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CANYON 
Multifunction Delay & Looper 

 

 
 ー CANYONの操作を開始するには ー  

 

ー 目　次 ー  

この度はCanyonをお買い上げ頂きましてありがとうございます。この商品は、非常にパワフルか
つ使いやすいディレイ/ルーパーペダルです。 コンパクトな筐体には クリーンなデジタルディレイ
からウォームなテープ・エコー等、幅広く荘厳なトーンを持った10種類のディレイが搭載されて
います。 また我々は、素晴らしいDeluxe Memory Manをシミュレートしたサウンドに加え、この
世のものとは思えないようなオクターブ・ディレイとシマーエフェクトも盛り込みました。その他、
フル機能のルーパー、タップ・ディバイド機能内蔵のタップ・テンポ、 セカンダリーコントロール
の選択等、最高に贅沢なディレイ体験をあなたにお届けします。 

1.　付属のEHX9.6DC ACアダプターを本体上部の電源ジャックに差し込みます。 

2.　ギターをINPUTジャックに接続し、OUTPUTジャックとアンプを接続します。

3.　11ポジション・モードノブをECHOに設定すると、通常のデジタル・ディレイとなります。

4.　FEEDBACKノブでリピート回数を設定し、DELAYノブでディレイタイムを設定します。ディ
　　レイ(エフェクト)の音量はFX LVLノブで調節します。 
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ー コントロールについて ー

FX LVLノブ ー ディレイエフェクトの出力音量をコントロールします。 このノブが左回りいっぱ
い、最小の設定のときは、出力音はドライ信号のみです。ノブを時計回りに回すと、ディレイ・エフ
ェクトの音量が上がります。 
ノブを2時の位置よりも上に回すと、ドライ信号の音量が小さくなります。 このノブが右回りいっ
ぱい、最大設定のときは、出力音はディレイ・エフェクトのみとなります。 
注意：S/HおよびLOOPモードでは、FX LVLが最大でもドライ信号はユニティーレベル(入力信
号と同じレベル)の音量で残ります。
 
DELAYノブ ー CANYONのディレイタイムを設定します。ディレイタイムの範囲は最小5msec
～最大3secとなります。 

FEEDBACKノブ ー ディレイ音のリピート回数を設定します。このノブを時計回りに回すとリピ
ート回数が増えます。 

S/Hモードでは、このノブは、拍子を検出する感度を設定します。 ノブを時計回りに回すと感度
が上がります。 

LOOPモードでは、オーバーダビング時に現状のループがどれくらいの音量で保存されるかをこの
ノブで設定します。 ノブを時計回りに回すと、現状のループがより多く保存されます。 ノブが右回
りいっぱい、最大設定のとき、オーバーダビング中はループは同じ音量に保たれます。 

MODEノブ ー このノブは11ポジションのロータリスイッチで、CANYONのディレイ・モードの
いずれかを選択します。 

TAP/DIVIDEスイッチ & LED ー このスイッチでタップ・ディバイド(分割)の設定を行います。
タップ・テンポを使ってディレイ・タイムを設定する時は、 このスイッチでタップ・テンポのディバ
イド(分割)を設定します。タップ・ディバイドオプションでこのスイッチを押してサイクルを決定す
ると、その状態がLEDの色で表示されます。 赤は4分音符、オレンジは付点8分音符、緑は8分音
符を示しています。このスイッチを押してもLEDの色が変わらない場合は、 内部のタップ・テンポ
は無効です。 タップ・テンポの使用方法の詳細については、7ページの「CANYONでタップ・テ
ンポを設定する 」を参照してください。 

フットスイッチ ー このフットスイッチを踏んで、ペダルのバイパスモードとエフェクトモードを切
り替えます。ペダルがエフェクトモードになると、LEDが点灯します。 また、フットスイッチを最低
2回踏むことによって、ディレイ・タイムを設定することもできます。この機能は工場出荷時の状態
では有効になっていますが、無効にすることも出来ます。詳しくは、7ページの「CANYONでタッ
プテンポを設定する 」を参照してください。
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ー 接続について ー
 

TAILSスイッチ ー CANYONは、バイパスモードに切り替えた後のディレイ・エコーについて、
リピートを継続するかすぐに停止するかを選択することができます。設定方法は、まずCANYON
の裏カバーを取り外し、"TAILS"というラベルが貼ってあるボードの底面にある小さなスライドス
イッチの位置を確認します。

"TAILS"がONに設定されていると、エコーはペダルがバイパスに切り替わった後もFEEDBACK
ノブで設定された回数だけリピートされます。バイパスモードに切り替わった後に演奏されたフレ
ーズは繰り返されません。ペダルが無限フィードバックに設定されている場合(FEEDBACKノブ
が最大設定時)、FEEDBACKノブを回すか別のモードに切り替わるまでリピートは継続します。
注意：サンプル/ホールドモードでは、"TAILS"がONになっているときはリピートは無限には続行
されず、0.5秒ほどでフェードアウトします。 

"TAILS"がOFFに設定されていると、FEEDBACKノブの設定に関わらず、すべてのリピートはバ
イパスモードに切り替えるのと同時にすぐに停止します。

INPUTジャック ー この1/4"ジャックはCANYONへの入力端子です。入力インピーダンスは 
1MΩ です 。 

OUTPUTジャック ー この1/4"ジャックはCANYONからの出力端子です。出力インピーダンス
は680Ωです。 

TAP INジャック ー この1/4"ジャックに外付けのモーメンタリー・フットスイッチを接続すると、
テンポをタップしてディレイ・タイムを設定することが出来ます。外付けのスイッチはノーマリー・
オープンタイプのものをご使用ください。スイッチをONにすると、プラグのTipとSleeveがショー
トします。タップテンポの詳細な使用方法については7ページの「CANYONでタップテンポを設
定する 」をご覧ください。 

9V電源ジャック ー CANYONに電源を供給するには、ペダルの上部にある9V電源ジャックに
EHX9.6DC 200mAのACアダプターを接続します。 CANYONは、9VDCセンターマイナス
/150mAを必要とします。
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ー 各モードの説明 ー
 

ECHO(エコー) ー このモードはシンプルなデジタル・ディレイで、前に演奏された音(フレーズ)
が全く同じように遅れて繰り返されます。リピートされた音は徐々に音量が下がっていきます。

MOD(モジュレーション・ディレイ) ー このモードは、ECHOモードと同じですが、ディレイ音に
モジュレーションが掛かることによって、トーンに複雑さと暖かみが加わります。

MULTI(マルチタップ・ディレイ) ー このモードでは、ディレイ音はまったく同じ音量になります。
FEEDBACKノブで同じ音量で繰り返す回数を設定します。

REVRS(リバース・ディレイ) ー ディレイ音が逆に再生されます。これはインテリジェント・リバ
ース・エコーとも呼ばれます：あなたの演奏を記憶して、ディレイ・タイムの設定に最も適した逆
再生のディレイ音を生み出します。
ヒント ：CANYONのセカンダリーノブモードを使用して、インテリジェント・検出アルゴリズムの
感度を調整することが出来ます。

DMM(Deluxe Memory Man) ー これはEHX Deluxe Memory Man BBDアナログ・ディ
レイトーンの忠実なエミュレーションです。 繰り返すほどに自然なエコーが生成され、またセカ
ンダリーノブ・モードで瑞 し々いモジュレーションも得られます。

TAPE(テープ・ディレイ) ー このモードでは珍重な1970年代のアナログ・テープ・エコーをシ
ミュレートしています。エコーは繰り返すほど劣化して歪み、ワウとフラッターが本物のテープ・エ
コーのキャラクターを生み出します。

VERB(リバーブ + ディレイ) ー このモードでは、エコー(ディレイ)とプレート・リバーブそれぞ
れが効果を生み出します。
ヒント： 純粋なリバーブ効果を得るには、FEEDBACKノブを反時計回りいっぱいに回し切りま
す。この時、DELAYノブでリバーブのプリディレイを設定します。

OCT(オクターブ・ディレイ) ー このモードでは、繰り返されるディレイ音それぞれが1オクター
ブ上にピッチシフトされます。
ヒント： CANYONのセカンダリーノブモードで、サブ・オクターブも設定することが出来ます。 
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ー CANYONのLOOPモードの使用方法 ー 
 

ループをレコーディングする 
 

SHIM (シマー) ー これはシマー(きらめき)効果を生み出すモードで、豊かなオクターブ・シフト
がギターのサウンドにハーモニーを加えます。 CANYONでは4つのEHXペダルのチェーンをモ
デリングすることでこれを実現しています。

S/H(サンプル＆ホールド) ー このモードは、ギターからの入力信号を感知し、別の信号が感知
されるまで無限にリピートします。このモードでは、 FEEDBACKノブはギターからの入力に対す
るCANYONの感度をコントロールします。最小の位置では最も強い信号のみがS/Hモードを有
効にします。FEEDBACKノブの設定を上げると、このモードの感度が上がります。
 
LOOP(ルーパーモード) ー CANYONがLOOPモードに設定するとルーパーペダルとなり、最
大62秒の長さのループが得られます。記録されたループは、CANYONの電源がOFFになるまで
は永続的に保存されます。特別な機能として、FEEDBACKノブはオーバーダビングを行う際に
既存のループの音量を調節します。 

1. ループをレコーディングするには、まずフットスイッチを1回踏みます。 LEDが赤色に点灯し、
　 すぐにレコーディングが始まります。 
2. ループのレコーディングを停止するには、もう1度フットスイッチを踏みます。 LEDが緑色に点
　 灯し、ループがすぐに再生を開始します。 
3. FX LVLノブで再生されるループの音量を設定します。 ドライ信号(エフェクトが掛かっていな
　 い信号)は、ユニティーレベル(入力信号と同じレベル)の音量となります。
4. ループが無限に再生されます。ループが繰り返されるたびに、LEDは短く点滅します。 
5. 注意：ループの録音時間が62秒に達すると、 レコーディングは自動的に停止します。
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ループ再生を停止/開始する
 

オーバーダビングする  
 

UNDO(アンドゥ)-REDO(リドゥ)機能

 
 

1. ループ再生を停止するには、フットスイッチを2回素早く踏みます。 
　 注意：1回目に踏んだ瞬間にはLEDはオレンジ色に変わります。 
2. LEDが薄く緑色に変わり、ループが保存されていることを示します。LOOPモードでCANYON
　 の電源をONにした時、またはECHOモードからLOOPモードに切り替えると、0.5秒ほどLED
　 が明るい緑色に点灯し、ループが保存されていることを示します。また、その後ループ再生が
　 始まるまで薄い緑色に変わります。 
3. 再生が停止している状態でループ再生を開始するには、フットスイッチを1回踏みます。LEDが
　 緑色に点灯し、ループが再生されていることを示します。 

1. オーバーダビングを行うには、まずフットスイッチを1回踏んで、録音したループの再生を始め
　 ます。LEDが緑色に点灯し、ループがすぐに再生を開始します。 
2. オーバーダビングを開始するには、フットスイッチを1回押します。 LEDがオレンジ色に変わり、
　 元のループの上に被せて新しい信号が記録されます。
3. オーバーダビング後、前に保存されていたループの音量はFEEDBACKノブで設定します。ノブ
　 が最大の位置では先に保存されていたループの音量はそのままとなります。FEEDBACKノブ
　 を低く設定すると、 先に保存されていたループはオーバーダブの音量よりも小さくなります。
4. ループのオーバーダビングを停止するには、フットスイッチをもう1度踏みます。LEDが緑色に
　 変わり、ループはオーバーダビングされた信号と一緒に再生されます。
5. オーバーダビングによってループの長さが変わることはありません。 
6. オーバーダビング中にループが繰り返されると、LEDが短く消えます。 CANYONは無限にオ
　 ーバーダビングすることが出来るので、ループに新しい信号を続けて追加することが出来ます。
7. オーバーダビングを終了すると、Undo(アンドゥ-元に戻す)/Redo(リドゥ-再度行う)機能が有
　 効になります。 最後のオーバーダビングは、何度でもやり直すことができます。 

1. ループ再生中にオーバーダビングを元に戻す(最後のテイクを削除する)には、フットスイッチを
　 1秒間踏み続けます。 LEDが2回点滅し、前のオーバーダビングは削除されます。
2. ループ再生中にオーバーダブをやり直す(最後に削除したテイクを復元する)には、フットスイッ
　 チを1秒間押し続けます。 LEDは 2回点滅し、前回のオーバーダブが復元されます。 
3. Undo / Redo機能は、ループの再生中にのみ開始できます。オーバーダブやレコーディング、
　 またはモードが停止中は実行することが出来ません。 
4. 注意：Undo / Redo機能が一旦有効になると、ループが消去されるまでこの機能は利用可能
　 です。これはCANYONの電源を入れ直しても同じです。 
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ループを消す  

 
ループメモリー  
 

ー CANYONでタップ・テンポを設定する ー 
 

1. ループを消去するには、再生を停止する必要があります。 ループが再生されている場合、 フ
　 ットスイッチをすばやく2回踏んでループを停止します。 
2. フットスイッチを2秒間踏み続けると、ループメモリーが消去されます。 LEDは赤色で6回点
　 滅し、その後消えたままになりますが、これはループが消去されたことを示します。 
3. 注意：ループ消去機能は、ループに記録されたメモリーがある場合のみ使用可能で、薄い緑
　 色のLEDで表示されます。 

1. 録音された信号は、自動的にCANYONの内部メモリーに保存されます。 
2. 録音されたループは、消去されるまでメモリーに残ります。 ループ録音中に電源が切断され
　 ない限り、電源を入れ直しても保存されたループは消去されません。電源が十分でない状態
　 で記録されたループやオーバーダブは、CANYONに保存されないことがあります。 
3. CANYONのLOOPモードから他のディレイ・モードに切り替えても、ループ録音中にMODE
　 ノブを動かさない限り、ループは消去されません。 
4. ループが保存されていてLOOPモードになっている場合、またはMODEノブがLOOPモードに
　 切り替えられた場合、LEDは明るい緑色で0.5秒間点灯し、それから薄い緑色に変わります。
　 これは以前に記録されたループメモリーがあることを示します。 メモリー内にループが存在し
　 ない場合、ループがレコーディングされるまでLEDは消えたままとなります。 

LOOPモードを除くすべてのCANYONのモードで、ディレイ・タイムはタップ・テンポによって設
定出来ます。CANYONには、テンポをタップする2つの方法があります：搭載のフットスイッチを
使用するか、または外付けのタップ・テンポスイッチを使用します。いずれの方法でも、TAP 
DIVIDEボタンを使用して異なるリズムを作り出すことができます。

TAP DIVIDEボタンを押すと、3つの再分割オプションの中から1つを選択可能で、それぞれ異な
るLEDの色で表示されます。4分音符のリズムでテンポをタップすると、 分割は次のようになりま
す： 
・赤色のLED：4分音符(分割なし) 
・オレンジ色のLED：付点8分音符(タップされたディレイタイムの3/4)
・緑色のLED：8分音符(タップされたディレイタイムの1/2)
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CANYONのフットスイッチを使用する  
 

外付けのフットスイッチを使用する  

CANYONのフットスイッチを少なくとも2回、一定のテンポでタップします。ディレイ・タイムはタ
ップする速度によって設定され、タップ・ディバイドの設定によって分割されます。LEDはディレイ
のレイトに合わせて点滅します。 
ヒント： フットスイッチをタップすると、CANYONはバイパスモードに入るかまたはモードを終了
します。もし タップ・テンポを設定する間もディレイを止めたくない場合は、 TAILSスイッチをON
に設定するか、外付けのフットスイッチを使用します。 

また、フットスイッチのタップ・テンポ機能を無効にすることもできます。これは非常に速くペダル
をON/OFFしたいときに便利です。 内蔵タップ・テンポを無効/有効にするには、まずCANYON
に電源を供給しないようにし、フットスイッチを踏みこんだ状態で電源を入れます。タップ・テンポ
がOFFになるとLEDが5回ゆっくり点滅し、 タップテンポがONになると2回点滅します。 
CANYONは、ペダルが電源供給されていない状態でも、タップ・テンポを有効/無効にした設定
をそれが再度変更されるまで保存します。
ヒント： TAILSスイッチがONのときに内蔵タップ・テンポを無効に設定すると、CANYONを素早
く切り替えることが出来るので、個々の音やフレーズを「取り込んで 」繰り返すことが可能です。 
また忙しなくならないよう、FEEDBACKノブの設定を高めにします。 

また、CANYONのフットスイッチのタップ・テンポを工場出荷時の状態にリセットすることも出来
ます。方法は、セカンダリーノブの設定をリセットする際にフットスイッチを押し続けます。詳しく
は、後述の「セカンダリーノブ・モードの使用について 」のステップ11を参照してください。 

外付けのモーメンタリーフットスイッチをTAP INジャックに接続すると、あるテンポでタップする
ことによってディレイ・タイムを設定することが出来ます。外付けのスイッチはノーマリー・オープ
ンタイプのものをご使用ください。スイッチをONにするとプラグのTIPとSleeveがショートがしま
す。外付けのフットスイッチを少なくとも2回、一定のテンポでタップします。 ディレイ・タイムは
タップする速度によって設定され、タップ・ディバイドの設定によって分割されます。LEDはディレ
イのレートに合わせて点滅します。 

外付けのタップスイッチを接続すると、CANYONのフットスイッチのタップ・テンポ機能は常に無
効になります。
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ー セカンダリーノブの機能について ー

 

 

セカンダリーノブ・モードを使用する  

セカンダリーノブ・モードで他のコントロールを使用する  

CANYONでは、セカンダリー(第2の)ノブで「隠れた 」パラメーターにアクセスすることで、それ
ぞれのディレイモードの音色をさらに細かく設定出来ます。セカンダリーノブ機能を使って正確
に欲しいトーンが得られるように音色を微調整する、または、CANYONをワイルドな予期せぬ音
のテリトリーに押し込むことができます。 

1. MODEノブを、編集したいモードに合わせます。セカンダリーノブ機能は、ECHOとLOOPを
　 除くすべてのモードで使用できます。 
2. TAP / DIVIDEスイッチを1秒間押し続けます。 LEDは ON-ON-OFFのパターンで点滅し、
　 CANYONが現在セカンダリーノブ・モードに入っていることを示します。
3. DELAYまたはFEEDBACKノブを回して、セカンダリーノブ機能を使用するディレイのモード
　 に合わせて編集します。
4. セカンダリーノブ・モードを終了するには、TAP/DIVIDEスイッチを1回押します(LEDが点滅
　 を停止します)。 セカンダリーノブ・モードに入る前にDELAYノブとFEEDBACKノブで設定
　 されたディレイタイムとフィードバックの量は、それらのノブが動かされるまで保存されます。

1. FX LVLノブとMODEノブは、セカンダリーノブ・モードでは常に機能します。FEEDBACKノ
　 ブは、そのノブにセカンダリーノブ機能の割り当てがない時(MULTI、REVRS、およびS/Hデ
　 ィレイモード時)は通常機能しています。 MODEノブをECHOまたはLOOPモードにするとセ
　 カンダリーノブ・モードは終了します。
2. DELAYまたはFEEDBACKノブを使用してセカンダリーノブを設定する場合、 セカンダリー
　 ノブ・モードに入る前に設定されたディレイ・タイムやフィードバック量は保存されます。 
3. フットスイッチは、通常セカンダリーノブ・モードでも機能します。フットスイッチでCANYON
　 をバイパスモードにすると、セカンダリーノブ・モードは有効のままとなり、ノブを動かすとそ
　 れらのセカンダリーノブ機能は変化します。 LEDはセカンダリーノブ・モードのパターンで短
　 く点滅します。タップ・テンポモードが有効な時は、フットスイッチを使用して新しいディレイ・
　 タイムをタップ設定することが出来ます。 
4. セカンダリーノブの設定は、いずれかのディレイモードから切り替えられたり、CANYONの電
　 源が入れ直されたりした時でも保存されます。セカンダリーノブ機能が1つのディレイ内で設
　 定されているときは、他のモードのセカンダリーノブ機能には影響しません。
　 (例：MODモードのモジュレーションの深さを変更しても、DMMモードのモジュレーションの
　 深さは変更されません)
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セカンダリーノブの設定を消去する  

 
ディレイモードでのセカンダリーノブの機能について

 

 

1. 特定のモードのセカンダリーノブの設定を消去するには、まずTAP/DIVIDEスイッチを押し続
　 けます。次に、TAP/DIVIDEスイッチを押しながら、 フットスイッチを2秒間押し続けます。す
　 るとLEDが素早く点滅し、現在のセカンダリーノブの設定が工場出荷時のデフォルト設定にリ
　 セットされたことを示します。
2. 全てのモードのセカンダリーノブの設定を消去し、それらを工場出荷時の状態に戻すには、ま
　 ず本体の電源アダプターを接続から外します。次にTAP/DIVIDEスイッチを押し続けます。 
　 それから、TAP/DIVIDEスイッチを押したままでCANYONに電源を供給します。LEDが素早
　 く点滅し、全てのセカンダリーノブ機能が工場出荷時のデフォルト設定に戻ったことを示しま
　 す。
3. 各モードのセカンダリーノブの設定を消去し、 フットスイッチのタップテンポを工場出荷時の
　 デフォルト値に戻すには、最初にCANYONから電源アダプターのプラグを抜きます。次に、
　 TAP/DIVIDEスイッチとフットスイッチの両方のスイッチを押しながら、CANYONに電源を
　 供給します(電源アダプターを接続します)。LEDは赤、 オレンジ、緑の順に点灯しCANYON
　 が工場出荷時のセカンダリーノブ設定とタップ・テンポの設定に戻ったことを示します。 

ECHO ー セカンダリーノブ機能はありません。 

MOD ー DELAYノブでモジュレーションのレートを設定します。工場出荷時のデフォルトは
0.15Hz、ノブは8時の位置です。 レートは0.01Hz～328Hzの範囲で調節出来ます。
FEEDBACKノブはモジュレーションの深さを設定します。デフォルトはノブの12時の位置です。 

MULTI ー DELAYノブで音量のディケイ(減衰)/スウェル(増加)を設定します。工場出荷時の設
定は12時で、増減はありません。ノブの設定が上がると、最初のディレイ音が段々静かになりま
す。最大位置では、ディレイ音量は無音から増加します。ノブの設定を下げると、 最後のディレイ
音はより静かになります。 最小の位置では、 ディレイ音は無音に減衰し、ECHOモードと同じよ
うに発音します。 

REVRS ー DELAYノブで信号を感知する感度を調整します。ノブを時計回りに回すと、
CANYONはアタックに対してより敏感になり、反時計回りに回すと感度が下がります。工場出荷
時のデフォルトは、ノブを時計回りいっぱいに回し切った状態の最大の感度となります。 

DMM ー EHX Deluxe Memory Manの瑞 し々いアナログモジュレーションをシミュレートして
います。工場出荷時のデフォルトでは無効になっていますが、セカンダリーノブ・モードで
FEEDBACKノブを使用して有効にします。 FEEDBACKノブでモジュレーションの深さを設定し
ますが、工場出荷時のデフォルト設定はノブを反時計回りいっぱいに回し切った状態のゼロとなり
ます。ノブを時計回りに回すとモジュレーションが増加します。DELAYノブはモジュレーションの
レートを設定します。工場出荷時のデフォルトは0.75Hz、ノブは10時の位置となります。これは
Deluxe Memory Manのコーラスの設定です。このノブを12時の位置に設定すると、DMMのビ
ブラートの設定となります。 
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TAPE ー DELAYノブはテープの歪みの量を設定し、エージングされたテープをシミュレートし
ています。工場出荷時のデフォルトは10時です。FEEDBACKノブで、テープのフラッター・モジ
ュレーションの深さを設定します。 工場出荷時のデフォルトは9時です。 両方のノブを最小の位
置に設定すると、クリーンかつ新鮮なテープのトーンとなります。

VERB ー DELAYノブはリバーブタイムを設定します。 工場出荷時のデフォルトは11時です。こ
のノブの設定を上げるとリバーブのテール(最後部)が長くなり、下げると短くなります。
FEEDBACKノブはリバーブのローパス・フィルターを設定します。工場出荷時のデフォルトは最
大に設定されています。このノブを反時計回りに回すと、より暗めのリバーブ音が得られます。

OCT ー セカンダリーノブ・モードを使用し、オクターブアップやダウン、またはその両方のサウ
ンドを得ることが可能です。DELAYノブはオクターブ・アップ音のレベルを設定します。工場出荷
時のデフォルトは最大位置です。FEEDBACKは、サブ・オクターブ音のレベルを設定します。工
場出荷時のデフォルトは最小位置で、サブ・オクターブがミュートされた状態となります。

SHIM ー DELAYノブでシマー(きらめき)エフェクトのローパス・フィルターを設定します。工場
出荷時のデフォルトは最大(フィルターが大きく開かれた状態)に設定されています。 ノブを反時
計回りに回すと、より暖かみのあるシマー・サウンドが得られます。 FEEDBACKノブはモジュレ
ーションの深さを調節します。工場出荷時のデフォルトは9時です。 

S/H ー MULTIモードと同様に、DELAYノブでサンプル/ホールド・モードの音量のディケイ(減
衰)/スウェル(増加)を設定します。 出荷時のデフォルトは12時に設定されていて、増減はありま
せん。ノブを12時の位置より上に回すと、FX LVLノブで音量が設定されるまでエコーは静かに
なります。ノブ時計回りに回すと回した時間だけ音が大きくなり、フルボリュームに達します。この
ノブを12時より下に回すと、リピート音は減衰します。ノブを反時計回りに回すと、回した時間だ
け音量が小さくなり、無音に達します。

LOOP ー セカンダリーノブ機能はありません。

セカンダリーノブ・チャート
 

MODE DELAY FEEDBACK 
ECHO – – 
MOD Modulation rate Modulation depth 

MULTI Volume decay/swell – 
REVRS Pluck sensitivity – 
DMM Modulation rate Modulation depth 
TAPE Tape distortion Flutter mod depth 
VERB Reverb time Reverb tone 
OCT Octave up level Sub octave level 
SHIM Low-pass filter Modulation depth 
S/H Volume decay/swell – 

LOOP – – 

ヒント：CANYONのセカンダリーノブ・コントロールを参照するための便利なチャートです。



〒468-0002
愛知県名古屋市天白区焼山 1丁目 813番地
E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp


