
- 1  -

お買い上げ頂きありがとうございます。Electro-

Harmonix の TONE TATTOO は完全アナログのマ

ルチ・エフェクターです。本機は人気のあるギター

エフェクターである、ディストーション、コーラ

ス、ディレイの３つが１つにまとまっています。

３つともElectro-Harmonix製品の中でも人気の

高い機種で、ディストーションはMetal Muff、

アナログ・コーラスはNeo Clone、アナログ・ディ

レイはMemory Toy です。

本機のエフェクトはそれぞれが完全に独立してい

ます。フットスイッチは３つあり、それぞれのセ

クションのオン／オフを別々にできます。コント

ロール・ノブはいつでも操作でき、スクロールし

ないといけないメニューや、場面によって機能が

変わるようなこともありません。

本機の信号の流れは以下の順番です。

IN→METAL MUFF → NEO CLONE →

MEMORY TOY → OUT

この TONE TATTOO を使うことは 3つのペダルを

使うのと同じですが、パッチケーブルは不要で、

電源アダプターは１個だけ。ペダルボード上で

必要なサイズも 144mm× 119mmとペダル１

つ分です。

コントロール、インジケーター、入出力

DRIVE ノブ
ディストーションの量を調整します。

BASS ノブ
低域の調整です。中心周波数は 105Hz で、右に

目一杯回すと音量が 18.5dB 増え、左に絞ると

18.5dB 減ります。

TREBLE ノブ
高域の調整です。カットオフ周波数は700Hzで、

右に目一杯回すと音量が 20dB 増え、左に絞る

と 20dB 減ります。

SCOOP スイッチ
中域を削っていわゆるドンシャリにするスイッ

チです。中心の周波数は 1.2kHz です。LOの位

置では音量を 7.5dB 削り、HI の位置では音量を

11dB 削ります。OFF の位置では中域を削りま

せん。

GATE ボタン
ボタンを押すとゲート機能が働きます。ゲート

機能がONの場合、LED が緑に光ります。ゲー

ト機能がOFF の場合、LEDは赤く光ります。

TONE TATTOO
ANALOG MULTI-EFFECT PEDAL featuring 
METAL MUFF, NEO CLONE & MEMORY TOY
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THRESHOLD ノブ
ゲートの開閉を調整します。目一杯左に絞ると

ゲートは働きません。ゲート機能については後

述をご覧ください。

VOLUME ノブ
Metal Muff セクションの出力を調整します。

RATE ノブ
モジュレーションの速さを調整します。右に回

すとスピードが速くなります。モジュレーショ

ン値は 0.4 Hz ～ 9 Hz です。

DEPTH ボタン
コーラスの掛かる深さを選択します。スイッチ

が上がった状態では浅く掛かり、LED は赤く光

ります。スイッチを押した状態では深く掛かり、

LEDは緑に光ります。

DELAY ノブ
ディレイ・タイムを調整します。右に回すとディ

レイタイムが長くなります。ディレイタイムは

30m秒～ 550m秒です。

FEEDBACK ノブ
ディレイが繰り返す回数を調整します。右に回

すと回数が増えます。目一杯左に絞ると繰り返

しは 1回だけになります。

FEEDBACK ノブを目一杯右に回すと、発振して

どんどん音が大きくなります。FEEDBACKノブ

を左に戻すと発振は終わります。

FEEDBACK を上げてディレイ・タイムを短くす

ると、リバーブのような効果も出せます。

BLENDノブ
MEMORY TOY セクションのディレイ音とドラ

イ音のバランスを調整します。目一杯右に回

すと 100% エフェクト音、目一杯左に絞ると

100%ドライ音です。

GAIN ノブ
Memory Toy セクションの入力ゲインを調整し

ます。右に回すと入力ゲインが増え音が大きく

なります。GAIN ノブはドライ音とディレイ音

両方の音量を大きくします。音量を調節するた

めには、GAIN ノブは BLEND ノブと連携して使

います。

注意：ディレイ音はドライ音より早く歪み始め
ます。ゲインの調整幅は 0dB ～ +23dB です。

それぞれのセクションに専用のフット・スイッチ

があり、エフェクトのON/OFF ができます。バイ

パス時はバッファー回路を通ります。

METAL MUFFセクションのフット・スイッチ＆LED
右のフット・スイッチはMETAL MUFF エフェ

クトのON/OFF です。ONにすると LED が光り

ます。OFF の時は LEDが光りません。ゲート機

能がOFF の場合は赤く光り、ゲート機能がON

の場合は緑に光ります。

NEO CLONEセクションのフット・スイッチ＆LED
真ん中のフット・スイッチはNEO CLONEエフェ

クトのON/OFF です。ONにすると LED が光り

ます。OFF の時は LEDが光りません。DEPTHス

イッチが OFF時（上に上がった状態）は赤く光

り、ON時（押した状態）は緑に光ります。
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MEMORY TOYセクションのフット・スイッチ＆LED
左のフット・スイッチはMEMORY TOY エフェ

クトのON/OFF です。ONにすると LED が光り

ます。OFF の時は LEDが光りません。

IN 端子
楽器や他のエフェクターを接続します。1/4"

で、インピーダンスは 1MΩです。

OUT 端子
アンプや他のエフェクターを接続します。出

力インピーダンスは 200 ～ 2.5K Ωで、MEMO-

RY TOY の BLENDノブの設定によります。

電源端子

75mA@9VDC でセンター・マイナスです。

METAL MUFFセクションのゲート機能について

ゲートの目的
1）Metal Muff のゲインを上げた時のハムノイ

ズを減らす。

2）Metal Muff とMemory Toy を同時に使った時

に、Memory Toy のディレイ音をよりハッキ

リさせる。

動作の仕組み
Metal Muff に付いているゲート機能は、音の大き

さにより、ゲートを開閉することでノイズをカッ

トします。ゲートが開いている間は音が出ていま

すが、閉じている間は音が出ません。

ゲートの開閉はMetal Muff の歪み回路に入力す

る楽器の音量で決まります。入力信号のレベルが

THRESHOLD ノブで設定したよりも大きい場合、
ゲートが開き信号を出力します。逆に、入力信号

のレベルが THRESHOLD ノブで設定したよりも低

い場合、ゲートが閉じて信号を出力しません。

設定方法
GATEスイッチを押して機能をオンにします。LED

が緑に光ります。THRESHOLD ノブを目一杯左に

絞ると、アンプからハムノイズが聞こえます。

次にそのハムノイズが消えるまで THRESHOLD ノ

ブを右に回します。ノイズが消えたところが正し

い設定です。THRESHOLD ノブを続けて右に回す

と、更にゲートの掛かりが強くなります。

ゲート機能を使うとサステインを失うということ

を覚えておいて下さい。ゲートは音量が小さくな

ると音をカットします。ゲートの設定を高くすれ

ばするほど、音の終わりをカットするタイミング

が早くなります。 THRESHOLDの設定が低すぎる

とゲートは開いたままになり、Metal Muff の出力

をミュートしません。

付属のACアダプターを接続します。
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