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シナモンドライブ (Cinnamon Drive) は、ハードクリッピン
グ回路とソフトクリッピング回路のコンビネーションが内
蔵された、2段階からなるオーバードライブエフェクターペ
ダルです。

サチュレーションを得るために最大ボリュームで使用した、
非常に自然でダイナミックに反応する60年代および70年代
の真空管アンプの本質を再現しています。これら時代の大半
のギタリスト：ジミーページ、クラプトンまたはジミヘンドリッ
クスは、よくこのモードでアンプを使用しており、これが彼ら
の象徴的な音に一役買っています。

非常に多様なサチュレーションに対応できる性能：ライトク
ランチを通すことによるクリーンブースターから、非常に大き
なゲインとまさにロックなトーンを有する決定的なソロ用マ
シンに至るまで対応しています。

説明

次に示す通りのウェブページにおいて
全ての言語で入手可能： 
www.aclamguitars.com

次に示す通りのウェブページにおいて
全ての言語で入手可能： 
www.aclamguitars.com
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寸法：13.6 x 8.7 x 5.5 cm (5.4” x 3.4” x 2.2”) ボタンを含む
重量： 415g(0.91 lbs)
バイパス：リレー付きトゥルーバイパス  
電源要件： 9V センターマイナス、最低100mA または9Vバッテリー。
 

コンプライアンス宣言：
本製品は、次に示す通りの規格に適合：

スペイン製

製品同梱の付属品
1 x シナモンドライブエフェクターペダル
1 x 粘着式滑り止めゴム台座
1 x Velcro®粘着テープ台座

仕様および製品同梱の付属品
2段階クリッピング回路：
第1段： サチュレーションなしのクリーンなイントロから中程
度のゲインのオーバードライブまで、幅広いトーンに対応で
きるように設計されたソフトクリッピングカスタム回路。ゲイ
ンとボリュームの独立コントロールを搭載。
第2段： ブーストプッシュスイッチにより交換可能で、サチュ
レーションおよびより圧縮されたトーンを加えるハードクリ
ッピング回路を第1段に追加。ゲインとボリュームの独立コン
トロールも搭載。

より少ない数のコントロール類で最大限の多機能性を実現：
2つの完全に異なる音を独立ボリュームで設定。 
一例：マイルドなオーバードライブをベーストーンとして設定
し、ブーストによりさらにゲインとボリュームを追加。

ダイナミックなゲインにとても自然なトーン： 
2つのサチュレーション回路は、中音と低音は変えることなく
高音をまろやかにする減衰させる1つのパッシブトーンコン
トロールを共有。個々のギタリストの弾き方に合わせてより
大きなダイナミクスとレスポンスを得るために貢献する、内
部作動電圧を高めるフィード回路を搭載。

リレー付きトゥルーバイパスシステム
電力供給（電池と入力電力）を継続的にモニタリングし、電圧

の大幅な低下を検出した際には自動的にトゥルーバイパス
に切り替えるインテリジェントトゥルーバイパスシステム。

エフェクターペダルへの電力供給が途絶えた際または電池
が切れた際の信号の中断が一切生じません。 
電池が完全になくなる直前には、パイロットLEDが明滅し
ます（これはその時点において有効化している設定に依存
します）。 

エフェクターペダルが自動的にトゥルーバイパスに切り替わ
るまでに、電池を交換するための時間として2時間から3時
間あります。

スマートトラック固定装置：
 エフェクターペダルには、エフェクターボード「スマートトラッ
ク（Smart Track）」と互換性を有する固定装置を採用。 
販売されているあらゆるその他のエフェクターボードでも使
用できます。(より詳しい情報に関しては18ページを参照)

主な特徴
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電力供給アダプター
本機器は、2.1mmのBossタイプコネクターを有するセンター
マイナス9V電力供給アダプターで作動させられます。電力供
給に安全マージンを残しておくため、電流供給は100mA未
満でなければなりません。
高品質の電力供給アダプターを使用していることを確認し、
また音に高音ノイズを発生させうる汎用交換用電源の使用
は避けてください。

                 注意！ 
                 不適切な種類の電池に交換すると爆発する危険が
あります   。

-不適切な種類の電池に交換すると、本機器の安全保護機構
の機能が損なわれる場合があります（例えば、何らかのリチ
ウムバッテリーの場合）。 
-バッテリーを火の中またはオーブンの中に入れると、バッテ
リーが圧搾、破裂または爆発する場合があります。 
-高温になる環境にバッテリーを放置した場合、爆発、ガス漏
れまたは引火性液体漏れにつながる可能性があります。 

図で説明している位置に新しい電池を取り付けます。よ
り長い時間使用できるようにするため、高品質のアルカ
リ電池を使用してください。

蓋をして、4つのねじを締めます。 
ケースの両側に固定装置を再度マウントします。 

3

4

ケースの両側のスマートトラック用固定装置を取り出せ
るまで緩めます。

エフェクターペダルの内部にアクセスするにはポジド
ライブスクリュードライバーを使用して蓋の4つのねじ
を外します。 

給電要件   
9Vバッテリー
シナモンドライブを9Vバッテリーで使用するためには、次に
示す通りの簡単な手順に従ってください。

1 2
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コントロール類

音声入力コネクター 給電コネクター 音声出力コネクター1 2 3

1 32

接続説明図

ギターアンプの入力
 

アウトプット インプット
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バイパスプッシュスイッチ： 同機器を作動させ、また楽器
からの信号がその回路を通って流れるようにします。上
部に配置されたパイロットLEDは、同機器が作動してい
る際に点灯します。

ブーストプッシュスイッチ： 第2段のサチュレーション（
ハードクリッピング） を作動させます。上部に配置され
たパイロットLEDは、  ブースト回路が作動している際に
点灯します。

ゲイン：  第1段（ソフトクリッピング）のサチュレーション
の量をコントロールします。 

ボリューム： 第1段の最終ボリュームをコントロールしま
す（ブーストプッシュスイッチが作動していない際には作
動しません）。ヒント：ゲインコントロールを最小に設定
しボリュームコントロールを調節することにより、厚い中
域と明瞭な輪郭を有するブースターとして作動します。
平坦な音のアンプに特徴を与えたい場合または個性の
ないアンプに特徴を与えたい場合に重宝できます。真
空管アンプをサチュレーションに至らせるためにも役立
ちます。注意！本エフェクターペダルは、非常に強い信号
を生成します。

ブースト：  ハードクリッピング回路に到達する前の信号
の増幅をコントロールします。ギターの信号は、同時に2
つのサチュレーション回路により処理され、またギター
の信号におけるそれぞれの種類のサチュレーション量
をコントロールできます。 
少なくとも非常にかすかな効果を有しますが、 ブースト
コントロールを上げるにつれて、リフまたはソロで目立
つために明瞭な輪郭の正確なトーンが必要となる際に
最も望ましい効果であるディストーションとコンプレッシ
ョンが載り始めます。

ボリュームブースト：  ブーストセクションの最終ボリュー
ムを調節します。その役割は、それぞれの種類のサチュ
レーションに対して2段階の出力を有することができる
ことです。第1段にはリズム音を設定しておき、ソロのた
めにはより攻撃的なトーンをより大音量で事前に設定
しておけます。 

トーン：2つのシナリオにおいて影響を有するパッシブト
ーンの簡潔かつ効果的なコントロール。時計の針と反対
方向に動かすと、高音周波数を柔らかにします。

4
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参考：シナモンドライブは、同一ケース内にある2つの独立したエフェクターペダルではありません。ブースト セクションは、クリ
ーンブースターではなく（但し、適切に調節した場合にはそのような形でも作動させられます）、基本的なサチュレーション回路
であるゲイン第2段です。各回路には独立したボリュームを備えていますが、 ゲインコントロールは常にブーストセクションのゲ
イン影響を与えます。
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BASS TREBLE

低音DIPセレクター1 2

1 2

高音調節ポテンショメーター

内部調整コントロール類
自分の演奏スタイルおよび/またはコンサートにおける機
器にシナモンドライブをより正確に適応させる形で調律し
ましょう。 

アクセス方法：
8ページおよび9ページで説明している手順と同じ手順を行
います。小型のマイナススクリュードライバーを使用してこれ
らを調節できます。

低音セレクター：
シナモンドライブのサチュレーション回路を通過する低
音周波数の量をコントロールします。低音が足りないア
ンプまたは低音が過剰なアンプにエフェクターペダルを
適応させます。次に示す方法でサチュレーションの性質
および構成も変化させられます。

高音の調整：
最終的な高音のプレゼンスをコントロールします。最小
時には極端に暗いトーンを得るため、また最大時には刺
すようにギラギラしており中域で「V」字となるようなトー
ンを得るために調節できます。 

両方のセレクターを下方向へ：低音周波数に
おける僅かな減少が生じます。これは、小型ア
ンプで演奏する際または低音が多いギターで
演奏する際に有用なオプションです。中音に焦
点を当てます。 

両方のセレクターを上方向へ： ギターの元々の
信号と比較して低音を増やします。ギターの音
で空間を満たしたい場合に理想的です。

ヒント：ゲインコントロールを最大、ブースト段
階を最大ゲインにした状態において、ファズに
似た効果が得られます。  
色々試してみることをお勧めします！ 

セレクター1を上方向へ:低音の量は、バイパス
におけるギターの信号と実質的に同じです。周
波数応答は平坦です。 

BASS

BASS

BASS

2

1
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2チャンネルのクリーンブースター 柔らかで輝かしいオーバードライブ　＋　独立ボリュームと
併せた追加のゲイン段階

ブースト 
ON

ブースト
OFF

バイパス
ON

バイパス
OFF

設定例

中ゲインのオーバードライブ　＋　ボリュームブースター ソロ用のマイルドなトーン

シナモンドライブの大きな潜在的可能性を示すためにも、次に示す通
りの設定を試してみることをお勧めします。
www.aclamguitars.comで試聴できます。
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エフェクターペダルの内部に収納された部品を部分的に
取り出すために2つの固定用具を浮かせます。  

スマートトラックエフェクターボードのレール内に部品を
配置した上でエフェクターペダルを設置します。

希望する位置にエフェクターペダルを配置させるため
に、エフェクターペダルを移動させます。

2

3

4

エフェクターボードへのマウント

エフェクターペダルには、スマートトラックエフェクターボー
ドシステムへのマウントを容易にする形で設計された固定
装置を備えています。 

スマートトラックエフェクターボードを保有していない場合、
ケースのデザインを利用することもできます。 

粘着式滑り止めゴムをエフェクターペダルの底部に
配置します。 
      貼り付ける前に、エフェクターペダルの表面が汚れ
ておらず乾燥していることを確認してください。  

1

スマートトラックへのマウント

！
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問題が生じた際の解決方法：

エフェクターペダルが電池でも電力供給アダプターでも作動
しない場合：
入力コネクターにジャックが差し込まれていることを確認し
てください。

エフェクターペダルが電力供給アダプターで作動しない場合：
電力供給アダプターの出力電圧および極性を確認してくださ
い。電力供給アダプターが少なくとの200mAのセンターマイ
ナス9Vのものであることを確認してください。

ギターの信号がバイパスでエフェクターペダルを通過するが、
作動させた際には通過しない場合：
入力ケーブルと出力ケーブルを正しく接続していることを確
認してください。

LEDが明滅している場合：
シナモンドライブを電池で作動させている場合、新しい電池
に交換してください。より詳しい情報に関しては9ページを参
照してください。

ゲインコントロールを最小にした状態において音が歪んで
いる場合：
-ギターの信号を増幅させうるようなブースターなどのエフェ
クターペダルがシナモンドライブの前にないこと、またはコ
ンプレッサーなどのエフェクターペダルがシナモンドライブ
の後にないことを確認してください。（オーバードライブの前
でブースターを作動させた場合、ギターの信号がシナモンド
ライブのサチュレーション回路に到達する際にはギターの元
々の信号よりも遥かに強い信号となっていることからクリー
ンに鳴る十分な余地がないような形でギターの信号を増幅
させます。その結果としてトーンは、より大きなボリュームとな
らず、より大きく歪こととなります。）

-必要に応じて出力ボリュームを下げてください。（エフェクタ
ーセットまたはアンプに次に示す通りのエフェクターペダル
を使用すると、そのような強い信号に対して十分なダイナミッ
クレンジが得られなくなる場合があります。この場合、サチュ
レーションしている信号がこれに該当します。） 

上面の開口部を通して手でまたはマイナススクリュード
ライバーを使用して固定用具を留めます。 

5

Velcro®：超強Velcro®粘着テープ台座をエフェクターペダル
に配置します。貼り付ける前に、エフェクターペダルの表面が
汚れておらず乾燥していることを確認します。

木製または可撓性材料製エフェクターボード：エフェクター
ボードを貫通する穴を使用してエフェクターペダルをネジ
で固定します。

予め穴の開けられているエフェクターボード： ネジとナット（
あらゆる金物屋において容易に入手可能）で固定するか、ま
たは固定するために穴に留め金を通すこと。

エフェクターボードなし： いかなる種類の支持具もなく床に
直接エフェクターペダルを置く場合、使用時に動くことを防止
するためにエフェクターペダルに含まれている滑り止めゴム
を必ず使用してください。

他のエフェクターボードへのマウント：
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保証条件
本製品は、現在有効なスペイン法規により定められている諸
条件および裏付証拠に基づき、購入日から2年間の保証の対
象となります。

製品保証は、購入控え（領収書または受領書）および追番を
提示することによってのみ適用されます。

本製品が指定通りの製品仕様に合致していないこと、欠陥
商品であることおよびそれが原因となり通常使用できないこ
と、または説明されている通り作動しないことをその理由とし
て、本製品がコンプライアンス不適合である場合には保証の
対象となります。購入者は、本製品の修理または交換を受け
る権利を有します（メーカーの判断に基づき、欠陥製品であ
るかまたは欠陥構成部品であるかは問いません）。

保証は譲渡不可であり、また次に示す通りの問題は保証の対
象範囲に含まれません。

-許可を受けていないサービスセンターによる改造または
修理の実施
-不適切な使用
-正しくない形での保管
-不適格な電力供給アダプターにより生じた爆発または焼け
-メーカーの責任に帰されないその他の原因

購入者が保証履行要求を行うためには、故障を発見してから
1ヶ月以内に、製品を購入した店にその製品を返却しなけれ
ばならず、また問題の性質、問題の発生した日時および状況
に関して報告しなければなりません。
当社のウェブサイトから製品を購入した場合、購入者
は、www.aclamproductsforguitars.comを閲覧し、また当該
機器を返却する前にRMA（メーカーへの返却許可）申請書を
記入しなければなりません。

販売業者に連絡する前にマニュアルの「問題が生じた際の解
決方法」を閲覧することを強くお勧め致します。

安全上の注意：

-本マニュアルは注意深く読んでください。
-本マニュアルは将来的に参照できるようにするために保管
しておいてください。 
-全ての安全上警告に従ってください。

- Aclam Guitarsは、本機器の正しくない使用および/または
不適切な使用による、人に対する傷害または物品に対する損
害の責任を一切負いません。

-本製品は、使用説明書に従い使用してください。改造しない
でください。正しくない形での使用を行わないでください。

-本機器の正しくない形での使用は、人または物品に対して
重度の損傷をもたらす結果となることがあります。 
-容器包装を開封し、本機器の全ての部品および説明書が含

まれていることを確認してください。 
-それらいずれの部品にも欠陥のないことを確認してくだ
さい。
-子供の手の届かない場所で保管してください。本製品に
は飲み込むと窒息する可能性のある小さな部品が含まれ
ています。
-本説明書が理解できない場合、または本機器の取り付けお
よび機能に関する安全性について何らかの質問がある場
合、次に示す通りのウェブサイトにてAclam Guitarsに連絡し
てください。support@aclam.cat
-Aclamのカスタマーサービスに連絡することを希望す
る場合、次に示す通りのE-mailアドレスへ連絡してくださ
い。support@aclam.cat



www.aclamguitars.com


