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され、CCがオンのスイッチの番号は赤、オフの番号は緑にそれ
ぞれ点灯します（スイッチを押した時には、オン／オフの状態が
ディスプレイにも表示されます）。

MULTIAMP MIDI PEDALBOARDは、（ プ リ セ ッ ト を 切
り替えるための）プログラム・チェンジを送信する際に、コント
ロール・チェンジのオン／オフの状態も送信するようにプログ
ラムすることができます。

1個のプログラム・チェンジ・スイッチに関連付ける8つのコ
ントロール・チェンジ（CC）を設定するにはまず、目的のPCナン
バーに対応したスイッチを押してから、スイッチ1を2、3秒押
し続けてコントロール・チェンジ・モードに切り替えます。8個
のスイッチそれぞれでオン／オフの設定を選択したら、OKボタ
ンを押します。ディスプレイに“STORED”と表示されて、CCの
設定がそのプリセットに保存されたことが確認できます（他の
プリセットでCCの設定をするには、同じ手順を繰り返します）。

ボリューム・ペダル
MULTIAMP MIDI PEDALBOARDは、EXP PEDAL入 力

端子にエクスプレッション・ペダルを接続して使用することが
できます。初期状態ではコントロール・チェンジ・ナンバーが27

（CC #27）で、Multiampのボリューム・ペダルとして機能す
るように設定されています（プリセットのスロットにボリュー
ム・ペダルをアサインするには、SLOT SELECTボタンを押し
てから、上下のスクロール・ボタンでVOLUME PEDALを選択、
ENTERボタンを押してPEDALおよびRANGEのパラメーター
を設定し、STOREボタンを押してプリセットを保存します）。

MULTIAMP MIDI PEDALBOARDでエクスプレッション・
ペダルのパラメーターを設定するには、MENUボタンを押し
てから、8と4のアップ／ダウン・スイッチでディスプレイに

“Ped”（エクスプレッション・ペダル）と表示させて、OKボタン
を押します。アップ／ダウン・スイッチでパラメーターを設定し
たら、OKボタンを押して、さらにESCボタンを押します。

MULTIAMP MIDI PEDALBOARDのファームウェア情報

ペダルのファームウェア情報を確認するには、MENUボタン
を押して、8と4のアップ／ダウン・スイッチでディスプレイに

“InF”と表示させ、OKボタンを押すと、ディスプレイに“F：x.x”
という表示が出ます。アップ／ダウン・スイッチで画面をスク
ロールさせると、ローダーのバージョンが“L：y.y”と表示されま
す。

USB
リアパネルのUSBポートは、点検・保守専用です。

MULTIAMP MIDI PEDALBOARDのメニュー

メイン・メニュー（＞）とサブ・メニュー（－）
Chi （MIDIチャンネル）

FSt （工場出荷時の状態に戻す）
－PAS（パスワード：163でOKボタンを押します）
－PrE（プリセット設定）
－SEt（機器の設定をリセット）
－ALL（全ての設定をリセット）

InF （ファームウェア情報）
－F：x.x（ファームウェア・バージョン）

PEd （エクスプレッション・ペダル）
－CHA （ペダル動作の種類）
－F-S （�ペダルの動きに対する反応の速さ：踏み始めは

速く、踏み終わりは遅い）
－LIn （リニア）
－S-F （�ペダルの動きに対する反応の速さ：踏み始めは

遅く、踏み終わりは速い）
－UP （�コントローラーから送信されるCC値の最大値）

／ 000 ～ 127の範囲
－dO （�コントローラーから送信されるCC値の最小値）

／ 000 ～ 127の範囲
－CUr （�実際の値またはノイズ。アップ／ダウン・ス

イッチで変更可能）
－OUT （�MIDI OUTから送信されるエクスプレッショ

ン・ペダルの値を表示。ペダルはオンになって
いる必要があります）

－NOISE（�エクスプレッション・ペダル入力端子に接続
されたペダルのハムノイズのレベルを検査）

－CAL（キャリブレーション）
－SETPdo（�ペダルをダウンの位置にした時の値を設

定）000 ～ 127の範囲
－SETPuP（�ペダルをアップの位置にした時の値を設

定）000 ～ 127の範囲

仕様

スイッチ：8個

入力端子： 
EXP PEDAL
USB（点検・保守専用）

出力端子：
MIDI OUT（5ピン）

モード：
プログラム・チェンジ（ノーマル／インクリメンタル／バンク）
コントロール・チェンジ

その他の機能：
マルチアンプのチューナー機能の利用
マルチアンプのタップ・テンポ機能の利用

電源：9V DC IN――100mA電源アダプター（別売）
またはMIDIケーブル経由のファンタム電源

寸法：11.2cm x 5.2cm x 22cm

重量：560gr

注意：製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。
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この度は Markbass / DV Mark 製品をお買い上げいただき有難うございました。

1.　PROGRAM CHANGE
MIDIプログラム・チェンジ・コマンドは、お使いのMultiamp

（あるいはMIDIコマンドを受信するその他の機器）のプリセット
やパッチのマップの設定に応じたプリセットを呼び出すことが
できます。

2.　CONTROL CHANGE
MIDIコントロール・チェンジ・コマンドは、エフェクトのオン

／オフや、Multiampのチューナーやボリューム・ペダルの機能
をコントロールすることができます。Multiamp（ファームウェ
ア・バージョン4.0）のSYSTEM＞MIDIメニューのコントロー
ル・チェンジ・マップで、MULTIAMP MIDI PEDALBOARDの
特定のコントロール・チェンジにアサインされた個々のエフェ
クトにコントロール・チェンジ・ナンバーをアサインして、それ
ぞれのオン／オフができます。

１．マルコ・デ・ヴァージリスからのごあいさつ

この度は、MIDI PEDALBOARDをお選びいただき、ありがとうございました！
あなたがギター・アンプの歴史における新たな1ページに私たちと共に参加してくださり、私たちはとても嬉しく思っています。私たち

は、素晴らしいトーンや信頼性、豊富な機能や柔軟性、軽量化といった、ベーシストのニーズにより良い形でお応えするためのテクノロジー
を採用し、Markbassを10年で世界一流のブランドに育てることに成功しました。今度はいよいよ、ギタリストの番です！

ギタリストがここ2、30年来愛好してきたクラシックなトーンは、大いに尊重する価値があります。私たちも、こうしたサウンドに多大
な敬意を払ってアンプを設計しました。私たちは、ギターのトーンに革命を起こそうとは思っていません。なぜなら、ギタリストはそれを求
めていませんし、その必要も感じていないからです。しかしながら、昔ながらのギター・アンプには、ギタリストの要望に応えるために、大幅
な改良を施す余地がいくつかあります。

その第一は信頼性です。私たちには革新的な技術があり、検査設備や品質管理設備を整え、最高品質の部品を使用しているという自負が
あります。自分のアンプは信頼できるものでなければならない・・・私たちはそのことを良く理解しています！

第二は柔軟性です。DV Markのアンプはその素晴らしい多様性によって、クリーン・サウンドやディストーション・サウンドに幅広く対
応し、ジャズからロック、メタルまで、どんなスタイルの音楽にも適応します――しかも、あなたのトーンを犠牲にすることはありません！

第三は軽さです。皆さんの多くは、自分が12インチ・スピーカー 2発入りのコンボや4発入りのキャビネットを苦労して運んでいるのを
尻目に、ベース・プレイヤーたちがMarkbassの軽量な機材を楽々と搬入したり撤収したりしているのをご覧になってきたと思います。し
かし、こんどは皆さんが軽量な機材の恩恵を受ける番です！　DV Markのコンボとキャビネットは、DV Markによる特製の超軽量なネ
オ・マグネットを使用した、DV NEOCLASSICスピーカーを搭載しています。この革新的なスピーカーは、ネオジム・スピーカーのトーン・
キャラクターを追求するための、多くの努力とテストの成果です。これは、軽量でありながら名器と同様のサウンドやレスポンスを持つス
ピーカーなのです。

私たちは、新しくご購入いただいたギター・アンプを楽しく使っていただけるよう、願っております。ご意見、ご質問がございましたらい
つでも、info@dvmark.itにメッセージをお寄せください。

どうもありがとうございました。それでは、良い音楽を！

――マルコ・デ・ヴァージリス 

トップパネル

リアパネル

クイック・セットアップ
MULTIAMP MIDI PEDALBOARDをご使用の際には、5ピ

ンのMIDIコネクターの付いたケーブルを用意してください。

MULTIAMP MIDI PEDALBOARDのMIDI OUT端子にケー
ブルの片方を接続し、もう片方をMultiamp（あるいはMIDI
コマンドを受信する他の機器）のMIDI IN端子に接続します。
Multiampにはファンタム電源があるので、ペダルボードに直接
電源を供給できます。この機能を持たない機器と接続する場合
は、DC IN端子に9Vの電源アダプターを接続してください。

次に、MULTIAMP MIDI PEDALBOARDのMIDIチャンネル
を、Multiamp（あるいはMIDIコマンドを受信する他の機器）と
同じMIDIチャンネルに設定します。ペダルボードのMENUボタ
ンを押して、ディスプレイに“Chl”と表示させます。OKボタン
を押すと、MIDIチャンネル・ナンバーが表示されます（初期状態
では、MultiampもMULTIAMP MIDI PEDALBOARDもチャ
ンネル00に設定されています）。MIDIチャンネルをMIDI受信
機器のチャンネルに合わせるには、8と4のボタン（フットス
イッチ）を押して、チャンネルの番号を増減させます。OKボタ
ンを押して設定を保存し、ESCボタンを押してプログラム・チェ
ンジ（PC）機能に戻ります。

プログラム・チェンジ・モード
ノーマル・モード（8個のPCフットスイッチとして動作）

MULTIAMP MIDI PEDALBOARDの電源を入れるとプログ
ラム・チェンジ（PC）モードで起動し、ペダルボードの8個のフッ
トスイッチで、8種類のプリセットを呼び出すことができます

（スイッチを押すと、押したスイッチの番号が赤く点灯し、プロ
グラム・チェンジ・ナンバーがディスプレイに表示されます）。

特 定 の プ リ セ ッ ト をMultiampま た はMULTIAMP MIDI 
PEDALBOARDのプログラム・チェンジにアサインすることが
できます。

――Multiamp側で特定のプリセットをMIDIプログラムナン
バーにマッピングする場合：Multiampの特定のプリセットを
MIDIプログラム・ナンバーにマッピングするには、SYSTEM＞
MIDIメニューのPRESET/PATCH MAPページに入ります。
ディスプレイの左側に表示された数字が、MIDIペダルボードや
コントローラーから送信されるパッチ・ナンバー（MIDIプログ
ラム・ナンバー）です。上下のスクロール・ボタンでプリセットを
マッピングするナンバーを選択します。ディスプレイの右側に
表示された数字は、マッピングされたプリセット・ナンバーで、
左側に表示されたMIDIプログラム・ナンバーを受信した時に、こ
のプリセットが呼び出されます。マッピングするプリセットは、
VALUEコントロール・ノブで選択します。ENTERボタンを押
すと、マップが保存されます。

――Multiamp　MIDI PEDALBOARD側で特定のプリセット
ナンバーをアサインする場合：特定のプリセット・ナンバーをア
サインしたいスイッチを押して、OKボタンを押します。

ディスプレイに“000”と表示されるので、+1/-1（8と4）、
+10/-10（7と3）+100/-100（6と2）のスイッチで目的の
プリセット・ナンバーを設定し、OKボタンを押します。ディス
プレイに“Stored”という確認メッセージが表示され、プリセッ
ト・ナンバーがそのスイッチにアサインされます。

インクリメンタル・モード（6個のPCフットスイッチとプリセッ
トのアップ／ダウン・スイッチとして動作）

フットスイッチをインクリメンタル・モード（INC）に設定する
と、プリセットのスクロール・アップ／ダウン用として8と4の
スイッチを、割り当てたプリセット・ナンバーの呼び出し用とし

てその他の6個のスイッチを使用できます。
インクリメンタル・モードに切り替えるには、MENUボタン

を押してから、8と4のアップ／ダウン・スイッチでディスプレ
イに“PCF"（プログラム・チェンジ・フォーマット）と表示させ、
OKボタンを押します。

アップ／ダウン・スイッチで“Inc”モードを選択し、OKボタン
を押してから、ESCボタンを押します。

バンク・モード（6個のPCフットスイッチとプリセット・バンク
のアップ／ダウン・スイッチとして動作）

フットスイッチをバンク・モード（bAn）に設定すると、プリ
セット・バンクのスクロール・アップ／ダウン用として8と4の
スイッチを、それぞれに応じたプリセット・ナンバーの呼び出し
用としてその他の6個のスイッチを使用できます。

バンク・モードに切り替えるには、MENUボタンを押してか
ら、8と4のアップ／ダウン・スイッチでディスプレイに“PCF"

（プログラム・チェンジ・フォーマット）と表示させ、OKボタンを
押します。

アップ／ダウン・スイッチで“bAn”モードを選択し、OKボタ
ンを押してから、ESCボタンを押します。

ノーマル・モードに戻るには、MENUボタンを押してから、8と
4のアップ／ダウン・スイッチでディスプレイに“PCF"（プログ
ラム・チェンジ・フォーマット）と表示させ、OKボタンを押します。

アップ／ダウン・スイッチで“nor”モードを選択し、OKボタン
を押してから、ESCボタンを押します。

チューナー機能（CC #28）は初期状態でスイッチ2にア
サインされています。スイッチ2を2、3秒間押し続けると、
Multiampのチューナーが使用できる状態になります。ペダル
ボードのいずれかのスイッチを押すと、PCモードに戻ります。

タップ・テンポ機能（MIDIノート・オン・コマンド、パラメー
ター・ノート60、ベロシティ＞0）は、スイッチ3（PCモード時）
にアサインされています。スイッチ3を2、3秒間押し続けると、
ディレイ・エフェクトを含むプリセットでタップ・テンポ機能が
利用できます（ディスプレイの3桁目にドットが現れて“PC°”
と表示され、機能がオンになったことを示します）。スイッチ3を
複数回押して、好みのテンポを設定します。設定したテンポは、
MultiampのLEDで確認できます。スイッチ3を2、3秒間押し続
けると、タップ・テンポ・モードから出られます。

コントロール・チェンジ・モード
コ ン ト ロ ー ル・チ ェ ン ジ・モ ー ド（CC）で は、MULTIAMP 

MIDI PEDALBOARDが CC #0からCC #7までのコントロー
ル・チェンジ・ナンバーを送信して、Multiampのエフェクトのオ
ン／オフをコントロールします。Multiamp（ファームウェア・
バージョン4.0）のSYSTEM＞MIDIメニューのコントロール・
チェンジ・マップで、特定のコントロール・チェンジ・ナンバー
に個々のエフェクトをアサインしておけば、アサインされたエ
フェクトのオン・オフのコントロールができます。

ディスプレイ上部の数字は、下部に表示されている選択され
たエフェクトがマッピングされたコントロール・チェンジ・ナン
バーです。MultiampのVALUEコントロール・ノブでマッピン
グするエフェクトを、上下のスクロール・ボタンでアサインする
コントロール・チェンジ・ナンバーをそれぞれ選択し、ENTERボ
タンをおしてマップを保存します。

MULTIAMP MIDI PEDALBOARDをプログラム・チェンジ・
モードからコントロール・チェンジ・モードに切り替えるには、
スイッチ1を2、3秒押し続けます。ディスプレイに“CC”と表示

MULTIAMP MIDI PEDALBOARDのご購入、おめでとうございます！

MULTIAMP MIDI PEDALBOARDは、Multiampをコントロールする強力なツールとして設計されています。また、ご使用の機材に応
じて、2つの異なる動作モードが選べます。
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