンドメイド・エレクトロニクスとオークウッドの木製パネル 

 

Technical details 

・ 10 HP 

・ 35mm deep  

・ 消費電流  +12V: <40mA,  -12V: <35 mA 

・ 16ピン・パワー・コネクター 

 

《 も重要な注意事項》 

 

本モジュールをユーロラックの電源フレームラックに組み込む場合には、必ず電源ケーブルを電源フレ

ームラックから抜いた状態で行ってください！また接続には必ず付属のリボンケーブルをご使用くださ

い。接続する際はコネクターを接続する向きを絶対に間違えないように、細心の注意を払ってください。

必ず複数回確認し、間違いないことをお確かめいただいてから接続するようにしてください。 

赤いケーブルがモジュール、バスボード共に-12V側です。 

 

以下を再度ご確認ください 

 

１、ラックがユーロラック規格の標準的なものか？ 

２、+12V、-12Vレールのバスボード規格か？ 

３、電源レールは 大の消費電流を超えていないか？ 

 

BASTL INSTRUMENTSの製品にはPTCヒューズとダイオードによる保護回路を搭載していますが、間

違った接続や使用によるダメージはユーザーの責任となりますので、よくご確認の上でご利用ください。

また電源が入った状態で回路や電源バスを手で触れることは、たいへん危険ですので、くれぐれもご

注意ください。 



 

Instruction 
 

 

 

*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 

 

 

① QUATRO FIGAROは4チャンネルのVCAモジュールで、A,B,C,Dのチャンネルで表記されます。各チ

ャンネルにはゲインノブが装備されています。 大ゲインは2倍です。 

 



② 各CV入力はアテネーター・ノブを持っています。VCAのゲインは各チャンネルのコントロール・ボル

テージに追従します。 終的なコントロール・ボルテージは、GAINボルテージとアッテネートされたCV

入力のボルテージを合成したものです。 

 

③ 内部ルーティングによって、QUATTRO FIGAROをパンニング/クロスフェード・ツールとして使用す

ることもできます。A+BとC+Dの2つのペアを内部ルーティングでパンニングに設定することができます。

なぜならコネクターのスイッチ機能を利用して内部で信号のルーティングが完結しています。ですが、

ケーブルのプラグを接続することで内部のルーティングを切り離すことができるので、すべてのチャン

ネルを個別に使うことも可能です。 

チャンネルAからのシグナルはチャンネルBのジャックにルーティングされています（CとDの関係も同じ

です）。つまりチャンネルBのジャックに何もコネクトされていない状態では、チャンネルAの信号がチャ

ンネルBにも送られているということです。 

 

④ 各CVセクションにはインバーテッド出力が装備されています。これらの信号はアッテネーターには

影響しません。 

 

⑤ チャンネルAからのシグナルはチャンネルBのジャックにルーティングされています（CとDの関係も

同じです）。つまりチャンネルBのジャックに何もコネクトされていない状態では、チャンネルAはチャンネ

ルBと接続されているということです。 

 

⑥ シグナル入力はVCAを通り、CVによって増幅され出力されます。 

 

⑦ ミックス出力は QUATTRO FIGARO を、ボルテージ・コントロールド・ミキサーとして、またはステレ

オ・パンニング・ボルテージ・コントロールド・ミキサーとして利用できます。信号 A と C のミックス出力、

信号 B と D のミックス出力（これら 2 つの出力はインバーテッド）、全信号のミックス、そして全信号のイ

ンバート・ミックスが得られます。 
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SKIS 

DUAL DECAY + VCA 

 

SKISはAとB 2チャンネルの構成で、ディケイ・エンベロープのノブコントロールと、VCAを装備したモジュ

ールです。エンベロープをトリガーできるトリガー入力を持ち、VCAのCV入力、バッファード・エンベロー

プ出力、シグナル入力＆出力が標準装備されています。 

VCA CRUNCHスイッチは、クリエイティブ・インストゥルメンツの先駆者であるStanda Filip氏が開発した

MOSFETを使ったLo-Fi VCA回路にインスパイアされた特別な機能です。エンベロープのディケイを個

性的なキャラクターに変化させることができます。 

一般的なSKISの使用方法としては、2つの信号（例えばノイズ信号）で、TRIGGER信号を使った、

DECAYを調整可能なドラムサウンドなどをクリエイトする事ですが、2つのVCAとDECAYは独立して利

用することができるので、幅広くイマジネーションを膨らましていくことができます。 

 

Features 

• 2系統のディケイ・エンベロープと調整可能なディケイタイム (TRIGGER入力, CV出力) 

• デュアルVCA (SIGNAL入力, SIGNAL出力, CV入力) 

• Standa Filipの回路にインスパイアされたVCA CRUNCH 

• ジャンパー設定によりエンベロープのリリースを変更可能。 

• ジャンパー設定によりDECAYノブでのディケイ・エンベロープのMUTE設定が可能。 

• ジャンパー設定により、出力信号に風変わりなフィルターを追加することが可能。  

• オークウッドのハンドメイド・パネルとハンドメイド電子回路 

 

 

Technical details 

・ 5 HP 

・ 35mm deep  

・ 消費電流  +12V: <30mA,  -12V: <20 mA 

・ 10ピン・パワー・コネクター 

 



《 も重要な注意事項》 

 

本モジュールをユーロラックの電源フレームラックに組み込む場合には、必ず電源ケーブルを電源フレ

ームラックから抜いた状態で行ってください！また接続には必ず付属のリボンケーブルをご使用くださ

い。接続する際はコネクターを接続する向きを絶対に間違えないように、細心の注意を払ってください。

必ず複数回確認し、間違いないことをお確かめいただいてから接続するようにしてください。 

赤いケーブルがモジュール、バスボード共に-12V側です。 

 

以下を再度ご確認ください 

 

１、ラックがユーロラック規格の標準的なものか？ 

２、+12V、-12Vレールのバスボード規格か？ 

３、電源レールは 大の消費電流を超えていないか？ 

 

BASTL INSTRUMENTSの製品にはPTCヒューズとダイオードによる保護回路を搭載していますが、間

違った接続や使用によるダメージはユーザーの責任となりますので、よくご確認の上でご利用ください。

また電源が入った状態で回路や電源バスを手で触れることは、たいへん危険ですので、くれぐれもご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instruction 
 

 

 

 

*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 

 

① AとBのDECAYノブは各エンベロープのディケイ・タイムを調整します。各チャンネルにはLEDがあり

ディケイの状態を示します。ディケイタイムにはShortまたはLongのレンジがあり、基板上のジャンパー

で設定できます。またジャンパーで MUTE設定にすると、左側にノブを回しきったときにディケイエンベ

ロープをミュートすることができるようになります。 

 



② TRIGGER入力はエンベロープのトリガーです。エンベロープはDECAYモード、またはRELEASEモー

ドをジャンパーで設定できます。DECAYモードはトリガーが入った時点を起点に減衰スロープを作りま

す。RELEASEモードではゲート信号がOFFされたタイミングから減衰スロープを作ります。 

 

③ ENV OUT(バッファーされたエンベロープ出力）は、通常VCA CV IN 端子へ送られています。VCA 

CV INにプラグを挿すことで回線を切り変え外部CVに対応します。 

 

④ VCA CRUNCHスイッチは、Standa Fillip氏の設計を応用した特別なスイッチです。アートフレーバー

な個性を持ったLo-Fiなクランチサウンドで、ディケイとエンベロープも変化します。さらに基板上のジャ

ンパー設定で、VCAにStanda Fillip式のLo-Fiなフィルターを適応することもできます。 

 

⑤ VCAアンプのセクションです。 

 

⑥ この部分がデュアル・ディケイ・エンベロープのパートです。両方のディケイ・エンベロープはVCAを

持っていて独立して使用が可能です。ENV OUTは、通常VCA CV IN 端子へ送られています。VCA CV 

INにプラグを挿すことで回線を切り変え外部CVに対応します。 

 

⑦ この部分がデュアルVCAのパートです。 

 

 

各チャンネルにはジャンパーが用意されています(PCBイラスト図参照）。 

⑧ このジャンパーはディケイ・エンベロープのレンジをShort(約1s）、またはLong(約10s)で設定できま

す。 

 

⑨ MUTEジャンパーです。DECAYノブを左に回しきったときにディケイを0に設定できます。 

 

⑩ HOLDジャンパーです。ディケイ・エンベロープをRELEASEモードに変更できます。 

 

⑪ このジャンパーはVCAに特別なLo-Fiフィルターを適応できます。 
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TEA KICK 

MORE THAN JUST DRUM 

 

Tea Kickはアナログ感溢れるドラムサウンドを特徴とするモジュールです。ナチュラルなドラム波形を、

TUNEとRESONANCEコントロールでチューニングできます。CV入力とアッテネーターが搭載され、キッ

クからタム、ウッドブロックまで、多彩な音色のキャラクターをクリエイト可能です。 

 

RESONANCEコントロールにより、長いディケイタイムのドラムサウンドが得られますが、RESONANCE 

RANGEスイッチの設定により、セルフ・オシレートさせることができ、VCOのように使用することもできま

す。またTea kick はトーンコントロール機能をもったクリック・ジェネレーターを装備しており、信号にミッ

クスすることでスティックのサウンドを表現することもできます。独立したクリック出力も個別に装備され

ています。 

 

TRIGGER入力とCV入力に加え、BASTLならではの、想像性に富んだ、独特のフィルター的効果が得ら

れるWTF入力端子も装備しています。また通常の出力以外にも、独立したSQUARE波の出力をもち、ア

グレッシブなサウンドメイクを行う事もできます。 

ただのドラム・サウンド・モジュールにとどまらない、独創性にあふれた個性的なサウンドが 大の魅力

です。 

 

Features 

・ ドラム・サウンド・ジェネレーター 

・ ピッチコントロール（TUNEノブ） 

・ CVインプット w/アッテネーター・コントロール 

・ レゾナンス・ノブ 

・ レゾナンス・レンジ・スイッチ（セルフ・オシレーションが可能） 

・ クリック・チューン・ノブ 

・ クリックの独立アウトプット 

・ バッファード・アウトプット 

・ 矩形波アウトプット 

・ トリガー・インプット 

・ WTFインプット（バンドパス・フィルター風のストレンジな効果） 

・ 木製のハンドメイド・パネル＆カスタムノブ、ハンドメイド・エレクトロニクス 



Technical details 

・ 5 HP 

・ 35mm deep  

・ 消費電流  +12V: <15mA,  -12V: <15mA 

・ 16ピン・パワー・コネクター 

 

《 も重要な注意事項》 

 

本モジュールをユーロラックの電源フレームラックに組み込む場合には、必ず電源ケーブルを電源フレ

ームラックから抜いた状態で行ってください！また接続には必ず付属のリボンケーブルをご使用くださ

い。接続する際はコネクターを接続する向きを絶対に間違えないように、細心の注意を払ってください。

必ず複数回確認し、間違いないことをお確かめいただいてから接続するようにしてください。 

赤いケーブルがモジュール、バスボード共に-12V側です。 

 

以下を再度ご確認ください 

 

１、ラックがユーロラック規格の標準的なものか？ 

２、+12V、-12Vレールのバスボード規格か？ 

３、電源レールは 大の消費電流を超えていないか？ 

 

BASTL INSTRUMENTSの製品にはPTCヒューズとダイオードによる保護回路を搭載していますが、間

違った接続や使用によるダメージはユーザーの責任となりますので、よくご確認の上でご利用ください。

また電源が入った状態で回路や電源バスを手で触れることは、たいへん危険ですので、くれぐれもご

注意ください。 

 

 



Instruction 
*以下の操作説明は、各イラスト図（フロントパネル、基板）の番号に対応しています。 

 

 

 

Beyond the Drum 
 

Tea Kick はドラムサウンドのモジュラーとしても、実験的なオシレーターとしてもご利用いただける「Twin 

T レゾナント・ドラムサウンド」設計です。実験の可能性の選択肢が多い為、単なるドラムサウンド・モジ

ュールの枠を超えて、創造性の高いサウンドを得ることができます。 



① RESONANCE コントロールです。全体のチューニングにも影響を与えます。RESONANCE を上げて

いくとサウンドは低い音にシフトし、ディケイも長くなります。レゾナンスの RANGE スイッチを使用すると

セルフ・オシレートさせて VCO のように使用することも可能です。 

 

② トーン・コントロール付きのクリック・ジェネレーターとしても使用できます。CLICK TUNE ノブのコント

ロールは Twin T 回路全体のトーンにも影響し、サウンドにドラムスティックがヒットしたようなアタック感

を与えることもできます。 

 

③ TRIGGER インプットは低いレゾナンス設定のサイン波にもトリガーすることができます。トリガーす

ると LED が点滅します。 

 

④ Twin T 回路はバンドパス・フィルターに似たキャラクターで動作させることもできます。WTF インプッ

トを使用すれば興味深い効果を得ることができます。 

 

⑤ TUNE コントロール・ノブはピッチを調整します。CV インプットと ATTENUATOR も影響します。CV イ

ンプットによってベースドラムから、タム、ウッドブロックのように幅広いレンジのサウンド・アレンジがで

きます。 

 

⑥ CV インプットは、ATTENUATOR コントロールと TUNE コントロールで作られたボルテージで 終的

なピッチ・コントロール・ボルテージを作り出します。 

 

⑦ CLICK アウトプットはクリック音を個別に出力できます。個別に使用したり、他の実験的な試みに使

用できます。 

 

⑧ Tea Kick はバッファード・アウトプットを持ちますが、それとは個別に矩形波で出力できる SQUARE

アウトプットも装備しています。過激なサウンドメイクに 適です！ 

 

⑨ レゾナンス調整のトリマーが基板上にありますので、レゾナンスのレンジを微調整することが可能

です。 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


