
重要な事項（必ずお読みになってからご使用ください）

１、本機の音声出力はヘッドホンなどが直接挿せるよう「ステレオミニジャック仕様」になっております。MONOのミニプラグですと音声が出力されないのでご注意ください。

www.gizmo-music.comで最適な音声ケーブルを販売しておりますのでご利用ください。

2、電源には 9Vバッテリー、または 9V の AC アダプター（極性= センター＋　　　　　）で駆動します。一般的なギターエフェクター用の AC アダプターはセンター－のものが多く逆極性ですの

で十分にご注意ください！間違ったご使用は機器を破損させます。www.gizmo-music.comで最適な ACアダプターを販売しております。

3、バッテリーでご使用になる場合には背面のスライドスイッチをバッテリーポジション（機器を正面から見て右側へスライド）でご使用いただけます。ACアダプターを使用する場合にはプラグポ

ジション（機器を正面から見て左側へスライド）で使用してください。

4、複数の TRINITY モジュールを連結させて使用する場合には ACアダプターの使用をお勧めいたします。1個の ACアダプターで複数の TRINITY モジュールに電源を供給できます ( サイドプラグ経

由で電源を送ります）。また電源も ACアダプターの繋がった一台のモジュールを操作するだけで全モジュールを一括でON/OFF できます。

5、「サイドコネクター」で連結したモジュールは音声信号もミックスしていくので最後に接続したモジュールから、その前段に接続したモジュールのサウンドもミックスされて出力されますが、こ

の接続の場合は前段にあるモジュールほど音量が小さくなるため、サウンドモジュールごとに装備されているボリュームでバランスを調整する必要があります。可能な限りミキサーなどを使用しそ

れぞれのモジュールからパラで音声出力することをお勧めします。

本印刷物は株式会社アンブレラカンパニーが製作したものです。無断転用や使用を固く禁止いたします。

■　Powerup
microGranny の電源供給には 3つの方法があります。

1）バッテリー：9V電池をセットしてスライドスイッチを BATT ポジションにセット

2）ACアダプター：9Vの ACアダプター（極性はセンタープラス）でスライドスイッチを PLUG

ポジションにセット

注意：9Vアダプターは必ずセンタープラスのものをご使用ください。多くのギターエフェクター

用の ACアダプターはセンターマイナスですのでご注意ください！間違ったご使用は機器を壊し

てしまいます！

3）サイドコネクターから、他の BASTL Instruments 製品と電源を共有（PLUGポジション）

*Note：9V 電池はサイドコネクターから共有できません

■　Playback and Hold
Big Button を押すとサウンドが出力されます。モノフォニックですので 1つのサウンドが再生さ

れます。HOLDボタンを押すとHOLDモードが有効になり（HOLD LED が点灯）ます。Big 

Button を押しっぱなしにしなくてもサンプルが再生されます。途中でもう一度 Big Button を押

すとサンプルが頭から再生されます。サンプル再生をストップするには再度HOLDボタンを押し

ます

■　Sample Selection
SDカードに保存されているサンプルを各 Big Button に割り当てるには、まず 6個のうち 1つの

希望を BigButton を押してから、UP/DOWNボタンを押して SDカードに保存されたサンプルを

選択します。UP/DOWNボタンを1回ずつ押してSDカード内のファイルをブラウズする場合には、

( 最初の文字が切り替わる時に）ディスプレイに "SRCH" と表示され、次のサンプルを探しにいき

ます。ディレクトリを素早くブラウズしたい場合にはUP/DOWNボタンを2秒以上長押するとファ

イルの最初の文字だけを切り替えてくれるので、素早く希望のファイルにたどりつくことができ

ます。

■　Presets and Banks
microGranny には合計 10 の BANK があります（BANK0 ～ 9まで）。BANK を切り替えるには

PAGE/PRESET ボタンを押しながらUP/DOWNボタンを押していきます。ディスプレイは「Pr.1x」

「Pr.2x」「Pr.3x」のように切り替わっていきます。この 1、2、3と切り替わっていく番号が BANK

ナンバーです。その横のｘはプリセット 1～ 6を表します。例えば Pr05 という表記は、BANK0

のプリセット 5と読めます。

10 個の BANK にはそれぞれ 6個のプリセットがあります。プリセットを切り替えるには

PAGE/PRESET ボタンを押しながら、1～ 6の BigButton のいずれかを押します。ディスプレイに

「Pr.01」～「Pr.06」まで押した BigButton に応じて表示されます。

そして前項の Smple Selection で説明したように、1個のプリセットには 6種類のサウンドを各

BigButton に保存することができます。10BANK×6プリセット×6サウンド =合計で 360 種類

のサウンドを保存できます。

プリセットを保存するには、一番左下（Down/Pate ボタンの左横）にある「FNボタン」を押し

ながら、「RECORDボタン」を押します。ディスプレイに SAVE と表示され、その時に BigButton

に呼び込まれているサウンドが、ノブなどのサウンドエフェクトも反映したサウンドで SDカー

ドに保存されます。

TIP: サウンドをエディットしている途中で、最初のセッティングに戻りたい場合にはプリセット

を保存せずにリロードするのがお勧めです。
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■　Knobs
左側にある 4つのノブはmicroGranny のサウンドを調整します。ノブの機能は PAGE 設定により

異なり、RGB LEDの色でどのPAGEにいるのかが確認できます。PAGEボタンを押すと青と緑でペー

ジが切り替わります。パラメーターの名前はパネルに (B) または (G) で表記されています。

各ノブはプリセットのオリジナルの値を保護するために、そのプリセットのサウンドで保存され

ているオリジナルの値の位置にノブが来た時にはじめてノブの変化を適応（アクティブ）できま

す。BigButtonでサウンドを再生した時に各ノブの横にあるLEDが点灯していればノブはアクティ

ブです。点灯してない場合にはノブをオリジナル位置に一度合わせれば LEDが点灯してノブがア

クティブになります。オリジナル位置が良く分からなければ単純に素早く「0位置」から「100位置」

までノブを回せばノブのロックは簡単に解除できます。

右側の 2つのノブは入力（録音用）と出力（スピーカー・ヘッドホン用）のボリュームです

■　FNボタン
FNボタンは一番左下（Down/Pate ボタンの左横）にあるボタンです。

各 BigButton の下に TUNED、LEGATO、REPEAT.... と表記があると思います。この機能にアクセ

スすると、最後に演奏したサウンドの各パラメーターを調整することができます。例えば 3つめ

の BigButton と FNボタンを同時に押した状態は、REPEAT 機能のオンまたはオフ切替になります。

LEDが点灯した状態がオン、消灯している状態がオフです。各パラメーターの詳細は後記します。

また FNボタンはサウンドのコピー＆ペーストにも使用できます。「FNボタン」を押しながら

「UP/COPY( オレンジの↑のボタン）」を押すとコピーが実行されます。コピーは常に最後にプレ

イしたサウンドをコピーします。ペーストしたい BigButton を一度押してから、「FNボタン」を

押しながら「DOWN/PASTE( オレンジの↓のボタン）」を押すとペーストが実行されます。同じサ

ンプルを並べてノブでサウンドを変化させるようなプリセット作りに便利です。

さらに BigButton でサンプルを再生中に「FNボタン」と「HOLDボタン」を同時に押すと（押

し方にコツがあり、どちらかというと FNボタンを押した直後に、少しずらしてHOLDを押すよ

うな感覚です）、「インスタントループ機能」が実行できます。「FNボタン」と「HOLDボタン」

を最初に同時押しした時に「インスタントループ」のスタートポイントが設定されます。もう一

押したときに「インスタントループ」のエンドポイントが設定されます。BigButton を押し続け

ている間、その区間のサウンドをループ再生します。そのまま 3回目に「FNボタン」と「HOLD

ボタン」を同時に押すと「インスタントループ」を停止して、ループ区間以降のサンプルを再生

します。また Ver2.4 よりインスタントループ再生中に、FNボタンと RECORDボタンを押すこと

で、ループを一時保存できるようになりました（一時保存の場合は電源を切ると設定は失われま

す）。インスタントループを完全に保存するにはもう一度 FNボタンを押しながら RECORDING を

押せば保存できます

≪プリセットの保存≫

「FNボタン」と「RECORD/SAVE ボタン」を同時に押すと現在のプリセットを保存できます。



本印刷物は株式会社アンブレラカンパニーが製作したものです。無断転用や使用を固く禁止いたします。

■　Parameters
各ノブのパラメーターはG( 緑の LED) と B( 青の LED）で異なる機能を持ちます。(G) と (B) の切

替には PAGE/PRESET ボタンを押してください。

【LED が緑】

SAMPLE RATE（G）-プレイするサウンドのピッチを調整できます。TUNEDパラメーターが
オンの場合（前項 FNボタンの項をご覧ください）には、サンプルレートは -36 ～ 5まではセミトー

ンで変化し、0でオリジナルピッチになります。TUNEDパラメーターがオフの場合には、サンプ

ルレートは -360 ～ 50 と約 10 倍の細さをもった解像度で調整されます。TUNEDパラメーターが

オンの場合の -12 は、オフの場合の -120 と同じチューニングになります。

CRUSH(G) - ディストーション・エフェクトを調整します

ATTACK(G）-ボリュームのエンベロープ調整のアタック・コントロールです。

RELEASE(G)- ボリュームのエンベロープ調整のリリース・コントロールです。

【LED が青】

GRAIN SIZE(B)- グレインループのサイズを調整します。GRAIN SIZE が 0 の場合にはグラニュ
ラー効果は設定されません。同じく SHIFT SPEED 機能も設定できません。

SHIFT SPEED(B)- グレインループのスピードを調整します。レンジは -127 から 128、設定値
が 0の場合にはグレインループは固定です。マイナス表記ではグレインが逆方向になります。

START(B)- プレイバックのスタートポジションをマークします。サンプルは 1024 分割されて
います。START が 0の時にはサンプルは頭から再生されます。

END(G)- プレイバックのエンドポジションをマークします。サンプルは 1024 分割でエンドポ
ジションを決められます。エンドポジションはスタートポジションより前には設定できません。

ENDが最大値の時にはサンプルは最後まで再生されます。

■　FNボタンと BigButton で設定するパラメーター
TUNED --　SAMPLE RATE の項で述べた TUNEDのオン・オフです。もしmicroGranny が MIDI
ノートで演奏されている場合、TUNEDパラメータはサウンドのトランスポーズノートか、個別

のグレインをセレクトします。詳細はMIDI の項をご覧ください。

LEGATO-- もしオンのときにはmicroGranny に送られるMIDI ノートはスタートポジションと
エンベロープがリセットされる事なくピッチをトランスポートします。オフの時には常にサンプ

ルを頭から再生します。LEGART は TUNED がオンの設定の時だけに有効にできます。

REPEAT-- もしオンの時には、プレイバックポジションが ENDポジションまで言った時に
START ポジションに戻ります。オフの時には１回サンプルの最後までいくと再生を終了します。

SYNC-- もしオンの時には、 GRAIN SIZE と ENDパラメーターは自動的にMIDI クロックにシンク
ロナイズされます。

RANDOM SHIFT -- オンにするとグレインループの SHIFT SPEED スピード設定をランダムに変
化させます。

■　Recording
microGranny は 8bit/22050Hz での録音が可能です。オンボードのマイクロホン、またはライン

からの録音が可能です。もしラインに入力が接続されている時には内蔵マイクは無効になります。

RECORD ボタンを押すと LEDが赤色になりレコードモードに入ります。この時にHOLDボタン

を押すたびに入力信号を出力端子にアウトプットするか、しないかを切り替えできます。( 簡易

モニターです）

RECORDモードに入ると、ディスプレイに ( “SLCT” ) と表示されます。6のうちいずれかの録音

したい Big Button を選択しましょう。ディスプレイに ( “REDY” ) が表示されて RECORD LED が

点滅し始めます。この状態で RECORDボタンを押すと録音を開始します。microGranny はノイズ

を少なくするためにディスプレイをオフにします。録音を終了するにはもう一度 RECORDボタン

を押します。これで録音され、任意の Big Button にアサインされました。RECORDモードを終了

するには PAGE ボタンを押してください。各プリセットの各 BigButton ごとに一つのファイルを

上書きで録音できます。WAVE ファイルは 消去したり上書きする事ができます。

Note: Recording では自動でプリセットを保存します。

注意！：録音中にmicroGranny の電源を絶対にオフにしないでください！マイクロ SDカードの

ファイルシステムが壊れてしまう可能性があります。もし残念ながらそうなってしまった場合に

はマイクロ SDカードをフォーマットし直してください。

■　MIDI

MIDI Channel
microGranny は MIDI 入力を装備しています。MIDI チャンネルを設定するには、希望の番号

（MIDI チャンネル１－６）に対応する BigButton を押しっぱなしにしながらmicroGranny の電源

を入れてください。同じようにFNボタンを押しながらmicroGrannyの電源を入れればMIDIチャ

ンネル 7-12 を選択する事ができます。インプットチャンネルはmicroGranny を入れると、例え

ば CH2(MIDI チャンネルが 2番に設定されている）のようにディスプレイに表示されます。

MIDI notes
microGranny は MIDI のノートメッセージとべロシティを読む事ができます。最も低いMIDI オク

ターブの最初の6ノートがmicroGrannyの６つのBigButtonに対応します。TUNEDパラメーター

がオンの場合には、最後にプレイされたサウンドがキーボード上に【音階】で展開されます。真

ん中の C(C4 - note no. 60) がサンプルのオリジナルピッチです。transposed mode がアクティブ

だと 3オクターブ下 (C1 - note no. 24) ～ 6 セミノート上  (F4 - note no. 65) になります。TUNED

パラメーターがオフの場合には、5オクターブレンジ（C４が真ん中）で全てのサンプルがキーボー

ドに設定されます。グラニュラー・セッティングが使われている場合には個々のグレインが演奏

に使用されます。

Tip: もしMIDI ノートがハングアップ（鳴りっぱなしになるなど）する場合には、HOLDボタンを

ON/OFF することで、MIDI ノートのバッファーがリセットされます。

MIDI CC
microGranny は MIDI CC メッセージに対応します。CCマッピングは 102 = SAMPLE RATE, 103 = 

CRUSH, 104 = ATTACK, 105 =, 106 = GRAIN SIZE, 107 = GRAIN SPEED, 108 = START, 109 = END, 0 

= preset change となっています。モジュレーションホイールはGRAIN SIZE です。

MIDI Synchronisation
microGranny は GRAIN SIZE と ENDポジションをMIDI クロックにシンクさせる事ができます。

クロックメッセージを受けると自動でスレーブになります。同期は個々のサウンドで SYNC パラ

メーターでオフにもできます。Sync モードではGRAIN SIZE または END がディスプレイに表示さ

れ、as multiple or division of one beat. つまり GRAIN SIZE を１にセットすれば、グレインは１ビー

トの長さになります (24 MIDI clocks)。

MIDI OUT / Thru and chaining
microGranny は他の Bastl Instruments の製品とサイドコネクターで接続できます。シーケンサー

やドラムマシンとmicroGranny を組み合わせて使用できます。microGranny は MIDI 信号をマー

ジしないのでMIDI Input の信号をと左側のサイドコネクターの信号はどちらか１つを使用できま

す。microGrann は MIDI Thru をビルトインしています。しかしMIDI アウトコネクターはありま

せんので、別売のMIDI Bastl を右側のサイドコネクターに接続します。

■　Preparing the SD Card and your own samples

microSD カードにはもちろんあなたのオリジナルのサンプルを仕込むことができます。推奨は

www.sdcard.org/downloads の The original SD formatter でフォーマットを行う事です。

microGranny が読み込めるサウンドはwav files, Mono, 16 or 8 bit サンプルレート 22050 Hz の

ファイルに限ります。Audacityというフリーソフトを使って同等のサンプルを作る事もできます。 

http://audacity.sourceforge.net

もちろん皆様のご利用のDAWでも作成が可能だと思います。Audacity ではトラックをMONO

に必ず設定します。またファイルネームはA～Zに0～9を組み合わせた2文字にしてください！

製品についてくる SDカードの内容をご参照いただければ分かりやすいと思います。

サンプル名が 2B.WAV のように数字でスタートする番号は録音の機能のために使われますので自

動で上書きされてしまいますのでご注意ください。

■　ご注意
＊ SDカードを抜き差しする際には必ず底蓋をあけてから行ってください。

＊MIDI チャートやソースコードは以下本国サイトをご参照ください

http://www.bastl-instruments.com/instruments/microgranny/

＊ガジェット系のハンドメイド楽器のため動作が不安定な場合もございます


