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〓はじめに〓

Ravish Sitar をお買い上げ頂き有難うございます。本機は

ギターには何も手を加えず、繋ぐだけでシタールにして

しまいます。実際は Ravish 自体が楽器の様なもので、奥

深い可能性を秘めています。

しばしの間、この説明書にお付き合い下さい。新たなサ

ウンドや発見があるやもしれませんぞ。

Ravish の使いかたの前に、まずは本物のシタールについ

てご説明します。

 リード：シタールで実際に弾く弦です。ギターの様に

爪弾いたりベンドしたりします。

 共鳴弦：共鳴用にフレットの下に張ってある弦で、11

～ 17 本あります。演奏中に触ることはありません。

 共鳴弦はキーやスケールにより演奏者がチューニング

します。

 低い音を弾けば低い音が共鳴し、高い音を弾けば高い

音が共鳴します。

〓 Ravish Sitar の特長〓

 リードと共鳴弦それぞれの音色を別々にコントロール

 ドライ音とリードと共鳴弦それぞれのボリュームを

別々にコントロール

 メジャー、マイナー、エキゾチック、12のクロマチッ

ク・キーでプレイ

 微分音（半音よりも細かい音程）を含む 17 音までで

スケールをカスタマイズ可能

 PRESET フットスイッチ踏み込んでいる間は共鳴弦を

鳴ったままに固定（フリーズ機能）

 エクスプレッション・ペダル（別売）を繋げば共鳴弦

の音量調整をしたり、鳴ったままに固定（フリーズ）

したり出来ます

 リード音の減衰を調整

 共鳴音を調整することでタンプーラ（シタールに似た

フレットが無い楽器）に似た効果

 エクスプレッション・ペダル（別売）によりリード音

を半音から 1オクターブまでピッチ・ベンド

 メインミックスと共鳴弦を別々に出力可

 Qを調整してリード音のバリエーションを選択

 10 個のプリセットをプログラム、又はWYSIWYG モー

ド（見たまんまモード）もあります

注意：アダプターは付属のものをお使いください。それ

以外のアダプターが原因で発生した機器の故障等につき

ましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承

ください。

RAVISH SITAR
Sitar Emulator
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〓今すぐ使ってみよう〓

Ravish Sitar を今すぐ使いたい方へのガイドです。先に細

かいことを知りたい人はここはすっ飛ばしてもいいです

よ。

手順
1. シールド・ケーブルでギターを INST 端子に繋ぎます。

2. MAIN OUT 端子からアンプに繋ぎます。

3. 付属のACアダプターを本体に繋ぎます。アダプター

は壁のコンセントにさします。

4. アンプを ON にしてからギターのボリュームを上

げます。本機の BYPASS フットスイッチを踏んで

STATUS LED を点灯させます。

A．プリセットを試す
PRESET フットスイッチを踏んで本機のプリセットを選び

ます。プリセットは本機の性能を堪能できるように設定

してあります。プリセットは好みの設定ができたら上書

き保存できます。

B．マニュアルで設定する
1. まずは本機のノブを下記のように設定してみましょ

う。

DRY LEVEL:   2 時

LEAD LEVEL:   12 時

SYMPATHETIC LEVEL:   12 時

LEAD TIMBRE:   3 時

SYMPATHETIC TIMBRE:  11 時

2. 左ディスプレイの下にある緑の PRESET LED が消え

ている事を確認します。もし点灯している場合は白

いMODE/PRESET ノブを右に回して消して下さい。

これにより現在のプリセットを解除します。

3. MODE/PRESET を押して KEY モードにします。KEY

モードになっていると KEY の LED が点灯し、右ディ

スプレイの隅のドットも点灯します。MODE/PRESET

ノブを回して E MAJOR（又は好みのキー）を選びま

す。

4. MODE/PRESET ノブを押して、DCY モードにします。

DCY モードになっていると DCY の LED が点灯しま

す。右ディスプレイには 0～ 9までの数字を表示し

ます。3にすると本物のシタールっぽくなります。

5. MODE/PRESET ノブを押して、MODモードにします。

1～ 3 がお薦めです。0にするとモジュレーション

が掛かりません。

〓ノブの機能〓

）LEVEL（ YRD
MAIN OUT から出るドライ音（エフェクトが掛かってい

ない音）のボリュームを調整します。左に目一杯絞ると

ドライ音は出ません。右に目一杯上げると最大になりユ

ニティ・ゲインより 2dB 大きくなります。2dB なのでバ

イパス時より約 25%位音が大きい感じです。

）LEVEL（ DAEL
MAIN OUT から出るシタール・リード音のボリュームを

調整します。左に目一杯絞るとリード音は出ません。右

に目一杯上げると最大になりユニティ・ゲインより 2dB

大きくなります。2dB なのでバイパス時より約 25%位音

が大きい感じです。

）LEVEL（ CITEHTAPMYS
MAIN OUT と SYMPATHETIC（OUT）から出る共鳴弦のボ

リュームを調整します。但し、SYMPATHETIC 端子にプ

ラグが刺さっているとMAIN OUT から共鳴弦の音は出力

しないので、このノブは SYMPATHETIC から出る音量の

みを調整します。左に目一杯絞ると共鳴弦の音は出ませ

ん。右に目一杯上げると最大になりユニティ・ゲインよ

り 6dB 大きくなります。6dB なのでバイパス時より 2倍

音が大きくなります。

 

 

 
 

‒ KNOB  FUNCTIONS  ‒ 
 

DRY LEVEL  – Controls the volume of the dry signal (your original instrument’s 
signal) present at the MAIN OUTPUT.  In the fully counter-clockwise position there is 
no dry signal on the output.  At the fully clockwise position the dry level is at max
which is 2dB above unity gain. 
 
LEAD LEVEL  – Controls the amount of lead sitar signal present at 
OUTPUT.  In the fully counter-clockwise position there is no lead signal on the 
output.  At the fully clockwise position the lead level is at max, which is 2dB above 
unity gain. 
 
SYMPATHETIC LEVEL  – Controls the amount of sympathetic signal on the MAIN 
OUTPUT and the SYMPATHETIC OUTPUT.  When a plug is inserted 
SYMPATHETIC OUTPUT, there is no sympathetic signal on the MAIN OUTPUT and 
this knob only controls the signal level on the SYMPATHETIC OUTPUT.  In the fully 
counter-clockwise position there is no sympathetic signal on the output.  At the fully 
clockwise position the sympathetic level is at max, which is 6dB above unity gain.
 
LEAD TIMBRE  – Controls the “buzz” or “zing” of the lead tone.  Turning this knob 
clockwise will make the lead tone sharper and more “buzzy” and turning it counter
clockwise will make the sound duller and rounder. 
 
SYMPATHETIC TIMBRE  – Controls the “buzz” or “zing” of the sympathetic strings 
tone.  Turning this knob clockwise will make the sympathetic tone sharper and more 
“buzzy” and turning it counter-clockwise will make the sound duller and r
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）ERBMIT（ DAEL
リード音のビヨーンとかジョーンとかいう感じの音を調

整します。右に目一杯回すとギラギラして陶酔する感じ

になり、左に目一杯回すと柔らかくてモワーンとした感

じの音になります。

）ERBMIT（ CITEHTAPMYS
共鳴弦のビヨーンとかジョーンとかいう感じの音を調整

します。右に目一杯回すとギラギラして陶酔する感じに

なり、左に目一杯回すと柔らかくてモワーンとした感じ

の音になります。

〓スイッチの機能〓

MODE/PRESET エンコーダー
このノブには 3つの機能があります。

1. プリセット・モードの時、回すとプリセットを選べ

ます。選んだプリセットを決定するにはPRESETフッ

トスイッチを踏みます。（詳しくはプリセットの説明

を御覧ください）

2. MODE/PRESET ノブを 3 秒間押したままにするとプ

リセットを保存します。（詳しくはプリセットの説明

を御覧ください）

3. 押す度に（押したままにはしないで下さい）PRESET、

KEY、DECAY、MODULATION、PITCH BEND、Qの各モー

ドを切り替えます。（詳しくは各モードの説明を御覧

ください）

BYPASS フットスイッチ＆ LED
エフェクトの ON ／ OFF を切り替えます。OFF はバッ

ファー回路を通った信号です。近くにある赤い STATUS 

LED はエフェクトONで点灯します。

PRESET フットスイッチ＆ LED
このスイッチには 3つの機能があります。

1. 押すと選んだプリセットを決定します。既にプリセッ

トが選ばれている場合、次のプリセットを順々に切

り替えます。PRESET LED はプリセットが選ばれてい

ることを示します。（詳しくはプリセットの説明を御

覧ください）

2. KEY モードの時、PRESET フットスイッチを踏んだま

まにするとキーをカスタマイズできます。（詳しくは

KEY モードの説明を御覧ください）

3. KEY モード以外の場合はどのモードでも、踏んだまま

にすると共鳴弦の音を鳴ったままの状態にできます。

（詳しくはフリーズ・モードの説明を御覧ください）

〓 KEY モード〓

MODE/PRESET エンコーダーを押して KEY モードにし

ます。KEY モードの時、KEY LED と TUNE LED に加え、

SHARP ／ MAJOR ／ MINOR ／ EXOTIC のうちの幾つかの

LED が点灯します。右ディスプレイにある小数点が点灯

し選んだキーを表示します。左のディスプレイにはちょっ

との間 "K" を表示します。

MODE/PRESET ノブを回すとMAJOR→MINOR→ EXOTIC

を順々に切り替えます。例えば、E MAJOR から初め

て MODE/PRESET ノブを左回りに回すと E MAJOR → E 

MINOR → E EXOTIC, → D# MAJOR → D# MINOR → D# 

EXOTIC・・・・と切り替えます。D# の場合、Dの文字

に加え下の SHARP の LED が点灯します。

選んだキーとスケールにより共鳴弦が共鳴する音が決ま

ります。絶対とは言えませんが、選んだスケールで耳に

心地よい音が共鳴すると思います。EXOTIC スケールは

西洋音階とは違っているのでリサーチとリスニングテス

トで決めました。これはバイラヴァ音階と呼ばれるヒン

ドゥースターニー音楽（北インド古典音楽）のスケールで、

メジャー・スケールのレ（2度）とラ（6度）を半音下

げたスケールです。詳しくは後に出てくるスケールの表

をご覧ください。

スケールをカスタマイズする
本機はユーザーが共鳴弦をカスタマイズできます。

1. KEY モードの時、PRESET フットスイッチを 2秒間踏

んだままにするとキーの表示が無くなりMAJOR ／

MINOR／EXOTICのLEDが点灯します。フットスイッ

チを踏んだままにして、音を入力していきます。

2. ルート音を弾くと本機は右ディスプレイに表示した

音によりスケールを認識します。

3. 一旦音を止めそれからスケールの 2つめの音を弾き

ます。音を認識したら、この作業を続けてカスタム

スケールを認識させます。17 音までプログラムでき

ます。
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4. カスタムスケールの入力が終わったら、PRESET フッ

トスイッチを踏むのをやめます。このモードの時は

MAJOR ／ MINOR ／ EXOTIC の LED が点灯していま

す。

MODE/PRESET エンコーダーは他のパラメーターの編集

にも使いますが、KEY モードの時にノブを回すとカスタ

ムスケールを消してしまいます。そのためカスタムスケー

ルを作ったら後で呼び出せるように保存しておいて下さ

い。（詳しくはプリセットの保存方法を御覧ください）

キーを変える
本機はキーをスクロールすること無く共鳴弦のセットの

キーを変えられます。これは急いでキーを変えたい時や

クォーター・チューニング（1/4 音変えるチューニング）

を使っている人には便利です。やり方は前に出てきたカ

スタム・スケール・チューニングと同じですが、プログ

ラムするのはルート音の一音のみにして PRESET フット

スイッチを離します。
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〓スケール・チャート 〓

 6 

‒ SCALES CHART  ‒ 
 
  MAJOR  MINOR  EXOTIC   

C 
 

C# / D ♭ 
 

D 
 

D#  / E ♭ 
 

E 
 

F 
 

F# / G ♭ 
 

G 
 

G# / A ♭ 
 

A 
 

A# / B ♭ 
 

B 
 

  MAJOR  MINOR  EXOTIC   
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〓DCY：ディケイ・モード〓

KEY モードの状態でMODE/PRESET ノブを一度押すと

DCYモードになります。するとDCY LEDが点灯し、左ディ

スプレイにちょっとの間 "D" を表示します。このモード

では、リード・シタール・サウンドの減衰（=ディケイ）

を変更できます。パラメーターの範囲は 0～ 9 です。0

は最も短く、9は最も長くなります。初期値は 3です。

〓MOD：モジュレーション・モード

DCY モードの時にMODE/PRESET ボタンを押すとMOD

モードになります。するとMOD LED が点灯し、左ディ

スプレイにちょっとの間 "M" を表示します。このモード

では、共鳴弦にモジュレーションを追加できます。モジュ

レーションはタンプーラをエミュレートします。タンプー

ラとはシタールに似たフレットが無い楽器で伴奏用に使

われます。パラメーターの値を大きくすると、モジュレー

ションが速くなります。初期値は 0（モジュレーション

無し）です。

〓Qモード〓

MODモードの時にMODE/PRESETボタンを押すとQモー

ドになります。するとDCYとMOD LEDが点灯し、左ディ

スプレイにちょっとの間 "Q" を表示します。このモード

では、リード・サウンドと共鳴弦、両方のQを設定しま

す。パラメーターの範囲は0～4です。4は最も強く掛かっ

たシャープな音です。初期値は 4です。

〓ピッチ・モード〓

PITCH 端子にエクスプレッション・ペダルを繋いだ時の

み使えるモードです。

PITCH 端子にエクスプレッション・ペダルを繋ぎ、Qモー

ドの時にMODE/PRESET ボタンを押すとピッチ・モード

になります。すると KEY と DCY と MOD LED が点灯し、

左ディスプレイにちょっとの間 "P" を表示します。この

モードでは、エクスプレッション・ペダルを踏み込む事

でリード・サウンドをピッチベンドできます。初期値は

2で一音です。パラメーターは 1の半音から O（オー）

の 1オクターブまで調整できます。エクスプレッション・

ペダルで操作できるのは音程を上げるベンド・アップだ

けです。

〓フリーズ・モード〓

KEY モードでは無い場合、どのモードでも PRESET フッ

トスイッチを踏んだままにしている間は、共鳴弦がずっ

と鳴ったままになりフリーズします。フリーズ中でも、

すべてのコントロールは操作できます。自分らしさを加

えてみてはどうでしょう。

〓入出力端子

INST 端子
楽器や他のエフェクターからの出力を繋ぎます。

MAIN OUT 端子
ドライ音とリード音と共鳴弦の音を出力します。但し、

SYMPATHETIC 端子を使用している場合、MAIN OUT から

はドライ音とリード音のみを出力します。

SYMPATHETIC 端子
共鳴弦の音だけを出力します。他のエフェクトを繋いだ

り、別のアンプに繋いだりできます。この端子を使用す

るとMAIN OUT からは共鳴弦の音が出ません。

DRONE 端子
エクスプレッション・ペダル（別売）を繋げば共鳴弦を

コントロールできます。つま先を目一杯上げた状態だと

共鳴弦の音は鳴りません。ペダルを踏み込んで行くと段々

と共鳴弦の音が大きくなり、鳴ったままになります。最

も踏み込んだ状態にすると SYMPATHETIC LEVEL ノブで

設定した音量になります。

PITCH 端子
エクスプレッション・ペダル（別売）を繋げばリード音

の音程をピッチ・ベンドで上げられます。エクスプレッ

ション・ペダルを繋いで白いMODE/PRESET ノブを押す

と Qを設定できます。3つのモード LED が全て点灯し、

右のディスプレイに半音でいくつ分のピッチ・ベンド・

アップができるがを表示します。

* エクスプレッション・ペダルは、Roland EV-5、Boss 

FV-500L、M-Audio EX-P、Moog EP-2 がご利用頂けます。
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〓電源〓

AC アダプターは付属のものをお使いください。それ以外

のアダプターが原因で発生した機器の故障等につきまし

ては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承くだ

さい。

〓プリセット〓

PRESET フットスイッチを踏んでプリセットモードにしま

す。本機では 10個までプリセットできます。プリセット

には 5つの黒いノブの位置とその他の設定を保存できま

す。一度保存すれば電源を切っても記憶しています。プ

リセットの 10 は "X" と表示します。本機にはWYSIWYG

（見たまんま）モードもあります。ディスプレイの表示は

"W" です。

プリセットの保存方法

1. 作ったサウンドを保存したい場合、白い MODE/

PRESET ノブを回して、保存したい番号を表示させま

す。

2. 白い MODE/PRESET ノブを 3秒間押したままにしま

す。保存したい数字が点滅したら保存完了です。

3. 点滅が止まったら白いMODE/PRESET ノブを離しま

す。PRESET LED は点いたままになります。

4. プリセット完了です。

プリセットの呼び出し方
呼び出し方は 2つあります。

A． 呼び出したいプリセットになるまで、PRESET フット

スイッチを踏んで離すを繰り返す。

ご注意：その時点でのノブの位置は関係ありません。

B． 白い MODE/PRESET ノブと PRESET フットスイッチ

を使う方法。

1. 白い MODE/PRESET ノブを回して呼び出したい

番号を表示させます。

2. PRESET フットスイッチを踏みます。呼び出し

たプリセット番号が点灯します。

ご注意：その時点でのノブの位置は関係ありま

せん。

プリセットを呼び出した後でノブを動かすと、その位置

が取って代わります。この場合、PRESET LED が素早く点

滅し、プリセットが呼び出されていても、ノブが動いた

ことを知らせます。

プリセットの消し方

プリセットを消してノブを現在の状態にします。白い

MODE/PRESET ノブを右に回して "W" を表示させます。

Wが表示されたらその時点でのノブの位置が新しく取っ

て代わります。これによりキー、ディケイ、モジュレーショ

ン、ピッチベンドもプリセットしていない状態になりま

す。プリセット"X"が呼び出されている場合、PRESETフッ

トスイッチを踏むとWYSIWYG（見たまんま）モードに

なります。もう一度 PRESET フットスイッチを踏むとプ

リセット 1が読み込まれます。

出荷時の状態にする
1. AC アダプターを繋いでいない状態で、白いMODE/

PRESET ノブと PRESET フットスイッチを押したまま

にします。押したままで電源アダプターを繋ぎます。

2. そのままの状態で、全ての LEDが素早く点滅したら、

スイッチを離します。これで出荷時の状態になりま

す。

〓スペック〓

サンプリング周波数： 36082 Hz

A/D D/A 変換解像度： 24 bits

オーディオ分解能： 32 bits

ADC クリップレベル： 4.9 Vp-p

出力クリップレベル： 4.7 Vp-p

入力端子インピーダンス

INST： 2.2 M Ω

出力端子インピーダンス

MAIN OUT： 680 Ω

SYMPATHETIC： 680 Ω
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