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Thingamagoop 3000  

日本語取扱説明書 

 

Thingamagoop 3000 は、光量でコントロールできるシンセサイザーで、いくつかのボイスやエフェクト、

オーディオインプットモード、CV/MIDI 機能などを備えています。また ARDUINO IDE により、りプログラミ

ングを楽しむことも可能です。 

 

ご注意 

連続した激しいノブアクションやスイッチ切替により、プロセッサー処理が追い付かずがハングアップし

てしまう場合がございます。また起動時はプロセッサーが起動しないうちにノブやスイッチを動かすとハ

ングアップしてしまう場合がありますので、5-6 秒まってから操作をしてください。 

 

Specifications 

・ オーディオ – 44.1kHz, 16bit 

・ Mono インプット, Stereo アウトプット、右チャンネルは 4 ミリ秒のディレイを設けています 

・ 3W 内蔵スピーカー 

・ MIDI 入出力（via USB） 付属の 1/8″～ DIN ケーブルを使用 

・ CV 入出力（DC カップル、-5V ～ +5V 入力, 0 ～ +5V 出力 

・ 電源 – 9V バッテリー、または USB 端子より給電が可能 

* 9V バッテリーでは約 3-5 時間の駆動が標準的です（電池の種類や音量などによって異なる）。電池

の容量が少なくなるとプロセッサーが正常動作しない場合もございますので、標準 USB からの給電を

お勧めします。ライブパフォーマンスなどで電池でご使用になる場合には、ライブの前に新品の電池を

『エサ』として与えれば、元気で活発なパフォーマンスに貢献するでしょう！ 

 



Controls 

 

1、Thingamagoop 3000 には、3 つのノブと SELECT ボタンがあり、SELECT ボタンにより異なるパラメー

ターにアクセスできます。 

MODE、ボイス、インプット、LED（角）はSELECT ボタンを押しながら 調整する事で変更ができます。（ノ

ブを回すだけではパラメーターが変更になりませんので注意してください！）。 

*SELECT を押しながらノブを回しても変化が無い場合には、SELECT を押しながらノブを 大から 小

まで回してみてください。 

 

2、BLEEP ボタンを押すことで音が出ます。 もう一度押すことでサウンドをミュートします。また、

SELECT を押しながら BLEEP ボタンを押すとモメンタリーモードになり、BLEEP ボタンを押している間だ

けサウンドが出力できるようになります。 

3、EYE トグルスイッチでは、目玉の光センサーに入力される光量が、どのパラメーターをコントロール

するかを選択できます。 

・FREQ→ 目玉の光センサーへの光量が、サウンドの周波数を変化させます。Thingamagoop3000 の

標準モードです。 



・ADJ→目玉の光センサーへの光量が、ボイスモードを変化させます。このモードではサウンドの周波

数は MODE ノブでコントロールできます。 

・FX →目玉の光センサーへの光量が、エフェクトモードを変化させます。このモードではサウンドの周

波数は EFFECT ノブでコントロールできます。 

 

4、RANGE スイッチは目玉の光センサーのレンジを 3 段階で切り替えできます。 

 

5、上部にある小さなプッシュボタンは「インプットモード」、『アウトプットモード』を切り替えます。 

 

6、上部にあるノブは Thingamagoop3000 の音量をコントロールします。回しきると「カチッ」となるポジシ

ョンはオフ・ポジションです。 

 

 

Voice Modes（ボイス・モード） 

Thingamagoop3000 には 8 つのボイスモードが備わっています。 

モードは SELECT ボタンを押しながら MODE ノブ（向かって左側のノブ）を各表記に合わせることで、選

択が可能です。SELECT ボタンを離すと、そのモードが選択され、MODE ノブはそれぞれモードによって、

異なるパラメーター調整となります。 

 

 矩形派モード 

矩形派モードが選ばれると、MODE ノブは左側に回し切りの時にシングル・オシレーターとなり、右側に

回していくと、1 オクターブアップ、2 オクターブアップ、サブオクターブが加わっていきます。 

 



 トライアングル・モード  

トライアングルモードが選ばれると、MODE ノブは左側に回し切りの時にシングル・オシレーターとなり、

右側に回していくと、1 オクターブアップ、2 オクターブアップ、サブオクターブが加わっていきます。 

 

 ノコギリ波モード 

ノコギリ波モードが選ばれると、MODEノブは左側に回し切りの時にシングル・オシレーターとなり、右側

に回していくと、1 オクターブアップ、2 オクターブアップ、サブオクターブが加わっていきます。 

 

 ディチューン・ソー・モード 

MODE ノブは 2 つのオシレーター波形のディチューンを調整します。 

 

 12 x サイン波・モード 

MODE ノブは、オシレーターの周波数を複雑にコントロールします。 

 

 サイン AMxFM 

クレイジーなサウンドを奏でます。MODE ノブは、たいへんランダムにサウンドを変化させま

す。??~?!@?~!%$!な感じです。 

 

 ロボ声モード  

ロボット・ボイスです。MODE ノブや RANGE スイッチでロボットのキャラが変更できます。 

 



 ノイズ・モード  

ホワイトノイズ～グジャー！！までノイズを発するモードです。危険です。 

 

 

LEDacle Modes（LED 角モード） 

真中のノブ(LEDACLE)を設定します。LEDacle Modes（LED 角モード）は大別して 3 つのモードがありま

す。このノブのモードを変更する場合は、SHIFT を押しながらいずれかのポジションにノブを合わせて

SHIFT ボタンを離します（各モードのシェイプにバリエーションを与えられます）。SHIFT が押されていな

い時には、このボタンは LED 角の点滅の速さをコントロールします。 

3 つのモードの詳細は以下の通りです。 

 

Triangular mode –  

トライアングルのシェイプは矩形波からランプ波まで選択、調整が可能です。 

 

Square mode –  

矩形波系のサウンドを選択できます。 

 

Random mode –  

3 つの異なるタイプのランダム系波形を選択可能です。 

 

 

Effect Modes 

5 つのエフェクト・モードが選択できます。各エフェクトの種類を選択する場合は SELECT を押しながら

EFFECT ノブを希望のエリアに合わせます。SELECT ボタンを離すとそのエフェクトが適応されます。 

一度エフェクトが選択されると、EFFECT ノブは選択されたエフェクトの効果の調整ノブとなり、左に回し

きった時にエフェクト効果はオフになります。 



 AM ＆ リング・モジュレーション 

信号は矩形波またはサイン波でモジュレートされます。EFFECT ノブは周波数を調整します。 

 

 フィルター  

ローパス・フィルターまたはバンドパス・フィルターが選択できます。EFFECT ノブはカットオフ周波数を

調整します。 

 

 RATE リダクション / ビット・クラッシャー 

シグナルを 44.1kHz（EFFECT ノブ：左回し切りでフルビット）～ 441Hz (EFFECT ノブ：右回し切り）までビ

ットクラッシュさせます。 

 

 フランジャー 

サウンドをフランジさせます。EFFECT ノブはフランジャー効果の RATE を調整します。 

 

 テープ・ディレイ 

 クレイジーなディレイ・エフェクトを標準装備しています。このモードが選択されると、EFFECT ノブはデ

ィレイ・タイムを調整する働きになります。アナログ・テープ式をシミュレートした、太いアナログ・ディレ

イ・サウンドで Thigamagoop3000 をマッチョに骨太に唸らせることができます！超お勧めのエフェクト・モ

ードです！ 

 

 

 



Shift mode（SHIFT モード） 

Thingamagoop3000のMIDI入出力チャンネル、CVモードを変更する場合には、本機上部、ボリュームノ

ブの横にある小さな SHIFT ボタンを約 2 秒間長押しします。LED 角の LED が点灯に変わり、この状態

で 3 つノブを動かすことで各モードの変更が可能です。以下の図をご参照ください。 

もう一度 SHIFT ボタンを押すと、設定が反映されて通常モードに戻ります。 

 

 

 

MIDI 

MIDI シグナルは付属の MIDI I/O ケーブル、または USB で送受信できます。 

 

MIDI Input implementation 

 

MIDI インプットのチャンネルは初期設定ではオムニ設定です。変更するには SHIFT モードを使用します。

各記号が MIDI チャンネル 0-8 に対応します。 

Notes –ボイスを MIDI でトリガーするには、BLEEP ボタンをオフに設定してください。もし BLEEP ボタン

がオンになっていると、EYEモジュールがピッチをモジュレートします。BLEEPボタンをオフにした状態で

外部からの MIDI ノートを受信すると、Thingamagoop3 がノートを発音します。BLEEP ボタンはノートだけ

をモジュレートします。通常に戻るには MIDI 入力ジャック、または USB ジャックからケーブルを抜いてく

ださい。 



Pitch bend – Acts in the standard way, 2 octaves up and down. 

CC14 – Attack length of notes. 

CC15 – Release length of notes. 

CC16 – voice adjust 

CC17 – Voice mode select. A value of 0-16 selects the Square voice mode, 17-32 Triangle, 33-48 

Ramp etc. 

CC18 – LEDacle rate adjust 

CC19 – LEDacle mode select. 0-42 selects triangle shape, 42-85 square duty, 86-127 random shapes. 

CC20 – Direct LEDacle. The CC value is directly outputted through the LED with 0 being off and 127 

being full brightness. 

CC21 – Effect adjust 

CC22 – Effect select 

CC23 – Trigger the devices. Acts just like the bleep button. 0-63 off, 64-127 on. 

 

 

 

MIDI Output implementation 

 

MIDI アウトプットのチャンネルは初期設定では 1 に設定されています。変更するには SHIFT モードを使

用します。各記号が MIDI チャンネル 0-8 に対応します。 

ノートは EYE 光センサーから送られます。 

CC14 – photocell level 

CC15 – LEDacle level. Outputs the LED oscillator.  

CC16 – 18 Raw value of the controls are sent, just like a standard MIDI controller. SELECT and SHIFT 

modes have no effect on the values. 

CC16 – Mode knob. 

CC17 – LEDacle kbon. 

CC18 – effect knob. 

CC19 – Shift button. 0-63 off, 64-127 on. 

CC19 – Bleep button. 0-63 off, 64-127 on. 

CC19 – Eye switch. 0-42 down , 43-85 middle, 85-127 up. 

CC19 – Range switch. 0-42 down , 43-85 middle, 85-127 up. 



CV 入出力 

CV 入出力モードは前記した Shift モードで選択できます。LED ライトが点灯している間にノブを回すこと

で選択されます。 

CV 入力は-5V～+5V の信号を受けられます。 

CV 出力は 0～+5V の信号を受けられます。 

CV 入力は MODE 調整をモジュレートします。 

CV 出力は光センサーのレベルを出力します。 

また Stereo ジャックのスプリッターケーブルを自作（左チャンネルが CV イン、右チャンネルがトリガーイ

ン）する事で、CV 入力の右チャンネルを BLEEP ボタンと同様のモメンタリースイッチ用に使用する事も

できます。信号が大きい場合にボイスを有効にします。 

 

 

 

Audio Input モード 

オーディオ入力を使用すれば、外部音源を Thingamagoop3000 でエフェクトすることができます。オーデ

ィオ入力にケーブルを接続すると Audio Input モードになり、EFFECT モードで選択されたエフェクトを適

応する事ができます。 

オーディオ入力は BLEEP ボタンを押して回路をアクティブする事によって有効になります。 

Audio Input モードでは、他のモードと同じように、以下のような MODE を切り替えてクレージーなエフェ

クト効果を楽しむことも可能です。 

 

INPUTEYE AM –  

EYE の光センサーが増幅レベルを変化させます 

 

Sine AM – 

入力信号によってサイン波のリングモジュレーションが適応されます。EYE の光センサーがピッチをコン

トロールし、ノブが DEPTH をコントロールします。 



Square AM – 

入力信号によって矩形波のリングモジュレーションが適応されます。EYE の光センサーがピッチをコント

ロールし、ノブが DEPTH をコントロールします。 

 

 “Glitch shift” granular pitch shift –  

EYE の光センサーがピッチを変化させ、ノブがグレイン・サイズをコントロールします。 

 

Resonator 1 – 

入力信号が 8 つのサイン波に再構築されます。EYE の光センサーがピッチを変化させ、ノブがフェード

アウトのタイムをコントロールします。 

 

Resonator 2 – 

入力信号が 6 つのコードに再構築されます。EYE の光センサーがピッチを変化させます。 

 

 

Freeze – 

BLEEP ボタンが EYE の光センサー（ピッチ）をコントロール、ノブがグレイン・サイズをコントロールしま

す。  

 

Digital distortion –  

EYE の光センサーがディストーション量を、ノブで 3 つの異なるタイプをセレクト可能です。 

  

 

Code 

もし ARDUINO のコードに関する知識がある場合は、本機のコードを書き換えて楽しむことも可能です。

全てのコードは http://bleeplabs.com/で公開されます。 

 

 


