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はじめに 
WAMPLER社の製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。 
TERRAFORMはWAMPLER社の新たなる潮流となるデジタルエフェクター
であり、シンプルな使い心地と多彩なモジュレーションサウンドを高い次元
で両立しています。 

本機は小型筐体ながら、フルプログラマブルのステレオ, モノラル, PRE/
POST2系統でのスプリットモノに対応する、独自のカスタマイズが施された
11種のモジュレーションを搭載しており、MIDIによるプログラムチェンジ, 
タップテンポにも対応しています。また、8つのプリセットを保存可能なほか、
エクスプレッションペダルを5つのノブいずれか1つにアサインすることも可
能です。 

安全に正しく本機を使用するために本マニュアルをご一読ください。 
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Overview 
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本機はセンターマイナスのDC9-18Vの電源に対応
しています。容量はDC9Vの場合は約107mA, 
DC18Vの場合は約108mAです。 

これに合致しない電源を接続した場合、 
故障する場合があります。ご注意ください。

PRESETスイッチを押すと本体に保存されたプリセットを呼び出しま
す。エフェクトの状態を保存する場合はプリセットスイッチを長押し
してください。詳しくはプリセットの項をご覧ください。



エフェクトリスト 

Dimension - ディメンション 
Rate : コーラスのレートです。時計回りに回すとRateが速くなります。 
Depth : コーラスのデプスです。時計回りに回すとDepthが深くなります。 
Variable : 出力されるエフェクトの低域を調整します。 
Blend : ドライ/ウェットのミックスを調整します。完全に反時計回りに回し
た状態でウェットを出力しないドライ, 完全に時計回りに回した状態でウェッ
トのみとなります。 
Volume : 本機のボリュームを調整します。 完全に反時計回りに回した状態
で -6dB, 0時で 0dB, 完全に時計回りに回した状態で +6dBです。 

tips : シンプルなコーラスで満足できない場合、Dimensionを1つの強いオプションと
してお使いください。 

Chorus - コーラス 
Rate : コーラスのレートです。時計回りに回すとRateが速くなります。 
Depth : コーラスのデプスです。時計回りに回すとDepthが深くなります。 
Variable : 出力されるエフェクトの低域を調整します。 
Blend : ドライ/ウェットのミックスを調整します。完全に反時計回りに回し
た状態でウェットを出力しないドライ, 完全に時計回りに回した状態でウェッ
トのみとなります。 
Volume : 本機のボリュームを調整します。 完全に反時計回りに回した状態
で -6dB, 0時で 0dB, 完全に時計回りに回した状態で +6dBです。 

tips : 本機のコーラスは非常にコントロールしやすい設計となっています。古い日本
スタイルのコーラスのサウンドが好きな場合、Variableでローエンドをカットしてく
ださい。アメリカンスタイルのコーラスを好む場合はローエンドを増やしてください。
Blendの調整はコーラスを使う際には注意深く設定する必要がありますが、最大にす
るとヴィブラートエフェクトを得ることが可能です。 

Harmonic Tremolo - ハーモニックトレモロ 
Rate : トレモロのスピードです。時計回りに回すと速くなります。 
Depth : トレモロのデプスです。時計回りに回すとDepthが深くなります。 
Variable : トレモロの幅を調整します。時計回りに回すと広くなります。 
Blend : 低域と高域のカットオフフィルターのフリケンシーを調整します。 
Volume : 本機のボリュームを調整します。 完全に反時計回りに回した状態
で -6dB, 0時で 0dB, 完全に時計回りに回した状態で +6dBです。 

tips : VariableとBlendという2つのコントロールをうまく組み合わせることでロータ
リーエフェクトのようなサウンドを生み出すことが可能です。Depthを時計回りに回
すとサイン波を形成しますが、最大まで回すとほぼ矩形波(Square)となります。 

Tremolo - トレモロ 
Rate : トレモロのスピードです。時計回りに回すと速くなります。 
Depth : トレモロのデプスです。時計回りに回すとDepthが深くなります。 
Variable : トレモロの幅を調整します。時計回りに回すと広くなります。 
Blend : ステレオサウンドの幅を調整します。完全に反時計回りに回した状態
でモノラル, 0時で 90度, 完全に時計回りに回した状態で180度です。 
Volume : 本機のボリュームを調整します。 完全に反時計回りに回した状態
で -6dB, 0時で 0dB, 完全に時計回りに回した状態で +6dBです。 

tips : Depthを時計回りに回すとサイン波を形成しますが、最大まで回すとほぼ矩形
波(Square)となります。 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Auto Swell - オートスウェル 
Rate : スウェルのアタックタイムです。時計回りに回すとエフェクト音の立
ち上がりが速くなります。 
Depth : モジュレーションのデプスです。完全に反時計回りに回した状態で
モジュレーションなし, 時計回りに回すと深くなります。 
Variable : ピッキングの強さによる反応性を調整します。時計回りに回すと
遅くなります。 
Blend : ドライ/ウェットのミックスを調整します。完全に反時計回りに回し
た状態でウェットを出力しないドライ, 完全に時計回りに回した状態でウェッ
トのみとなります。 
Volume : 本機のボリュームを調整します。 完全に反時計回りに回した状態
で -6dB, 0時で 0dB, 完全に時計回りに回した状態で +6dBです。 

tips : RateとVariableの調整が重要なエフェクトです。うまく調整すると、普段通り
にピッキングした際にはピッキングのダイナミクスが得られ、弱くピッキングした際、
例えばコードを優しく弾いた際には美しいパッドのようなサウンドが得られます。 

Rotary - ロータリー 
Rate : ロータリーエフェクトのホーン(高域)の回転速度を調整します。時計
回りに回すと速くなります。 
Depth : ロータリーエフェクトのウーファー(低域)の回転速度を調整します。
時計回りに回すと速くなります。 
Variable : Slow/Fastの切替速度(アクセラレーション)を調整します。時計回
りに回すと速くなります。 
Blend : ホーンとウーファーのミックスを調整します。完全に反時計回りに回
した状態でウーファーのみ, 完全に時計回りに回した状態でホーンのみとなり
ます。 
Volume : 本機のボリュームを調整します。 完全に反時計回りに回した状態
で -6dB, 0時で 0dB, 完全に時計回りに回した状態で +6dBです。 
Tap Tempo : Slow/Fastの切替を行います。 

tips : ロータリーエフェクトはFast/Lowの切替時のサウンドが重要です。Variableに
よるこの速度の調整をプレイヤーに合わせて行うことで、足元にあたかもロータリー
スピーカーを配置しているかのようなサウンドを得ることが可能です。 

U Vibe - “U” ヴァイブ 
Rate : ヴァイブのスピードです。時計回りに回すと速くなります。 
Depth : フィルターのデプスを調整します。時計回りに回すとデプスが深く
なります。 
Variable : 波形を調整します。完全に時計回りに回すと低域が強調され、い
わゆる水中サウンドが深くなります。 
Blend : ドライ/ウェットのミックスを調整します。完全に反時計回りに回し
た状態でウェットを出力しないドライ, 完全に時計回りに回した状態でウェッ
トのみとなります。 
Volume : 本機のボリュームを調整します。 完全に反時計回りに回した状態
で -6dB, 0時で 0dB, 完全に時計回りに回した状態で +6dBです。 

tips : Variableを時計回りに回していくとクラシックなヴァイブサウンドが得られ、
反時計回りに回すとクリーンなサウンドとなり控えめなエフェクトが得られます。 

Phaser - フェイザー 
Rate : フェイザーのスピードです。時計回りに回すと速くなります。 
Depth : フェイザーのデプスを調整します。時計回りに回すとデプスが深く
なります。 
Variable : ステレオエフェクトの幅を調整します。 
Blend : ドライ/ウェットのミックスを調整します。完全に反時計回りに回し
た状態でウェットを出力しないドライ, 完全に時計回りに回した状態でウェッ
トのみとなります。 
Volume : 本機のボリュームを調整します。 完全に反時計回りに回した状態
で -6dB, 0時で 0dB, 完全に時計回りに回した状態で +6dBです。 

tips : Blendが重要なエフェクトです。一般的に好まれるフェイザーのサウンドは50/
50ではなく100/0ですが、微妙な調整でトーンに揺れを加えることも可能です。 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Flanger - フランジャー 
Rate : フランジャーのスピードです。時計回りに回すと速くなります。 
Depth : フランジャーのデプスを調整します。時計回りに回すとデプスが深
くなります。 
Variable : フランジャーのフィードバックを調整します。完全に反時計回り
に回した状態でフィードバックは0, 0時の状態で少量のフィードバック, 完全
に時計回りに回した状態で多量のネガティブフィードバックです。 
Blend : ドライ/ウェットのミックスを調整します。完全に反時計回りに回し
た状態でウェットを出力しないドライ, 完全に時計回りに回した状態でウェッ
トのみとなります。 
Volume : 本機のボリュームを調整します。 完全に反時計回りに回した状態
で -6dB, 0時で 0dB, 完全に時計回りに回した状態で +6dBです。 

tips : Variable, Blend, Depthの設定が重要なエフェクトです。エディットを始める時、
Blendを0時の状態から始めることが多いかと思いますが、フランジャーの場合ややエ
フェクトが主張しすぎな設定かもしれません。控えめに設定するのが自然な効果を得
るポイントです。 

Envelope Filter - エンヴェロープフィルター 
Rate : アタック/リリースのスピードを調整します。 
Depth : エフェクトのセンシティビティを調整します。時計回りに回すと反
応性が高まります。 
Variable : エンヴェロープフィルターの”Q”を調整します。時計回りに回すと
レゾナントが高まります。 
Blend : ドライ/ウェットのミックスを調整します。完全に反時計回りに回し
た状態でウェットを出力しないドライ, 完全に時計回りに回した状態でウェッ
トのみとなります。 
Volume : 本機のボリュームを調整します。 完全に反時計回りに回した状態
で -6dB, 0時で 0dB, 完全に時計回りに回した状態で +6dBです。 

tips : Rate, Variableは0時, BlendはMaxの状態からエディットを始めるのが使いや
すいです。Depthはエフェクトの暗さを調整します。Auto Wahとの違いはピッキン
グに対する反応です。 

Auto Wah - オートワウ 
Rate : オートワウのスピードです。時計回りに回すと速くなります。 
Depth : オートワウのフィルターレンジを調整します。時計回りに回すとレン
ジが広くなります。 
Variable : フィルターの”Q”を調整します。時計回りに回すと太いサウンドが
得られます。 
Blend : ドライ/ウェットのミックスを調整します。完全に反時計回りに回し
た状態でウェットを出力しないドライ, 完全に時計回りに回した状態でウェッ
トのみとなります。 
Volume : 本機のボリュームを調整します。 完全に反時計回りに回した状態
で -6dB, 0時で 0dB, 完全に時計回りに回した状態で +6dBです。 

tips : Rate, Variableは0時, BlendはMaxの状態からエディットを始めるのが使いや
すいです。Depthでハイパスフィルターの調整、Qでレゾナンス調整と考えてください。
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ルーティング(接続例) 
本機にはモノラル, ステレオの接続に対応するほか、PRE/POSTのジャック
を使用してプリエフェクト, ポストエフェクトの2系統のエフェクトとして使
用することが可能です。 

本機を使用する環境に合わせてリアパネルのNORMAL/PRE POSTスイッチ
を下記を参照して適切に設定してください。適切に設定されていない場合、
期待したエフェクトを得られない場合があります。 

STEREO - ステレオ 
本機をステレオ接続する場合は、NORMAL/PRE POSTスイッチを
NORMALに設定してください。リッチなステレオエフェクトを楽しむこと
ができます。 

MONO - モノラル 
本機をモノラル接続する場合は、NORMAL/PRE POSTスイッチを
NORMALに設定してください。ギターをPRE/Lジャックに接続し、どちら
かのアウトプットをアンプに接続してください。 

PRE/POST - プリポスト 
本機をプリ/ポスト接続してシグナルチェインの2箇所で使用する場合、
NORMAL/PRE POSTスイッチをPRE/POSTに設定してください。 

例えば、U Vibeエフェクトをアンプやドライブペダルの前段(プリ)で使用
し、コーラスはそれらの後段(ポスト)で使用したい場合などに有効です。 
各エフェクトのプリ/ポストの工場出荷時の割当ては下記の通りです。 

PRE - U Vibe, Phaser, Flanger, Envelope Filter, Auto Wah 
POST - Dimension, Chorus, Tremolo, Harmonic Tremolo, 
            Auto Swell, Rotary 

STEREO MONO - ステレオ, モノ 
本機をステレオ or モノラル接続する場合はNORMALを選択してください。 
アウトプットのどちらか一方のみにプラグが接続されている場合、本機はモ
ノラルで接続されていると認識します。 
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PRE/POST - プリポストをエフェクトチェインで使用する 
本機をプリ/ポスト接続する場合はPRE/POSTを選択してください。 

PRE/POST - プリポストをアンプで使用する 
本機をプリ/ポスト接続する場合はPRE/POSTを選択してください。 

各エフェクトのPRE/POSTの設定方法 
本機に搭載された各エフェクトをPRE/POSTどちらで使用するかは変更可能
です。またグローバル設定のほか、プリセット毎にグローバルとは異なる設
定を行うことも可能です。 

各エフェクトのグローバルでのPRE/POST設定の変更手順は下記の通りです 

1. 本機の電源をOffする 
2. BYPASS, TAP TEMPOスイッチを押しながら電源をOnにする 
3. PRE/POSTの設定を行うエフェクトをエフェクトブロックセレクターを
回して選択する 
 
Blue or GreenでBYPASSスイッチ脇のLEDが点滅します(LEDの色は現
在PREが選択されている場合にはGreen, POSTが選択されている場合に
はBlueで点灯します) 

4. 選択中のエフェクトをPREに設定する場合はBYPASSスイッチを押す 
5. 選択中のエフェクトをPOSTに設定する場合はTAP TEMPOスイッチを押
す 

6. 設定が完了するまで3-5の手順を繰り返す 
7. 設定が完了したらPresetスイッチを押してPRE/POSTの設定を保存する 
8. BYPASS, TAP TEMPOスイッチ脇のLEDがGreenで点滅すると、保存が
完了したことを示しています。 電源をOffにして再度電源をOnにすると
通常通り動作します 
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各エフェクトのプリセット毎のPRE/POST設定の変更手順は下記の通りです 

1. 呼出中のプリセットを任意の状態にエディットしたら、PRESETスイッチ
を長押ししてプリセットのセーブモードに入る 

2. プリセットスイッチ上部のLEDが点滅し、BYPASSスイッチ上部のLEDが
現在のPRE or POST設定に応じた色で点灯します 
(PREが選択されている場合にはGreen, POSTが選択されている場合には
Blueが点灯しますが、プリセットの状態に応じて他の色も合わせて点灯
します) 

3. 選択中のエフェクトをPREに設定する場合はBYPASSスイッチを、選択
中のエフェクトをPOSTに設定する場合はTAP TEMPOスイッチを押す 

4. プリセットスイッチを長押ししてプリセットの保存を完了する 

スイッチ上部のLEDの色については、LEDガイドの項もご覧ください。 

NOTE : ここで設定したPRE/POSTの設定はNORMAL/PRE POSTスイッチ
をNORMALに設定した場合には何の影響も及ぼしません。  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エクスプレッションペダルの設定 
本機はエクスプレッションペダルを接続して、5つのノブのいずれか1つにア
サインしてコントロールすることが可能です。エクスプレッションペダルの
ノブへのアサインはプリセット毎に設定可能です。 

1. BYPASSスイッチを押しながらTAP TEMPOスイッチを押すとTAP 
TEMPOスイッチ脇のLEDが赤く点灯します 

2. エクスプレッションペダルでコントロールしたいパラメータのノブを”ヒー
ル”ポジションに設定する 

3. TAP TEMPOスイッチを押すとスイッチ上部のLEDが点滅するので、次に
ノブを”トー”ポジションに設定する 

4. TAP TEMPOスイッチを押すとLEDが点滅して本機はエクスプレッション
ペダルのパラメータへのアサインを完了して通常の状態に復帰します 

※エクスプレッションペダルの設定が完了したら、プリセットの保存を忘れ
ずに行ってください。他のプリセットを呼び出すとエクスプレッションペダ
ルの設定をリコールすることはできません。 

プリセット 
本機には8つのプリセットを保存可能です。 
現在呼び出しているプリセットは、PRESET/SAVEスイッチ上部の4つのLED
で確認可能です。 

プリセット1-4は4つのLEDのうち点灯しているLEDがプリセットナンバーを、
プリセット5-8では消灯しているLEDがプリセットナンバーを表します。 
(たとえば点灯=1, 消灯=0とした場合、1000はプリセット1, 1101はプリ
セット7を表します) 

プリセットの保存方法 
プリセットの保存方法は下記の通りです。 

1. エクスプレッションペダルの設定を行う(前項参照, オプション) 
2. ノブを保存したい状態に設定する 
3. Presetスイッチを上部のLEDが点滅するまで長押ししてセーブモードを
起動する(呼び出しているプリセットのLEDが点滅します) 

4. Presetスイッチを設定を保存したいプリセットナンバーが表示されるま
で繰り返し押す 

5. MIDIによるプリセット切替を行う場合、MIDIコントローラーなどのMIDI
デバイスから本機に対してこのプリセットを呼び出したいプログラムチェ
ンジナンバーを送信する 

6. PRESETスイッチ上部のLEDが点滅してプリセットの保存が終了するま
でPRESETスイッチを長押しする 

プリセットを保存せずに終了する場合はエフェクトブロックセレクターを回
すなど他の操作を行ってください。 

プリセットの呼び出し 
プリセットは下記の3つの方法で呼び出すことができます 

1. PRESETスイッチを繰り返し押して任意のプリセットを呼び出す 

2. TAP TEMPOスイッチをLEDがグリーンに点灯するまで長押し、TAP 
TEMPOスイッチを押すたびにプリセットが切り替わる 
TAP TEMPOスイッチを長押しして通常のモードに戻る 

3. MIDIコントローラーからプログラムチェンジメッセージを送信してプリ
セットを切り替える 
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MIDI 
本機のMIDI設定は非常にシンプルでありながら、好きなプリセットを呼び出
すことが可能です。本機は3.5mmステレオミニプラグ(TRS)のMIDIケーブル
の接続に対応しています。(適宜、同梱の変換プラグをご使用ください) 

MIDI MAPPING - MIDIマッピング 

お使いのMIDIコントローラーから送信される1-128のMIDIプログラムチェン
ジメッセージは、本機の8つのプリセットのうち任意のものを呼び出すことが
可能です。 

プリセットの保存方法の5.の手順を行うことにより、お使いのMIDIコントロー
ラーの送信するMIDIプログラムチェンジナンバーと呼び出すプリセットの割
り当てを行うことが可能です。 

MIDI BYPASS - MIDIバイパス 

任意のプログラムチェンジナンバーを送信することで本機をバイパスするこ
とが可能です。プログラムチェンジナンバーをバイパスに割り当てる手順は
下記の通りです。 

1. プリセットスイッチを長押ししてセーブモードを起動し、4つのLEDが点
滅するまでプリセットスイッチを繰り返し押す 

2. MIDIコントローラーなどのMIDIデバイスから本機に対してバイパスに割
り当てたいプログラムチェンジナンバーを送信する 

3. プリセットスイッチを長押ししてバイパスの割り当てを実行する 

※上記のバイパスの割り当ては他のプリセットに影響しません。 

MIDI CHANNEL - MIDIチャンネル 

本機は工場出荷時、全てのMIDI Ch.に反応するオムニモードに設定されてい
ますが、1-16の任意のMIDI Ch.を設定することも可能です。 

MIDIチャンネルを変更する手順は下記の通りです 

1. 本機の電源をOffする 
2. プリセットスイッチを押しながら電源をOnする 
3. プリセットスイッチ上部のLEDが現在設定されているCh.を表示するので、
(点灯パターンとチャンネルは下記参照)  プリセットスイッチを任意の
MIDIチャンネルが表示されるまで繰り返し押す 

4. 任意のチャンネルが表示されたらプリセットスイッチを5秒間長押しする 

上記の手順を行うと本機は自動的に再起動します。 

PRESETスイッチ上部のLEDを点灯=1, 消灯=0とした場合 

0000 =   1CH    0001 =   2CH    0010 =   3CH
0011 =   4CH    0100 =   5CH    0101 =   6CH 
0110 =   7CH    0111 =   8CH    1000 =   9CH 
1001 = 10CH    1010 = 11CH    1011 = 12CH
1100 = 13CH    1101 = 14CH    1110 = 15CH 
1111 = 16CH 

4つのLEDが流れるように点灯している場合OMNIモードが選択されています。
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LEDガイド 
本機に搭載された多色LEDは、その色によって本機の様々な状態をユーザー
に表示しています。下記にLEDが示す本機の状態を簡易に記します。 

BYPASSフットスイッチ脇のLED 

消灯 :  
ペダルがバイパス, 呼出中のプリセットに変更がない 
Red :  
ペダルがバイパス, 呼出中のプリセットに変更がある 
Blue/Green :  
ペダルがOn、呼出中のプリセットに変更がない(ステレオ) 
Blue/Green, Red :  
ペダルがOn, 呼出中のプリセットに変更がある(ステレオ) 
Green :  
ペダルがOnでPreがActive, 呼出中のプリセットに変更がない(PRE/POST) 
Green/Red :  
ペダルがOnでPreがActive, 呼出中のプリセットに変更がある(PRE/POST) 
Blue :  
ペダルがOnでPostがActive, 呼出中のプリセットに変更がない(PRE/POST) 
Blue/Red :  
ペダルがOnでPostがActive, 呼出中のプリセットに変更がある(PRE/POST) 

TAP TEMPOフットスイッチ脇のLED 

Red : EXPペダルのセットアップ 
Blue : タップテンポスイッチが通常通り動作している 
Green : タップテンポスイッチでプリセットを切り替えている 

トラブルシューティング 
よくある質問と回答を下記にまとめました。 

Question 
エフェクトがOnにならない, ノブが動作しない, Onにしてもサウンドが変化
しない 
Answer 
モノラルで本機を使用する場合には、NORMAL and PRE/POSTスイッチを
NORMALに設定してください 

Question 
トレモロエフェクトを使用する際、Blendコントロールが機能しない 
Answer 
モノラルで本機を使用する場合、トレモロエフェクトではBlendノブはサウ
ンドに影響を及ぼしません 

Question 
BYPASSスイッチ脇のLEDが赤く点灯する 
Answer 
呼出中のプリセットのセッティングに変更があった場合に赤く点灯します 

工場出荷時の状態に戻す(ファクトリーリセット) 

本機をファクトリーリセットするには、BYPASS, TAPTEMPO, PRESET
スイッチを押しながら電源を入れてください。LEDが赤く点灯して電源が入
ると、工場出荷時の状態で復帰します。 

※保存していたプリセットは全て消去されます 
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セッティング例 
いくつかのセッティング例を下記します。 
お使いのギターやアンプ、何よりプレイヤーによってサウンドは異なります
ので、ご自分のセッティングを見つける際の一助になれば幸いです。 

また、ボリュームのセッティングは環境に合わせて適切に設定してください。

DIMENSION 
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著名な”DIMENSION”のトーンです

よりワイドでデプスを深く設定したセッティングです 

非常にウェットなセッティングです



CHORUS 
 

 

 

 

HARMONIC TREMOLO 
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ロックバラードに最適なファットなトーンです

90年代グランジの激しいコーラスを再現しています

ワイドなステレオコーラスです

スローブルースに最適です

オールドロックスタイルのトレモロです

より深いトレモロのセッティングです



TREMOLO 

 

 

 

 

AUTO SWELL 
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ブルースにぴったりのトレモロです

マシンガン的なセッティングです

美しいコードに最適な速くて浅いトレモロです

スライド奏法にも最適なオートスウェルです

ストリングパッドのようなサウンドです

コードの演奏に適したセッティングです



ROTARY 

 

 

 

 

U VIBE 
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クラシックロックを彷彿とさせるサウンドです

遅くてダークな雰囲気を持ったサウンドです

低回転でディープなサウンドが得られるセッティングです

いわゆるVibeのサウンドです

クリーンなコードワークに最適なセッティングです

ダークなVibeセッティングの一例です



PHASER 

 

 

 

 

FLANGER 
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EVH的なセッティングです

爽やかなフェイズサウンドです

ボイスワウ的なサウンドです

美しいフランジャーのセッティングです

ロックに最適な控えめなセッティングです

シンプルなTZFのサウンドが得られるセッティングです



ENVELOPE FILTER 

 

 

 

 

AUTO WAH 
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モダンブルースに最適なセッティングです

スローなファンクに最適なセッティングです

宇宙人の声のような不思議なサウンドです

ミステリアスなサウンドが得られるセッティングです

不気味な声のようなサウンドが得られるセッティングです

控えめでありながら効果的なセッティングです



電源について 
本機はセンターネガティブのDC9-18Vの電源に対応しています。必要な容量
はDC9Vの場合107mA、DC18Vの場合108mAです。 
センターポジティブなどの仕様に合致しない電源を使用した場合、本機を破
損する危険性があります。
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