取扱説明書
このたびは、ローランド・V ギター・アンプ VGA-3 をお買い上げいただき、まことにありがとうご
ざいます。
この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」（P.2 〜 3）、
「使用上のご注意」
（P.4）をよくお読みください。また、この機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、取扱説明書
をよくお読みください。取扱説明書は必要なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

主な特長
出力 50Ｗ ながら可搬性にすぐれたキャビネットにラウドな 30 cm スピーカーを搭載。
基本性能と COSM 技術の融合による迫真の V ギター・アンプ・サウンドが得られます。

● COSM アンプ
人気ギター・アンプ・サウンドを再現する、アンプ・モデリング機能搭載。
繊細なクリーン・サウンドのコンボ・タイプから怒涛の歪みサウン ドの大型スタックまでのモデ
リング・アンプと、アコースティック・ギター・サウンドやシンセ・サ ウンドに最適なフラット
特性のオリジナル・アンプの計 11 種類を搭載。

● エフェクト
新開発の「スプリング・リバーブ」を含む、ギター・サウンドに最適な 3 系統 10 タイプの DSP
エフェクトを搭載。

● COSM ギター
通常のギター入力に加え、GK 入力に対応したギター・モデリング機能搭載。
エレキ・ギターやアコースティック・ギターのリアルなサウンド・シミュレーションから、GK な
らではのスペシャル・サウンドを 11 タイプ搭載。ギターを持ち替えることなく多彩なサウンド・
バリエーションが得られます。

● メモリー
アンプやエフェクトなどの設定を本体内部に 10 種類記憶でき、瞬時に呼び出せるメモリー機能
搭載。また、フット・コントローラー（別売）を使うと、40 種類の設定を記憶／呼び出しするこ
とができます。

● チューナー
クロマチック・タイプのチューナー機能搭載。

● 拡張性
フット・スイッチはもちろん、ボリューム・ペダルやペダル・ワウとして使えるエクスプレッショ
ン・ペダルにも対応。CD やリズム・マシン等を接続できる EXT IN、レコーディングや自宅練習
時に威力を発揮する RECORDING OUT/PHONES 端子を搭載。
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安全上のご注意

安全上のご注意
マークについて

この機器に表示されているマークには、次のような意味があります。

注意

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危
険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警
告しています。

感電の恐れがあります。
キャビネットをあけないでください。

注意： 感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。
この機器の内部には、お客様が修理／交換できる部品
はありません。
修理は、お買い上げ店またはローランド・サービスに
依頼してください。

このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書
などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載さ
れていることを表わしています。

火災・感電・傷害を防止するには
警告と

図記号の例

注意の意味について

警告
注意

は、注意（危険、警告を含む）を表わしています。
具体的な注意内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を
表わしています。

取扱いを誤った場合に、使用者が
死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を表わしています。
取扱いを誤った場合に、使用者が
傷害を負う危険が想定される場合
および物的損害のみの発生が想定
される内容を表わしています。

は、禁止（してはいけないこと）を表わしてい
ます。
具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。

※物的損害とは、家屋・家財およ
び家畜・ペットにかかわる拡大
損害を表わしています。

● は、強制（必ずすること）を表わしています。
具体的な強制内容は、● の中に描かれています。
左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜
くこと」を表わしています。

以下の指示を必ず守ってください

警告
001

● こ の機器を使 用する前に、以 下の指示と 取扱説
明書をよく読んでください。
..............................................................................................................
002a

● こ の機器を分 解したり、改造 したりしな いでく
ださい。
..............................................................................................................
003

● 修 理／部品の 交換などで、取 扱説明書に 書かれ
て いないこ とは、絶対にし ないでく ださい。必
ず お買い上げ 店またはロ ーランド・サー ビスに
相談してください。
..............................................................................................................

警告
004

● 次 のような場 所での使用 や保存はしな いでくだ
さい。
○ 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場
所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）
○ 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）
や湿度の高い場所
○ 雨に濡れる場所
○ ホコリの多い場所
○ 振動の多い場所
..............................................................................................................

007

● こ の機器を、ぐ らつく台の 上や傾いた 場所に設
置 しないで ください。必ず 安定した水 平な場所
に設置してください。
..............................................................................................................
008a

● 電源プラグは、必ず AC100V の電源コンセント
に差し込んでください。
..............................................................................................................
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警告

警告

009

● 電 源コードを 無理に曲げ たり、電源コー ドの上
に 重いものを 載せたりし ないでくだ さい。電源
コ ードに傷 がつき、ショー トや断線 の結果、火
災や感電の恐れがあります。
..............................................................................................................

● 使用していないときは、AC コードの保護のため、図 A に
示すキャビネット内部へ必ず収納してください。収納時に
は、スピーカーに触れないようにしてください。
図A

010

● こ の機器を 単独で、あるい はヘッド ホン、アン
プ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設
定 によっては永 久的な難聴 になる程度 の音量に
な ります。大音 量で、長時間使 用しない でくだ
さ い。万一、聴力低 下や耳 鳴りを感 じたら、直
ち に使用をやめ て専門の医 師に相談し てくださ
い。
..............................................................................................................
011

● こ の機器 に、異物（燃え やすいも の、硬貨、針
金 など）や液 体（水、ジュー スなど）を絶 対に
入れないでください。

注意
101a

..............................................................................................................

012a

● 次 の よ うな 場 合 は、直ち に 電 源を 切 っ て電 源
コ ードをコン セントから 外し、お買い上 げ店ま
た はローラン ド・サービスに 修理を依頼 してく
ださい。
○ 電源コードやプラグが破損したとき
○ 煙が出たり、異臭がしたとき
○ 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりし
たとき
○ 機器が（雨などで）濡れたとき
○ 機器に異常や故障が生じたとき
..............................................................................................................

013

● お 子様のいる ご家庭で使 用する場合、お 子様の
取 り扱いやい たずらに注 意してくだ さい。必ず
大人のかたが、監視／指導してあげてください。
..............................................................................................................
014

● こ の機器を落 としたり、この 機器に強い 衝撃を
与えないでください。
..............................................................................................................
015

● 電 源は、タコ足配 線などの無 理な配線を しない
で ください。特 に、電源タップ を使用し ている
場合、電源タップの容量（ワット／アンペア）を
超 えると発熱 し、コードの被 覆が溶ける ことが
あります。
..............................................................................................................
016

● 外 国 で 使用 す る 場合 は、お 買 い上 げ 店 また は
ローランド・サービスに相談してください。
..............................................................................................................

● こ の機器は、風 通しのよ い、正常な通 気が保た
れている場所に設置して、使用してください。
..............................................................................................................
102a

● 電 源 コ ード を コン セ ント に 抜き 差 しす る とき
は、必ず電源プラグを持ってください。
..............................................................................................................
103a

● 長 時間使用 しないとき は、電源プラグ をコンセ
ントから外してください。
..............................................................................................................
104

● 接 続したコ ードやケー ブル類は、繁雑 にならな
いように配慮してください。特に、コードやケー
ブ ル類は、お子 様の手が届 かないよう に配慮し
てください。
..............................................................................................................
106

● こ の機器の 上に乗った り、機器の上に 重いもの
を置かないでください。
..............................................................................................................
107a

● 濡 れた手で 電源コード のプラグを 持って、コン
セントに抜き差ししないでください。
..............................................................................................................
108a

● こ の機器を 移動すると きは、電源プラ グをコン
セ ントから 外し、外部機器 との接続を 外してく
ださい。
..............................................................................................................
109a

● お 手入れを するときに は、電源を切っ て電源プ
ラグをコンセントから外してください。
..............................................................................................................
110a

● 落 雷の恐れ があるとき は、早めに電源 プラグを
コンセントから外してください。
..............................................................................................................
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使用上のご注意
291a

2 〜 3 ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。
この機器は、保護 回路を内蔵しています。周囲の温度が高い 場所で長時間過大入力を続けると、保護回 路が作動し安全性を確保
します。保護回路が作動すると、使用中に音が途切れることがあります。取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

電源について
301

● 雑音を発生する装置（モーター、調光器など）や消費電力
の大きな機器とは、別のコンセントを使用してください。
307

● 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐた
め、必ずすべての機器の電源を切ってください。
308

● 完 全に電源を 切る必要が あるとき は、この機器の 電源ス
イッチを切った後、コンセントからプラグを抜いてくださ
い。そのため、電源コードのプラグを差し込むコンセント
は、この機器にできるだけ近い、すぐ手の届くところのも
のを使用してください。

設置について
351

● この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを持つ
機器があると、ハム（うなり）を誘導することがあります。
この場合は、この機器との間隔や方向を変えてください。
352a

402

● 変 色や変形 の原因とな るベンジン、シ ンナーおよ びアル
コール類は、使用しないでください。

修理について
451a

● お客様がこの機器を分解、改造された場合、以後の性能に
ついて保証できなくなります。また、修理をお断りする場
合もあります。
453a

● 当社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持
するために必要な部品）を、製造打切後 6 年間保有して
います。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていた
だ きます。な お、保有期間 が経過し た後も、故障 箇所に
よって は修理可能の場合がありますので、お買い上げ店、
または最寄りのローランド・サービスにご相談ください。

その他の注意について
551

● テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ
画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることがあり
ます。この場合は、
この機器を遠ざけて使用してください。

● 記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などにより、失
われることがあります。失っても困らないように、大切な
記憶内容はメモしておいてください。

352b

552

● 携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用すると、着信
時 や発信時、通話 時に本機か ら雑音が 出ることが ありま
す。この場合は、それらの機器を本機から遠ざけるか、も
しくは電源を切ってください。
354b

● 本体メ モリーの失われた記憶内容の修復に関しましては、
補償を含めご容赦願います。
553

● 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端子
などに過度の力を加えないでください。

● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め切っ
た車内などに放置しないでください。また、至近距離から
照 らす照明 器具（ピアノ・ラ イトなど）や 強力なス ポッ
ト・ライトで長時間同じ位置を照射しないでください。変
形、変色することがあります。

556

355

558a

● 故障の原因になりますので、雨や水に濡れる場所で使用し
ないでください。
356

● 本 機の上にゴ ム製品やビニ ール製品な どを長時間 放置し
ないでください。変形、変色することがあります。
357

● 本機の上に水の入った容器（花びんなど）
、殺虫剤、香水、
アルコール類、マニキュア、スプレー缶などを置かないで
ください。また、表面に付着した液体は、すみやかに乾い
た柔らかい布で拭き取ってください。
359

● 本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に外装
の仕上げを損なうことがあります。

お手入れについて
401a

● 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞っ
た布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいときは、
中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布
で乾拭きしてください。

4

● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プラ
グを持ってください。
557

● この機器は多少発熱することがありますが、故障ではあり
ません。
● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからないよ
うに、特に夜間は、音量に十分注意してください。ヘッド
ホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけます。
559a

● 輸送や引っ越しをするときは、この機器が入っていたダン
ボール箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。
561

● エクスプレッション・ペダルは、必ず指定のもの（別売：
EV-5、BOSS FV-300L）をお使いください。他社製品を
接続すると、本体の故障の原因になる場合があります。
562

● 接続には、当社ケーブル（PCS シリーズなど）をご使用
くださ い。他社製の接続ケーブルをご使用になる場合は、
次の点にご注意ください。
○ 接続ケーブルには抵抗が入ったものがあります。本機
との接続には、抵抗入りのケーブルを使用しないでく
ださい。音が極端に小さくなったり、全く聞こえなく
なる 場合が あり ます。ケー ブル の仕 様につ きま して
は、ケーブルのメーカーにお問い合わせください。
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文中の表記について
● ［ ］で囲まれた英字・数字は、パネル上のボタン、つま
みを表します。
（例）
［MANUAL］
：マニュアル・ボタン

● （P.**）は参照ページを示しています。
※ MIDI は社団法人 音楽電子事業協会（AMEI）の登録商標
です。

［VOLUME］
：ボリュームつまみ
［1］
：

メモリー・ボタン 1

5

基本操作
フロント・パネル
チューナー（TUNER）
クロマチック・タイプのチューナーです。
ボタンを押すと、インジケーターが点灯
しチューナーが動作します。
中央の緑インジケーターが点灯するよう
にギターをチューニングします。
メモリー・ボタンのインジケーターは音
名を示しています。

マニュアル・ボタン
[MANUAL]
従来のアナログ・アンプと同様の
使い方や、新たにつまみの設定を
するときなど、パネルのつまみの
位置で音を鳴らしたいときには、
［MANUAL］を押してインジケー
ターを点灯させます。

※ 内蔵チューナー使用時の音量と基準
ピッチを変更できます。
『TUNER PITCHの設定』（P.22）
『TUNER LEVELの設定』（P.22）

メモリー・ボタン［1］〜［10］
メモリーの呼び出しや設定を記憶させることが
できます。
メモリーの呼び出し
[A/B] ボタンが消灯していると、メモリー番号
1〜5が選べます。
(図ではメモリー1が選ばれています。)
消灯

[A/B] ボタンが点灯していると、メモリー番号
6〜10が選べます。
(図ではメモリー6が選ばれています。)
点灯

※ メモリーには、工場出荷時のつまみの設定
が記憶されています。

GK-2A付きギター
または
GK対応ギター

COSM ギター（COSM GUITAR）
GKピックアップを搭載したギターを接続します。
一般的なギターから、12弦、シンセ、シタールとい
った特殊な音まで、11種類のモデリングを搭載して
います。
[GUITAR TYPE] ：モデリングのタイプを選びます。
[PICKUP]：ピックアップの位置を選びます。
（エレキ・ギターのモデリングのみ）
SYNTHのモデリングでは、エクスプレッション・
ペダルにより音色をリアルタイムで変更でき、豊か
な演奏表現をサポートします。
『GKピックアップの設定をする』（P.9）
『COSM GUITAR』（P.13）

6

ノーマル
ギター

COSM アンプ（COSM AMPLIFIER）
つまみによる簡単な操作で音色を調節します。通常のエレキ・ギター
（ノーマル・ピックアップ）も接続可能なギター・アンプです。
[AMP TYPE]：基本となるアンプ・タイプを選びます。
[GAIN]：歪みの量を調節します。
[VOLUME]：音量を調節します。
[EQUALIZER]（BASS/MIDDLE/TREBLE）：音質を調節します。
※ 全体の音量は、[MASTER] で調節します。
※ [ACOUSTIC] が選ばれているとき、アコースティック・ギター・シ
ミュレーター機能がオンになります。エレキ・ギターでアコーステ
ィック・ギター・サウンドを得ることができます。
『COSM AMPLIFIER』（P.15）

基本操作

ライト・ボタン［WRITE］
つまみやボタンの設定をメモリーに記憶させる
ときに押します。
操作
1. [WRITE] を押します。

COSM (Compsite Object Sound Modeling)
COSMとは電気回路や構造・素材など、音に影響する
様々な要素を解析し、それらを組み合わせて再構築し
ていくローランド独自のモデリング技術です。

2. メモリー・ボタンで設定を記憶するメモリー
番号を選びます。

マスター（MASTER）

電源スイッチ［POWER］
電源をオン／オフします。

『メモリー』（P.19）

本体のスピーカーの音量、または
RECORDING OUT/PHONESの音量
を調節します。

『GFC-50を使用したVGA-3のメモリー記憶
（ライト）方法』（P.21）

※ マスターつまみの設定は、
メモリーに記憶されません。

3. [WRITE] を再度押します。

※ この機器は回路保護のため、電源
をオンしてからしばらくは動作し
ません。

『メモリー・シート』（P.31）

ヘッドホン

エフェクト
つまみの位置により、エフェクト・タイプの
切り替えと効果の度合いを調節します。

RECORDING OUT/PHONESジャック

[TAP] を使って、演奏曲のテンポに合わせた
ディレイ・タイムを設定することができます。

RECORDING OUT（レコーディング・アウト）
として使用する場合
モノラルの標準プラグを接続して使用してくだ
さい。

EFX、ディレイ、リバーブの3種類のエフェク
トを同時に使用することができます。

PHONES（ヘッドホン）として使用する場合
ヘッドホンを接続します。

※ パネルの目盛は目安です。効果を確認しな
がらエフェクトを調節してください。
※ ワウ（EFX）は、エクスプレッション・ペ
ダル（別売）を接続してペダル・ワウとし
て使用します。

レコーダー

※ ステレオ・ヘッドホンを接続したときは、
音声出力はモノラルになります。
※ RECORDING OUT/PHONESジャック使用
時、本体のスピーカーから音は出なくなり
ます。

『エフェクト』（P.16）
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基本操作

リア・パネル
fig.0020

FOOT SWジャック

EXP PEDALジャック

エフェクトのオン／オフやメモリーの
切り替えなどができます。（P.22）

ボリュームやワウ（EFX）のコントロール、
SYNTH LEAD、SYNTH PADのフィルター
のコントロールが可能です。（P.22）

EXT INジャック
MIDI INコネクター

外部機器の音を入力できます。

フット・コントローラーを接続す
ると、足元でメモリーの切り替え
ができます。（P.19）

※ ジャックはステレオ機器に対応して
いますが、スピーカーおよび
RECORDING OUT/PHONESから出
力される信号はモノラルです。

CD/MDプレーヤーなど

PCS-31
（別売）

フット・コントローラー
（GFC-50、FC-200など）

FS1
（白）

FS2
（赤）

ポラリティー・スイッチを
次のように設定してください。

フット・スイッチ
（BOSS FS-5U ）

921

エクスプレッション・ペダル
（EV-5、BOSS FV-300L）

バッキング・マシンなど

925

※ 他の機器 と接続するときは、誤動作やスピ ーカーなどの

※ エクスプレッション・ペダルは、必ず指定のもの（別売：

破損を防 ぐため、必ずすべての機器の音量 を絞った状態
で電源を切ってください。

EV-5、BOSS FV-300L）をお使いください。他社製品を
接続すると、本体の故障の原因になる場合があります。

電源を入れる
正しく接続したら、必ず次の手順で電源をオンしてください。

※ この機 器は回路保護のため、電源をオ ンにしてからしば

手順を間違えると、誤動作 をしたりスピーカーなどが破損す
る恐れがあります。

らくは 動作しません。また急に大音量 が出ることを防ぐ
ため、必ず音量を絞ってから電源をオンにしてください。

1. GK IN、INPUT および EXT IN に接続した機器

音量を絞っても、電源を入れる / 切るときに音がするこ
とがありますが、故障ではありません。

2. VGA-3
3. RECORDING OUT/PHONES に接続した機器
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GK ピックアップの設定をする（GK セットアップ）
GK ピックアップの取り付けかたによって、VGA-3（COSM ギター）の音質は大きく変わります。
GK ピックアップの設定（GK セットアップ）を入力し、取り付けかたによる音質のバラツキを最小限にしてお使いください。

使用するギターを替えたときは、再度設定をしてください。

GK ピックアップを使うための準備

設定方法

ギターに GK-2A を取り付ける

GK ピックアップの設定（GK セットアップ）を、基本的な流
れに沿って行います。

最初に、お使いのギターにディバイデッド・ピックアップ GK2A（別売）を取り付けます。
取り付け方法については、GK-2A の取扱説明書をご覧くださ
い。

GK セットアップを開始する

GK-2A は次のようなギターでは使用できません（取り付け
ても正常に動作しません）。

2. ［TUNER］を押しながら、［PICKUP］を押します。

• 12 弦ギターやペダル・スティールなど、弦構成が特殊
なギター
• ナイロン弦やガット弦を使用しているギター
• ベース・ギター
• その他、構造上 GK-2A のディバイデッド・ピックアップ
を正しく装着するスペースのないギター

1. GK ピックアップを搭載したギターを本体に接続します。

GK セットアップが設定できる状態になります。
※ TUNER メーター・インジケーター（

）が点灯し、

［MASTER］以外のつ まみによる音 色の調整は できなく
なります。
3. ［GUITAR TYPE］を回して、設定項目を選び、メモリー・
ボタンを押して値を選びます。
値の選 択に使用可能なメモリー・ボ タンが点灯し、現在
の値に対応したメモリー・ボタンが点滅します。

GK ピックアップの切り替えスイッチについて
SYNTH：

COSM ギターを使って演奏する場合

MIX：

COSM ギターと、ギター本体のノーマル・ピッ

（例）ST（GK SETTING) を選んだ場合
fig.0021

点滅 点灯 点灯

クアップをミックスして使う場合
GUITAR：

ギター本体のノーマル・ピックアップを使って
演奏する場合

GK ピックアップの SYNTH VOL つまみについて
COSM ギターの音量をコントロールします。

GK ピックアップの S1/S2 ボタンについて
COSM ギターのピックアップの選択や、メモリーの切り替え
などができます。（P.11）

※ 設定中 は電源を切らないでくださ い。本体に記憶された
内容が破壊される場合があります。必ず GK セットアッ
プを終了させてから電源を切ってください。
※ GK セットアップを終了するときは、再度［TUNER］を
押します。
※ GK セットアップの設定順序に制約はありません。
必要なパラメーターのみ設定することができます。
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GK ピックアップの設定をする（GK セットアップ）

設定項目
GK SETTING の設定

GK DIRECTION の設定

GK セットアップを本体内に 3 セットまで記憶することがで

GK ピックアップの取り付け方向を設定します。

きます。GK ピックアップを搭載したギ ターを複数使い分け
る場合に便利です。

1. ［GUITAR TYPE］を回して、 LP （GK DIRECTION）を

fig.0022

セットC
GK DIRECTION
セットB
PHASE
GK GK
DIRECTION
セットA

GK
S1/S2
PHASE
GK GK
DIRECTION
GK
SENS 1–6
GK
S1/S2
GK PHASE
GK
LEVEL
SENS
1–6
GK GK
S1/S2
GK
LEVEL
GK SENS 1–6
GK LEVEL

選びます。
2. メモリー・ボ タン［1］〜［2］を押して、取り付け方向
を選びます。
設定
メモリー・ボタン
［1］
NORMAL
6 弦側からケーブルが出る配置です。
［2］
REVERSE
1 弦側からケーブルが出る配置です。

1. ［GUITAR TYPE］を回して、 ST （GK SETTING）を選

fig.0030

NORMAL

びます。

REVERSE

2. メモリー・ボタン［1］〜［3］を押して、GK SETTING
セットを選びます。
メモリー・ボタン
［1］
セット A
［2］
セット B
［3］
セット C

設定

※ 初めて設定する場合や複数のGK SETTINGを使用しない
場 合は、設定 を変更 する必要 はあり ません。こ こでは、
工場出荷時の設定値［1］セット A を選んでください。

6弦

1弦

6弦

1弦

※ GK 対応ギター等、GK ピックアップの取り付け方向が判
りにくい場合は、いったん［1］NORMAL に設定してく
ださい。
GK SENS 6（P.11）の設定時に 6 弦を弾いてもメーター
が反応せず、1 弦を弾いたときにメーターが反応すると
きは、［2］REVERSE に設定し直してください。
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GK ピックアップの設定をする（GK セットアップ）

GK PHASE の設定

GK SENS 6 〜 1 の設定

GK ピックアップ音の位相を、ギターの ピックアップ音に合

GK ピックアップの各弦の感度 を設定し、各弦間の音量バラ

わせます。

ンスを調整します。

※ 位相が合 っていないと、それぞれの音を混 ぜたときに互

1. GK ピックアップの切り替えスイッチを「SYNTH」に合

いに影響しあい、音質や音量などが変化してしまいます。
1. GK ピックアップの切り替えスイッチを「MIX」に合わせ

わせます。
2. ［GUITAR TYPE］を回して、

ます。
2. ［GUITAR TYPE］を回して、 HOLLOW （GK PHASE）
を選びます。
3. 6 弦を弾きながら、メモリー・ボタン［1］〜［2］を押し
て、低音域の音量が小さくならない方に設定します。
メモリー・ボタン
設定
［1］
NORMAL
位相をそのままにします。
［2］
INVERSE
位相を反転します。

STANDARD （GK SENS 6）を選びます。
3. 6 弦を弾きながら、メモリー・ボタン［1］〜［10］を押
して、6 弦の感度を設定します。
値が大きいほど感度が高くなり、音量が大きくなります。
PICKUP インジケーターでレベルが表示されます。弦を
弾く強 さに応じて、下から上へインジ ケーターが点灯し
ていきます。
※ 実 際の演奏 で一番強く 弾いたと きに、中央（C）のイン
ジケーターが点灯し、上（F）のインジケーターが時々点
灯する 程度の値を設定します。実際 の音を聴いて、音が
歪んでいないかを確認してください。
fig.0040

GK S1/S2 の設定
GK ピックアップの S1/S2 ボタンの機能を設定します。
1. ［GUITAR TYPE］を回して、 12 STRING/ELECTRIC
（GK S1/S2）を選びます。
2. メモリー・ボタン［1］〜［4］を押して、S1/S2 ボタン
の機能を設定します。
メモリー・ボタン
設定
［1］
PICKUP
COSMギターのピックアップの切り替え
S1 ボタン：R → C → F
S2 ボタン：F → C → R
［2］
PICKUP（REVERSE）
COSMギターのピックアップの切り替え
S1 ボタン：F → C → R
S2 ボタン：R → C → F
［3］
MANUAL/TUNER
S1 ボタン：
マニュアル／メモりーの切り替え
S2 ボタン：
チューナーのオン／オフ
［4］
MEMORY ▼ / ▲
S1 ボタン：メモリー番号ダウン
S2 ボタン：メモリー番号アップ

高い
（SENSを下げる）

最適

メモリー・ボタン
［1］〜［10］
1 〜 10

低い
（SENSを上げる）

設定

4. 同様に、5 弦〜 1 弦の感度を設定します。
5 弦：
［GUITAR TYPE］を回して、
12 STRING/ACOUSTIC（GK SENS 5）を選びます。
4 弦：
［GUITAR TYPE］を回して、
SYNTH LEAD （GK SENS 4）を選びます。
3 弦：
［GUITAR TYPE］を回して、
SYNTH PAD （GK SENS 3）を選びます。
2 弦：
［GUITAR TYPE］を回して、
SLOW GEAR （GK SENS 2）を選びます。
1 弦：
［GUITAR TYPE］を回して、
POLY OCTAVE （GK SENS 1）を選びます。
※ 設定値を最大（10）にしても最適なレベルにならないと
きは、GK ピックアップの取り付け（弦とピックアップの
距離）を確認してください。
※ 特に大 きい音で鳴る弦があったら、そ の弦の感度を下げ
ます。各弦 間の音量差が少なくなるよ うに調節してくだ
さい。
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GK ピックアップの設定をする（GK セットアップ）

GK LEVEL の設定

GK セットアップを終了する

GK ピックアッ プ音のレベル を設定し、ギター のノーマル・

1. ［TUNER］を押します。

ピックアップ音との音量バランスを調整します。

※ 設定値 は変更した時点で、本体に記 憶されます。保存操
作は必要ありません。

1. GK ピックアップの切り替えスイッチを「SYNTH」に合
わせます。
2. ［GUITAR TYPE］を回して、 SITAR （GK LEVEL）を選
びます。
3. メモリー・ボタン［1］〜［10］を押して、GK ピックアッ
プ音のレベルを設定します。
値が大き いほどレベルが高くなり、音量が 大きくなりま
す。
メモリー・ボタン
［1］〜［10］
1 〜 10

設定

GK ピ ックア ップ の切 り替え スイ ッチを「SYNTH」と
「GUITAR」に交互に切り替え、それぞれの状態で音を鳴
らしながら音量バランスを調整してください。

GK セットアップ設定早見表
fig.0041

設定項目（パラメーター）
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設定値

COSM GUITAR
ここでは各ギター・モデリングの特長を紹介します。

ギター・タイプ一覧
ELECTRIC

SPECIAL

ST

SYNTH LEAD

シングル・コイル・ピックアップを 3 個配置したソリッド・
ボディーのギターです。繊細かつクリアなサウンドが特長で、

リ ード・ソロに 適したア ナログ・シン セ風のサ ウンドで す。
中域を強調した存在感のある太い音色です。

幅広いジャンルで使用されています。

LP
ハムバッキング・ピックアップを 2 個配置したソリッド・ボ
ディーのギターです。パワ フルで伸びのあるサウンドが特長
で、ロックには欠かせない存在です。

『SYNTH FILTER』（P.14）

SYNTH PAD
バッキングに 適したアナログ・シンセ風のサウンドです。ワ
イド・レンジできらびやかな音色です。

HOLLOW
ハム バッキング・ピ ックアップ を 2 個配置した ホロー・ボ
ディーのギターです。箱鳴り感をもった甘いトーンが特長で、
ジャズの演奏に多く使われます。

12 STRING
独特なシングル・コイル・ピックアップを 2 個配置した、60
年代ボーカル・グループに愛用されたセミ・ホロー・ボディー
の 12 弦ギターです。

『SYNTH FILTER』（P.14）

SLOW GEAR
「バイオリン奏法（注）」で得られる効果をギターのピッキン
グにあわせて自動的に付加したサウンドです。
本機は 6 弦独立の処理により、通常のギターでは不可能だっ
た演奏表現が可能です。
（注）
バイオリン奏法とは、ギターのボリュームを絞った状態でピッキングし、その
後徐々にボリュームを上げて音を出す奏法です。

ACOUSTIC

POLY OCTAVE

STANDARD

原音に 1 オクターブ下の音を加えます。6 弦独立のオクター
ブ処理により、重厚かつ表現力豊かなサウンドが得られます。

フラット・トップ / バックのアコースティック・ギターです。

12 STRING
アコースティック 12 弦ギターのサウンドです。

『POLY OCTAVE STRING SELECT』（P.14）

SITAR
シタール風のサウンドです。
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COSM GUITAR

さらに進んだ使いかた
SYNTH FILTER
SYNTH LEAD、または SYNTH PAD が選ばれているときは、
エクスプレッション・ペダル（EV-5：別売）でシンセのフィ
ルターを動かすことができます。

エクスプ レッション・ペダル（別売）を使っ てシンセの
フィルタ ーを動かすときは、システム・セ ットアップの
EXP PEDAL MODE を［1］VOLUME/GK/WAH または
［2］GK/WAH に設定してください。

『EXP PEDAL MODE の設定』
（P.23）

POLY OCTAVE STRING SELECT
POLY OCTAVE が選ばれているときに、オクターブ音を加え
る弦を選ぶことができます。
※ 工場出荷 時の設定は、全ての弦に対してオ クターブ音を
加えるようになっています。
パターンの選択は以下のように行います。
1. POLY OCTAVE を選びます。
2. ［PICKUP］を押して、パターンを選択します。
［PICKUP］インジケーター部
fig.0050

（F）点灯
1〜6弦

（C）点灯
4〜6弦

（R）点灯
5、6弦

※ ボタンを 操作せずにしばらくすると、イン ジケーターは
消灯します。
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COSM AMPLIFIER
ここでは各アンプ・モデリングの特長を紹介します。

文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標で、ローランドとは関係ありません。本書では COSM によって
シミュレートされたサウンドを適切に表現するために、これらの名称を使用しています。

アンプ・タイプ一覧
ACOUSTIC
低音域から高音域までフラットな特性をもった、オリジナル・

STACK
CLASSIC I

アンプです。アコーステ ィック・ギターやシンセ・サウンド
に最適です。

Marshall の JMP1987 のインプット I のサウンドをモデリン

通常のエレキ・ギター（ノ ーマル・ピックアップ）を接続し
た場合、アコースティッ ク・ギター・シミュレーターがオン

が特長です。

になります。

グしています。プ レゼンス領域まで伸びたスムースなトーン

CLASSIC I+II
Marshall の JMP1987 のインプット I と II をパラレル接続し

COMBO

たときのサウンドをモデリングしています。インプット I の
スムースなトーンにインプット II による低域を加えた、ハー

JC CLEAN

ド・ロックを代表するサウンドです。

Roland の JC-120 をモデリングしています。高音域まで素

MODERN

直に伸びたサウンドで す。外部エフェクター等と組み合わせ
ても効果的です。

Soldano の SLO-100 をモデリングしています。このアンプ
はハイゲイン・タ イプのプリアンプを持つモダン・タイプの

AMERICAN CLEAN

チューブ・アンプです。

Fender の Twin Reverb をモデリ ングしていま す。カント
リー、ブルース、ジャズから ロックまで幅広いジャンルに使

METAL

用されています。豊かな低域と明るい高域が特長的です。

TWEED
Fender の Tweed Bassman 4 × 10" Combo をモデリングし
ています。クリアーな中 高域と太い低域が特長的で、クラン
チさせた時に粘りのある歪みサウンドはブルース / ロック・
ギタリストに支持されています。

PEAVEY の EVH5150 をモデリングしています。ハイゲイ
ン・タイプのアン プで小音量時にも深い歪みとサステインが
得られます。

R-FIER
MESA/Boogie の Rectifier をモデリングしています。スー
パー・ハイゲイ ン・タイプのアンプです。スラッシュ・メタ
ル、グランジをはじめ、幅広いリード・サウンドを奏でます。

BRITISH
VOX の AC-30TB をモデリングしています。60 年代のリバ
プール・サウンドを築い たロック・アンプです。クリーンか
らオーバードライブまで 幅広いサウンドを得ることができま

アコースティック・ギター・シミュレーターについて

す。

質が変 わるので、いろいろなピック アップ・ポジション
でお試しください。

MATCH

使用す るエレキ・ギターのピックアッ プ特性によって音

Matchless の D/C-30 をモデリングしています。ブルース、
ロックからフュージョ ンまで幅広く使われているモダン・タ
イプの真空管コンボ・アンプです。
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エフェクト
ここでは各エフェクトの特長を紹介します。

EFX
コーラス、フランジャー、フェイザー、トレモロ、ワウの 5 種類のエフェクトをつまみの位置によって切り替えて使用できます。
つまみの位置で効果の度合いを調節できます。
※ パネルの CHORUS、FLANGER、PHASER、TREMOLO の目盛は目安です。効果を確認しながらエフェクト調節をしてくだ
さい。
EFX がオンのときは、インジケーターが点灯し、オフのときは消灯します。EFX オン／オフは、別売のフット・スイッチ（BOSS
FS-5U）でも切り替え可能です。

『FOOT SW（FS1/FS2）の設定』
（P.23）

CHORUS

TREMOLO

元音にピッチのずれた音 を加えることで音に広がりや厚みを
加えます。

周期的に音量を変化できるエフェクトです。
fig.0090

fig.0060

FLANGER
音にうねりを与えるフランジング効果を作り出します。
fig.0070

WAH
フィルターの 周波数を変化させることで、独特の音色変化が
得られるエフェクトです。
周波数を変化 させるためには、エクスプレッション・ペダル
（EV-5：別売）が必要です。
fig.0100

PHASER
元音に位相のずれた音 を加えることで、音に回転感を加える
ことができます。
fig.0080
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エフェクト

DELAY
3 種類 のディレイ（CLEAR/WARM/DOUBLING）をつまみの位置によって切り替えて使用できま す。つまみの位置で効果の度
合いを調節できます。
※ パネルの CLEAR、WARM、DOUBLING の目盛は目安です。効果を確認しながら調節してください。
ディレイがオンのときは、インジケーターが点灯し、オフのときは消灯します。ディレイのオン／オフは、別売のフット・スイッ
チ（BOSS FS-5U）でも切り替え可能です。

『FOOT SW（FS1/FS2）の設定』
（P.23）

CLEAR

DOUBLING

はっきりした音像のクリアーなディレイ効果が得られます。

あたかも 2 本のギターが鳴っているような超ショート・ディ

fig.0110

レイ効果が得られます。
fig.0130

WARM
高音域を抑えた暖かみのあるディレイ効果が得られます。
fig.0120

DOUBLING のディレイ・タイム変更
DOUBLING が選ばれているとき、2 種類のディレイ・タイム
を選択するこ とができます。ディレイ・タイムの選択は以下
のように行います。
1. DOUBLING を選びます。
2. ［TAP］を押して、ディレイ・タイムを選びます。
［TAP］インジケーター部

ディレイ・タイムのタップ入力
CLEAR、WARM が選ばれているときは、演奏曲のテンポに
合わせて［TAP］を 2 回押すと、ボタンを押す間隔に応じて
［TAP］のインジ ケーターが 点滅し、ディ レイ・タイム が設
定されます。

fig.0140

点灯： 30 msec

点滅： 60 msec

ディレイ・タイムは最長 1.8 秒です。
※ ［TAP］のインジケーターの点滅間隔は目安のテンポです。
また、別売のフット・スイッ チを使ってタップ入力をするこ
ともできます。

『FOOT SW（FS1/FS2）の設定』
（P.23）
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エフェクト

REVERB
2 種類のリバーブ（PLATE/SPRING）をつまみの位置によっ
て切り替えて使用でき ます。つまみの位置で効果の度合いを
調節できます。
※ パネルの PLATE、SPRING の目盛は目安です。効果を確
認しながら調節してください。

PLATE
プレート・リバーブ（金属板 の振動を利用したリバーブ・ユ
ニット）をシミュレート したリバーブです。高音域が伸びた
明るい響きが得られます。
fig.0150

SPRING
スプリング・リバーブ（バネ の振動を利用したリバーブ・ユ
ニット）をシミュレート したリバーブです。バネの揺らぎと
2 本のバネの干渉による独特の響きが得られます。
fig.0160
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メモリー
VGA-3 は本体操作で 10 種類のつまみ／ボタンの設定を記憶／呼び出しすることができます。
また、フット・コントローラー（GFC-50、FC-200：別売）を使うと、40 種類の設定を記憶／呼び出しすることができます（P.20）。
※ VGA-3 は次の外部機器による設定も記憶します。
フット・スイッチ（EFX オン／オフ、DELAY オン／オフ）、エクスプレッション・ペダル（VOLUME、GK、WAH)

メモリーを呼び出す
1. メモリー・ボタンを使って、呼び出すメモリーを選びます。
［A/B］ボタンが消灯していると、メモリー番号 1 〜 5 が
選べます。
［A/B］ボタンが点灯していると、メモリー番号 6 〜 10
が選べます。

メモリーの設定を変更する
（エディット）
1. メモリー・ボ タンを押して、設定を変更す るメモリーを
選びます。
2. つまみ／ボタンを操作します。
つまみ／ ボタンの設定を変更する と、メモリー・ボタン
が点滅します。

※ ライト操作を中止したいときは［MANUAL］を押します。
3. もう一度［WRITE］を押して、ライトを実行します。
ラ イト中は［WRITE］が速 く点滅し、［WRITE］が消灯
するとライト完了です。

メモリーに記憶された設定を確認す
る（メモリー・ユーティリティー）
メモリーに記憶されたつまみ位置（設定値）を再現します。
※ ［MANUAL］が選ばれている 状態では、この機 能は動作
しません。
※ 確 認中は、
［MASTER］以 外のつまみ を回しても 音量や
音質は変化しません。
1. ［TUNER］を押しながら、［MANUAL］を押します。
［TUNER］が点滅します。
2. 設定を確認したいつまみを操作します。

メモリー を切り替えた直後は、メモリーに 記憶されてい
る設定と つまみの位置は一致していま せん。つまみを回
して、メモリ ーに記憶されている位置 に近づけると、つ
まみの操作が有効になります。
メモリー に記憶されている位置がわか らないときは、一
度つまみ を左いっぱいに回しきると、その 時点からつま
みの操作が有効になります。

設定を記憶 する前にマニュアルやメモリ ーに切り替えた
り電源を 切ったりすると、変更した設定は すべて消えて
しまいま す。大切な設定を行ったら必ずラ イトしてくだ

TUNER メーター・イ ンジケーターのいず れかが点灯し
ます。
3. TUNER メーター・インジケーターの表示を見ながら、さ
らにつ まみを回し、中央の緑のインジ ケーターを点灯さ
せます。
fig.0170

つまみを
時計回りに
操作します
点灯

メモリーの
値と同じ

さい。

つまみ／ボタンの設定をメモリー
に記憶させる（ライト）

つまみを
反時計回りに
操作します
点灯

1. つまみ／ボタンの設定が終わ ったら［WRITE］を押して
インジケーターを点滅させます。
2. 記憶させたいメモリー・ボタンを押します。

4. 確認したいつまみに対して、2〜3 の操作をくり返します。
5. ［TUNER］を再度押して、確認作業を終了します。
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GFC-50 を使って VGA-3 を操作する
フット・コントローラー GFC-50（別売）を接続すると、足もとで VGA-3 を操作することができます。
VGA-3 の MIDI 設定は工場出荷時の設定で使用してください。

VGA-3 と GFC-50 を接続する
VGA-3 と GFC-50 を MIDI ケーブルで接続します。
fig.0180

GFC-50 を使用した VGA-3 の
メモリーの呼び出しかた
fig.0200

（1）
GFC-50

MIDI IN

MIDI OUT

GFC-50

（2）
1. GFC-50 のバンク・ボタン（1）を押して、バンクを 0、1、
2、3 の中から選びます。
2. GFC-50のペダル（2）
で、メモリー番号1 〜 10 を選びます。
このときペダル（2）で選んだメモリー番号が VGA-3 の
メモリー・ボタンのインジケーターにも表示されます。

GFC-50 によるメモリーの切り替え
VGA-3 の 40 個のメモリーは、下図のようにバンク 0、1、2、
3 に分かれています。
GFC-50 を使うと、すべてのメモリーの呼び出しや記憶（ラ
イト）ができます。
40 個のメモリーは GFC-50 のバンク（0 〜 3）とナンバー
（1 〜 10）を指定して操作できます。
fig.0190

バンク 3
1 2 2 ...
バンク
1 2 1 ...
バンク
1 2 0 ...
バンク
1

20

2

...

9 10

9 10

9 10

9 10

フット・コントローラーでバンク 1、2、3 が指定されて
いても VGA-3 の電源を入れ直すと VGA-3 の本体メモ
リーはバンク 0 に戻ります。

GFC-50 を使って VGA-3 を操作する

GFC-50 を使用した VGA-3 の
メモリー記憶（ライト）方法

外部フット・スイッチ／ペダルを
使ったコントロール

fig.0210

GFC-50 に外部フット・スイッチやエクスプレッション・ペ
（4）

（1）

VGA-3 パネル

ダルを接続すると、足もとの操作で VGA-3 の次の機能をコ
ントロールすることができます。
fig.0220

バンクの切り換え（UP/DOWN）
VGA-3のFOOT SWジャック（FS2）と同機能
VGA-3のFOOT SWジャック（FS1）と同機能
VGA-3のEXP PEDALジャックと同機能
ボリューム

（2）
GFC-50

GFC-50
リア・パネル

（3）
1. VGA-3 本体のつまみやボタンを操作して、記憶したい音
色を準備します。
2. VGA-3 の［WRITE］
（1）を押して、インジケーターを点
滅させます。
フット・スイッチ
BOSS FS-5U（別売）

3. GFC-50 のバンク・ボタン（2）を押して記憶させたいバ
ンクを 0 〜 3 までの中から選びます。
4. GFC-50 のペダル（3）で、記憶させたいメモリー番号（1

ポラリティー・スイッチを
次のように設定してください。

〜 10）を選びます。

エクスプレッション・ペダル
EV-5（別売）

中止したいときは、VGA-3 の［MANUAL］
（4）を押し
てください。
（1）を押します。
5. もう一度 VGA-3 の［WRITE］
ライト中は VGA-3 の［WRITE］のインジケーターが速
く点 滅し、
［WRITE］の インジケ ーターが 消灯すれ ばラ
イトが完了です。

エクスプレッション・ペダルを 2 つお使いになる場合は、エ
クスプレッション・ペダルのモードを［2］GK/WAH に設定
します。

『EXP PEDAL MODE の設定』（P.23）
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システムの設定をする（システム・セットアップ）
VGA-3 では、以下のシステム（本機の機能を演奏者の好みや用途に合わせて変更可能な項目）について設定することができます。

設定方法

設定項目

システムの設定（シス テム・セットアップ）を、基本的な流
れに沿って行います。

TUNER PITCH の設定

システム・セットアップを開始する

ギ ターの チュ ーニン グを 合わせ る場 合に設 定す ると便 利で
す。

1. ［TUNER］を押しながら、［PICKUP］を押します。
システム・セットアップが設定できる状態になります。
※ TUNER メーター・インジケーター（

）が点灯し、

［MASTER］以外のつま みによる音 色の調整はで きなく
なります。
2. ［AMP TYPE］を回して、設定項目を選び、メモリー・ボ

基準ピッチと は、演奏時に音の高さの基準になる楽器（例え
ばピ アノ）の A4（ピアノでは鍵盤中央の ラの音）の周波数
のことです。
1. ［AMP TYPE］を回して

ACOUSTIC （TUNER PITCH）

を選びます。
［MANUAL］を押して、
2. メモリー・ボタン［1］〜［10］、

タンを押して値を選びます。
TUNER メーター・インジケーター（

内蔵チューナ ーの基準ピッチを変更します。簡単にチューニ
ン グでき ない楽器（例：ア コース テック・ピ アノ）など に、

）が点灯します。

値の選択 に使用可能なメモリー・ボタ ンが点灯し、現在
の値に対応したメモリー・ボタンが点滅します。
（例）BRITISH（EXP PEDAL MODE）を選んだ場合
fig.0021

基準ピッチを選びます。
設定
メモリー・ボタン
［1］〜［5］
441 Hz 〜 445 Hz
［6］〜［10］
436 Hz 〜 440 Hz
［MANUAL］
440 Hz

点滅 点灯 点灯

TUNER LEVEL の設定
内蔵チューナ ー使用時に、本体スピーカーから出る音量を設
定します。
※ 内蔵チ ューナー使用時は、チューナー 専用音色に自動設
定されます。
1. ［AMP TYPE］を回して

JC CLEAN （TUNER LEVEL）

を選びます。
2. メモリー・ボタン［1］〜［10］を押して、レベルを設定
※ 設定中は 電源を切らないでください。本体 に記憶された
内容が破 壊される場合があります。必 ずシステム・セッ
トアップを終了させてから電源を切ってください。
※ システム・セットアップを終了するときは、
再度［TUNER］を押します。
※ システム・セットアップの設定順序に制約はありません。
必要なパラメーターのみ設定することができます。
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します。
設定
メモリー・ボタン
［1］〜［10］
0（ミュート）〜 9

システムの設定をする（システム・セットアップ）

NS THRESHOLD の設定

EXP PEDAL MODE の設定

内蔵ノイズ・サプレッサーの効き具合を設定します。

エクスプレッション・ペダル（EV-5：別売）を接続したとき

ノイズ・サプレッサーと は、ギターから発生するノイズやハ
ムを抑えるエフェクトです。

のペダル動作を設定できます。

1. ［AMP TYPE］を回して、 AMERICAN CLEAN
（NS THRESHOLD）を選びます。
2. メモリー・ボタン
［1］〜
［10］を押して、
効果を設定します。
メモリー・ボタン
設定
［1］〜［10］
0（オフ）〜 9

FOOT SW（FS1/FS2）の設定
FOOT SW ジャックに接続したフット・スイッチ（BOSS FS5U：別売）の動作を設定します。
1. ［AMP TYPE］を回して、
TWEED （FOOT SW（FS1/FS2）
）を選びます。
2. メモリー・ボタン［1］〜［4］を押して、フット・スイッ
チの機能を設定します。
設定
メモリー・ボタン
［1］
EFX/DELAY
FS1：EFX のオン／オフ
FS2：ディレイのオン／オフ
［2］
MEMORY ▼ / ▲
FS1：メモリー番号ダウン
FS2：メモリー番号アップ
［3］
TAP/DELAY
FS1：タップ入力
FS2：ディレイのオン／オフ
［4］
MANUAL/TUNER
FS1：マニュアル／メモリーの切り換え
FS2：チューナーのオン／オフ
※ FOOT SW ジャックに 1 つのフット・スイッチを 1 本の
ケーブルで接続したときには、FS1 の機能だけが有効な
ります。

1. ［AMP TYPE］を回して、BRITISH（EXP PEDAL MODE）
を選びます。
2. メモリー・ボ タン［1］〜［3］を押して、エクスプレッ
ション・ペダルの機能を設定します。
設定
メモリー・ボタン
［1］
VOLUME/GK/WAH
・GUITAR タイプが SYNTH LEAD、
SYNTH PAD のときに、
フィルター
をコントロールします。
・EFX に WAH が選ばれると、ワウ・
ペダルとして動作します。
・上記以外の設定のときは、ボリュー
ム・ペダルとして動作します。
［2］
GK/WAH
・GUITAR タイプが SYNTH LEAD、
SYNTH PAD のときに、
フィルター
をコントロールします。
・EFX に WAH が選ばれると、ワウ・
ペダルとして動作します。
VOLUME
［3］
常に、ボ リューム・ペ ダルと して動
作します。

EXP PEDAL HOLD の設定
メモリー切り替え時のエクスプレッション・ペ ダル（EV-5：
別売）の動作を設定します。
1. ［AMP TYPE］を回して、 MATCH （EXP PEDAL HOLD）
を選びます。
2. メモリー・ボ タン［1］〜［2］を押して、エクスプレッ
ション・ペダルの動作を設定します。
設定
メモリー・ボタン
［1］
ON
メモリ ー切り替 え時、ペダル の位置
を反映した音量（設定）になります。
［2］
OFF
メモリ ー切り替 え時、ペダル の位置
に関係 なくメモリ ーに記憶さ れてい
るレベルになります。
ペダル を動かし た時点か ら、エクス
プレッション・ペダルが機能します。
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システムの設定をする（システム・セットアップ）

MIDI OMNI MODE の設定

システム・セットアップを終了する

MIDI 受信チャンネルをどんな MIDI チャンネルでも受信でき

1. ［TUNER］ボタンを押します。

るオムニ・オンかオムニ・オフ（チャンネル 1 固定）に設定
することができます。

※ 設定値 は、変更した時点で本体に記 憶されます。保存操
作は必要ありません。

1. ［AMP TYPE］
を回して CLASSIC I（MIDI OMNI MODE）
を選びます。
2. メモリー・ボタ ン［1］〜［2］を押して、オムニ・モー
ドを設定します。
メモリー・ボタン
設定
［1］
ON
どんな MIDI チャンネルでも受信でき
ます。
（オムニ・オン）
［2］
OFF
MIDI チャンネルが 1 になります。
（オ
ムニ・オフ）
MIDI 送信側の MIDI チャンネルを 1
にしないと動作しません。

システム・セットアップ設定早見表
fig.0221

設定項目（パラメーター）
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工場出荷時の設定に戻す（初期化）
工場出荷時の設定に戻すと、既に作ったデータが失われます。

全ての設定を工場出荷時の設定に戻す場合
VGA-3 の 40 個のメモリー記憶内容、GK セットアップ内容、
システム・セットアップ内 容を工場出荷時の設定に戻すこと

GK セットアップとシステム・セットアップ
の内容を工場出荷時の設定に戻す場合
1. ［WRITE］を押しながら電源スイッチをオンにします。

ができます。
1. ［WRITE］を押しながら電源スイッチをオンにします。
メモリー・ボタン［1］が点滅し、
［2］と［3］が点灯します。
fig.0230

メモリー・ボタン［1］が点滅し、
［2］と［3］が点灯します。
2. メモリー・ボタン［3］を押します。
メモリー・ボタン［3］が点滅し、
［1］と［2］が点灯します。
fig.0250

点滅

点灯

点灯

※ 初期化を中止したい場合は、電源を切ります。
2. 初期化しするときは、［WRITE］を 2 回押します。
［WRITE］が点滅し、設定 が完了する とメモリー 番号 1
になります。

点灯

点灯

点滅

※ 初期化を中止したい場合は、電源を切ります。
3. 初期化するときは、［WRITE］を 2 回押します。
［WRITE］が点滅し、設 定が完了す るとメモリ ー番号 1
になります。

メモリー記憶内容のみを工場出荷時の
設定に戻す場合
1. ［WRITE］を押しながら電源スイッチをオンにします。
メモリー・ボタン［1］が点滅し、
［2］と［3］が点灯します。
2. メモリーボタン［2］を押します。
メモリー・ボタン［2］が点滅し、
［1］と［3］が点灯します。
fig.0240

点灯

点滅

点灯

※ 初期化を中止したい場合は、電源を切ります。
3. 初期化するときは、［WRITE］を 2 回押します。
［WRITE］が点滅し、設定 が完了する とメモリー 番号 1
になります。
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工場出荷時の設定をバンクごとに呼び出す
メモリー・シート（P.31）に記載されているバンク 0 〜 3 の中からいずれか 1 つのバンクを選び、そのバンクの工場出荷時の設
定をメモリー・ボタン［1］〜［10］に呼び出すことができます。
※ この呼び出しを行うと、バンク 0 に記憶されていた以前のメモリー 10 個はすべて消えてしまいます。
1. 呼び出したいバンクに対応したメモリー・ボタンを押しながら電源スイッチをオンします。
メモリー・シートのバンク 0 の音色設定を呼び出すとき：［1/6］
メモリー・シートのバンク 1 の音色設定を呼び出すとき：［2/7］
メモリー・シートのバンク 2 の音色設定を呼び出すとき：［3/8］
メモリー・シートのバンク 3 の音色設定を呼び出すとき：［4/9］
例えば、メモリー・シートのバンク 2 の音色設定を呼び出すときは［3/8］を押しながら電源スイッチをオンにします。
［3/8］のインジケーターが点滅します。
※ 中止したい場合は、電源を切ります。
2. 設定を呼び出すときは、［WRITE］を 2 回押します。
［WRITE］が点滅し、呼び出しが完了するとメモリー番号 1 になります。
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故障と思う前に（トラブル・シューティング）
VGA-3 をお使いの ときに起こるかもしれないトラブルについて、その対処法を説明します。「おかしいな」と思うことがあった
ら、お客様相談センターに連絡する前に、もう一度確認してください。

音に関するトラブル

内蔵エフェクトが効かない
● フット・スイッチが接続されていませんか？

音がおかしい／ギターを弾いても音がでない
● ［MASTER］
［GAIN］
［VOLUME］の各つまみや、メモリー
に 記憶 され てい る［GAIN］
［VOLUME］の値 が
なっていませんか？

0

に

→ 適正なレベルまで上げてください。
● ［BASS］
［MIDDLE］
［TREBLE］の各つまみがすべて 0

→ フ ット・スイ ッチでエ フェク トがオ フされて いる場 合、
つまみをいったん 0 に戻すとエフェクトをオンにする
ことができます。
● ワウが「ワウワウ」しない
→ ワ ウのフィルタ ーを動かす には、エクスプ レッション・
ペダル（EV-5：別売）が必要です。

になっていませんか？
→ アンプ・タイプ（P.15 ）で選んだモデルによっては、イ
コライザーの［BASS］
［MIDDLE］
［TREBLE］の設定を
すべて 0 にすると音が出ないものがあります。
● エクスプレッション・ペダルを使用していませんか？
→ エクスプ レッション・ペダルのペダル部分 を戻している
場合、音が鳴 らないことがあります。ペダ ルを動かして
ください。
● MIDI でボリュームをコントロールしているとき、
ボリューム 0 の状態で MIDI 接続をはずしていませんか？
→ 再度 MIDI 機器を接続してボリュームを上げるか、VGA3 本体の電源を入れ直してください。
● TUNER がオンになっていませんか？

音が途切れる
● ノイズ・サプレッサー効果が 10（効果深） 近くに設定
されていませんか？
→ ノ イ ズ・サ プレ ッ サ ー効 果 を 浅く 設 定 し てく だ さ い。
（P.23）

EXT IN に接続した機器の音量が小さい
● 抵抗入りの接続ケーブルを使用していませんか？
→ 抵抗の入っていない接続ケーブル（PCS シリーズ：別売）
をご使用ください。

その他のトラブル

→ TUNER をオフするか、TUNER 時の音量を設定してくだ
さい。（P.6、P.22）
● システム・セットアップ・モードになっていませんか？
→ システム・セットアップ・モードを抜けてください。
システム・セ ットアップのパラメーターに よっては音が
出ない場合があります。
● RECORDING OUT/PHONES ジャックにプラグが差し込
まれていませんか？

フット・コントローラーなどの外部機器からの操作を
受けてもメモリーが切り替わらない
● 外部機器が VGA-3 では受信できない MIDI チャンネルを
使って送信していませんか？
→ 外部機器の MIDI チャンネルを 1 チャンネルにしてくだ
さい。
もしくは、VGA-3 の MIDI 設定で MIDI OMNI MODE を
ON に設定してください。
（P.24）

→ プラグを抜いてください。
RECORDING OUT/PHONES ジャックにプラグが差し込
まれていると、内蔵スピーカーから音は出なくなります。

MIDI 機器使用中に TUNER メーター・インジケーター
が点滅する
● 外部 MIDI 機器が、大量の MIDI データを短時間で送信し

COSM ギターの音がおかしい
● GK ピックアップは正しく設定されていますか？
→ 設定を確認してください。（P.9）

ていませんか？
→ インジ ケーターがしばらく点滅し た後、自動的に受信前
の状態に戻ります。外部機器から送信される MIDI データ
の量を少なくして、送り直してください。
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ブロック図／エフェクトの接続順序
fig.0251

MANUAL (Knob)

Acoustic
Guitar
Simulator

Guitar

INPUT

MEMORY

Acoustic Simulator
On/Off Switch

Input
Select Switch

MASTER
COSM
GUITAR

EFX
(WAH)

COSM
AMP

EFX

SPEAKER

DELAY REVERB
AMP

GK

Speaker
Mute Switch

TUNER

Cabinet &
Speaker
Simulator
RECORDING OUT /
PHONES
EXT IN

MIDI IN

音声信号

フット・スイッチ

コントロール信号

エクスプレッション・ペダル

※ アイコン表示のあるブロックでは、一部のパラメーターをアイコンの示す外部機器でコントロールすることができます。
※ EFX は選んだエフェクトにより、COSM アンプの前後どちらかに入ります。WAH は COSM アンプの前、その他は後ろに入
ります。
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MIDI インプリメンテーション・チャート

V-GUITAR AMPLIFIER

Date : Oct. 1, 2002

MIDIインプリメンテーション・チャート

Model VGA-3

送

ファンクション...

信

受

信

Version : 1.00
備

考

ベーシック
チャンネル

電源ON時
設定可能

X
X

1 –16 / 1
X

オムニ・オフ時、
チャンネル1のみ受信

電源ON時
メッセージ
代用

X
X
**************

オムニ・オン／オフ
X

電源オフ後も記憶可能

モード
ノート
ナンバー

音域

X
**************

X

ベロシティ

ノート・オン
ノート・オフ

X
X

X
X

アフター
タッチ

キー別
チャンネル別

X
X

X
X

X

X

7

X

O

ボリューム

16

X

O

ボリューム／GK／ワウ ＊2

64

X

O

EFX／メモリー・ダウン／
＊3
タップ／マニュアル

80

X

O

ディレイ／メモリー・アップ／
＊4
ディレイ／チューナー

: 設定可能範囲

X
X

O
1–40

エクスクルーシブ

X

X

: ソング・ポジション
コモン : ソング・セレクト
: チューン

X
X
X

X
X
X

リアル
タイム

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

ピッチ・ベンド

コントロール
チェンジ

プログラム
チェンジ

: クロック
: コマンド

: オール・サウンド・オフ
その他 : ローカルON/OFF
: オール・ノート・オフ
: アクティブ・センシング
: リセット
備考

＊1
＊2
＊3
＊4

＊1

拡張ペダルによる。
拡張ペダルによる。本体のエクスプレッション・ペダルと同じ機能。システム設定により機能選択。
本体フット・スイッチのFS1（チップ）と同じ機能。システム設定により機能選択。
本体フット・スイッチのFS2（リング）と同じ機能。システム設定により機能選択。

モード 1 : オムニ・オン、ポリ

モード 2 : オムニ・オン、モノ

O : あり

モード 3 : オムニ・オフ、ポリ

モード 4 : オムニ・オフ、モノ

X : なし
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主な仕様
VGA-3：V ギター・アンプ

●接続端子
GK インプット ジャック

●定格出力
50 W

●メモリー
10（本体操作）
40（MIDI フット・コントローラー接続時）

●規定入力レベル（1 kHz）
インプット：-10 dBu
EXT インプット：-10 dBu
※ 0dBu = 0.775 Vrms

インプット ジャック
レコーディング・アウト／ヘッドホン・ジャック
EXT インプット・ジャック
EXP ペダル・ジャック
フット・スイッチ・ジャック
MIDI IN コネクター

●電源
AC 100 V（50/60 Hz）

●消費電力
55 W

●スピーカー
30 cm × 1

●外形寸法
586（幅）× 260（奥行）× 480（高さ）mm

●コントロール
COSM ギター部

●質量

ギター・タイプつまみ

18.5 kg

ピックアップ・ボタン
COSM アンプ部

●付属品

アンプ・タイプつまみ

取扱説明書

ゲインつまみ

保証書

ボリュームつまみ
イコライザーつまみ（ベース、ミドル、トレブル）
EFX つまみ
ディレイつまみ
タップ・ボタン
リバーブつまみ
マスター部
チューナー・ボタン

●別売品
ディバイデッド・ピックアップ：GK-2A
フット・コントローラー：GFC-50
MIDI フット・コントローラー：FC-200
エクスプレッション・ペダル：EV-5/FV-300L（BOSS）
フット・スイッチ（モーメンタリー）：FS-5U（BOSS）
接続ケーブル：PCS-31
GK ケーブル：GKC-3（3 m）
／ GKC-5
（5 m）
／ GKC-10
（10 m）

マニュアル・ボタン
メモリー・ボタン（A/B、1/6、2/7、3/8、4/9、5/10）
ライト・ボタン
マスターつまみ
電源スイッチ
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製品の仕様及 び外観は、改良のため予告なく変更することが
あります。

メモリー・シート（工場出荷時の設定）
Bank No.

0

Name

DELAY

REVERB

POLY OCTAVE

R-FIER

ST

BRITISH

3 JC CHORUS

ST

JC CLEAN

CHORUS

4 SWAMPY COMBO

ST

AMERICAN CLEAN

TREMOLO

5 CLASSIC STACK

LP

CLASSIC I

6 RICH ACOUSTIC

STANDARD

ACOUSTIC

CLEAR

7 BLUESY OCTAVE

POLY OCTAVE

MATCH

CLEAR

8 BRIGHT JAZZ

HOLLOW

JC CLEAN

9 ROCK 12

12STRING(E)

AMERICAN CLEAN

SYNTH LEAD

ACOUSTIC

1 STRAIGHT JC

ST

JC CLEAN

2 LIVERPOOL

12STRING(E)

BRITISH

3 TWEED BLUES

ST

TWEED

4 SCOOPED CRUNCH

ST

BRITISH

5 DRIVEN D/C

ST

MATCH

6 HAZY DRIVE

ST

CLASSIC I

7 AIRY LEAD

ST

CLASSIC I+II

WARM

SPRING

8 TRUE BRIT

LP

MODERN

WARM

PLATE

9 METAL STACK

LP

METAL

CLEAR

PLATE

LP

R-FIER

DOUBLING

1 MIXED PICKUP

ST

JC CLEAN

2 DARK 175

HOLLOW

AMERICAN CLEAN

WARM

PLATE

3 BRIGHT E12

12 STRING(E)

JC CLEAN

CLEAR

PLATE

4 OCTAVE SOLO

POLY OCTAVE

AMERICAN CLEAN

5 MELODIC SWELL

SLOW GEAR

ACOUSTIC

6 STAGE ACOUSTIC

STANDARD

ACOUSTIC

7 DOUBLE STRING

12 STRING(A)

ACOUSTIC

8 DIMENSION SITAR

SITAR

ACOUSTIC

9 SOLO SYNTH

SYNTH LEAD

ACOUSTIC

SYNTH PAD

ACOUSTIC

CHORUS

1 CHORUS LEAD

LP

METAL

CHORUS

2 FLANGE LEAD

ST

METAL

FLANGER

PLATE

3 PHASE CLEAN

LP

JC CLEAN

PHASER

PLATE

4 TREMOLO CLEAN

LP

AMERICAN CLEAN

TREMOLO

5 WAH LEAD

LP

MODERN

WAH

6 RHYTHMIC DELAY

ST

JC CLEAN

7 TEXAS ROTAR

ST

CLASSIC I

8 INCENSE

SITAR

TWEED

9 SLOW PAD

SLOW GEAR

ACOUSTIC

CHORUS

WARM

PLATE

SYNTH PAD

CLASSIC I+II

TREMOLO

CLEAR

PLATE

10 SAW PAD

3

EFX

1 HEAVY

10 LOW RIFFS

2

AMP TYPE

2 BRIT CRUNCH

10 JUNO BRASS

1

GUITAR TYPE

10 SLICED SYNTH
※ 表中の

CLEAR

PLATE

CLEAR

PLATE
SPRING
PLATE
PLATE
PLATE
SPRING

CHORUS

WARM

PLATE
PLATE
SPRING

WARM

SPRING
PLATE

CLEAR
PLATE

PLATE

PLATE
CLEAR

PLATE
PLATE
PLATE

CHORUS

CLEAR

PLATE

WARM

PLATE

CLEAR

PLATE

CLEAR

PLATE

SPRING
CLEAR

PLATE

WARM

PLATE
SPRING

PHASER

SPRING

マークは、GK IN（GK ピックアップ）を使用した COSM ギターによる効果を表しています。

INPUT（ノーマル・ギター）を使用した場合は、COSM ギターによる効果は得られません。
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取扱説明書

取扱説明書の英語版（有料）をご希望の方は、販売店にお問い合わせください。
If you should require an English Owner’s Manual (at a modest fee), please contact an authorized Roland distributor.
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