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BRONCO™ 40

アドバンスト・マニュアル

イントロダクション
本マニュアルではBronco™ 40高度な機能について、順を追っ
て解説します。Fender® FUSE™、 Ableton® Live または
Amplitube®のご使用方法については、 www.fender.com/
support の各マニュアルをご参照ください。

ナビゲーション
まず、Bronco 40の高度な機能をご活用いただく際に基本とな
る操作をご説明します。

プリセットの選択 
Bronco 40の最大の特長は、アンプ設定および選択したエフ
ェクトをプリセットとして記憶し、PRESETノブやフットスイッ
チ、またはコンピュータの遠隔操作によって、即座に呼び出せる
ことです。  
PRESETノブを使用して、24種類あるプリセットから１つを選
択します。プリセットはアンバー、グリーン、そしてレッドの３つ
のバンクに分類されています。  
PRESETノブを回すと、下図の順で各バンクのプリセットをス
クロールできます :

各プリセットは、LEDの横に名称が記されている8つのアンプ・
タイプが基になっています。つまり各アンプ・タイプにつき3つ
のプリセットがあります。

♫	 レッドおよびグリーンのバンクは、変更を加えてオリジ
ナルのプリセットを作成することができます。アンバー
のバンクのプリセットは www.fender.com/support 
より無料でダウンロードできるFender FUSEソフト
ウェアを使用して、変更を加えることができます。

各プリセットにはBronco 40の全プログラマブル・ノブ、すなわ
ちMASTERノブとPRESETノブ以外のすべてのノブの設定
が含まれています。

プログラマブル・ノブ 
プリセットにはBronco 40の各ノブ (MASTERを除く) の設
定が含まれているため、プリセット選択時には、全プログラマブ
ル・ノブは非アクティブになっており、ノブの位置は実際の値と
一致しません。 

プログラマブル・ノブをアクティブにするには？ プログラマブ
ル・ノブは回した瞬間にアクティブになり、他のプリセットを選
択するまでアクティブ状態が継続します。他のプリセットを選択
すると、再び非アクティブに戻ります。

プログラマブル・ノブの実際の位置とプリセットの設定値に大
きく開きがある場合、ノブを回すとボリュームおよびトーンが急
激に変化する場合があります。 例えば、VOLUMEノブが”8”
を指しており、ストアされたプリセットの設定は”2”だった場
合、VOLUMEノブを回すと同時に音量レベルが2から8に急激
に上がります。それは"8"の位置で瞬時にアクティブ化するため
です。 

♫	 ノ ブ を 回 す 前 に プ リ セ ット 設 定 を 確 認 す る に
は、Bronco 40をお使いのコンピューターに接続
し、Fender FUSEソフトウェアを使う必要があります。

エフェクト & コンプレッション
エフェクトを選択するにはFXノブを、シグナル・コンプレッシ
ョンのレベルを選択するにはCOMPノブを、それぞれ使用しま
す。
FXノブとCOMPノブは、共通の3つのインディケーターLEDを
使用します。LEDには操作したノブ、または一番最近操作したノ
ブが反映されます。
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プログラマブル・ノブは回すまでは非アクティブです

プログラマブル・ノブを回すと アクティブになります。

LEDには一番最近操作したノブの値
が反映されます

MASTERを除く
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LEDは1、2、3のナンバリングがされており、各ノブの4つの選
択レンジそれぞれを、さらに細かく3段階にわけて表示します。
例えばA1、 A2 または A3 (下図はA1) といったように、ノブ
の正確な位置を把握することができます。 
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エフェクト・セレクション 
次の表はFXノブのエフェクト・セレクションのリストです。 

エフェクト
A1 Chorus

A2 Flanger

A3 Phaser

B1 Envelope Filter #1

B2 Envelope Filter #2

B3 Octave Down

C1 Small Room Reverb

C2 Mono Delay

C3 Ducking Delay

D1 Combo Effect #1

D2 Combo Effect #2

D3 Combo Effect #3

♫	 www.fender.com/supportよりダウンロードいただ
けるFender® FUSE™ソフトウェアで、エフェクト・
リストを変更できます。	

エフェクトおよびチャンネルボリュームのレベル
EXITボタンを長押しながらGAIN または FXノブを回し、エ
フェクトレベルまたはチャンネル・ボリュームレベルを調節しま
す。

タップ・ボタン 
TAPボタンはディレイタイムやモジュレーション・レートをタッ
プで設定するのに使用します :

•	 ディレイタイム— TAPボタンが緑色に点滅：

• モジュレーション・レート— TAPボタンが赤色に点滅：

ディレイ系エフェクトを選択すると、TAPボタンが設定されたデ
ィレイタイムの間隔で緑色に点滅します。モジュレーション系エ
フェクトを選択すると、TAPボタンが設定されたモジュレーシ
ョン・レートの間隔で赤色に点滅します。 

タップでエフェクト間隔を設定するには：

1.  FXノブを使用して、エフェクトを選択し、TAPボタンを点滅
状態にします。

2. TAPボタンを設定したい間隔で、2回リズミカルに押しま
す。

♫	 TAPボタンを1回だけ押した場合は、ディレイまたはモ
ジュレーション間隔は最長時間に設定されます。	

コンプレッション・アクティブ
シグナルのボリューム・レベルにコンプレッショ
ン回路が作用している時、EXITが点灯します。 
コンプレッションのレベルを上げると、低音域
のダイナミックレンジを制限し、効果的に歪み
を低減してサステインを伸ばします。 様々な設
定をお試しいただき、ご自分のスタイルにあっ
たセッティングを見つけてください。

XLR ライン・アウトプット
リアパネルのLINE OUTジャックは、ミキシ
ングコンソールや録音機器との接続に適し
たXLRバランス出力です。これはモノ・アウ
トプットですが、USBオーディオ接続を使用
してのステレオ録音が可能です  (5ページの
「USBポート」 をご参照ください）。

LINE OUT
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チューナー・ボタン
Bronco™ 40にはチューナーが内蔵されており、コントロール
パネルのLEDをクロマチック・ベースチューナーとして使用でき
ます。 

チューナーを使用するには:
1. TAPボタンを2秒間長押しします。TAPボタンとEXITボタ

ンが点灯します。 

2. ベースのいずれかの弦を弾いてから、パネルのLEDをご覧く
ださい。チューニング中の弦の音程がプリセットのLEDで表
示されます (もし音程が高めの場合、トップのLEDの "#" が
点灯します)。

3. COMPノブの上のファインチューニングLEDを目安に、上
記の要領で、チューニングが合うまでベースのペグを回しま
す。

4. 5弦ベースの場合は、下図のチューニングになります。4弦の
場合は、"B"弦を除いたチューニングになります：

5. チューナーモードを終了するにはEXIT またはTAPボタンを 
押します。

Saveボタン

  Bronco 40には、全設定をプリセット設定として保
存できるので、便利にご活用いただけます。プリセッ

トを選択すると同時に、前もってプログラムした各ノブのレベ
ル、エフェクト設定などを瞬時に呼び出すことができます！  

いずれかのプログラマブル・ノブを回すと、SAVEボタンが赤く
光ります。これは現在のプリセットに一時的に変更が加えられ
たことを示します。 PRESETノブを一度他のプリセットに合わ
せてから元に戻すと、変更がリセットされます。

♫ EXITボタンを押しても、現在プリセットに加えられて
いる変更はリセットされません。PRESETノブを使
い、他のプリセットを選択した時にのみ、一時的変更
がリセットされます。

プリセットの保存:

1. プリセットを保存するには、まずGAINやFXなど、いずれか
のプログラマブル・ノブを回し、プリセットに変更を加える
必要があります（SAVEボタンが点灯したら、ステップ2に
進みます）。

2. SAVEボタンを押します。するとSAVEボタンとEXITボタン
が素早く点滅します。保存をキャンセルするにはEXITを押
します。

3. PRESETノブを回し、上書きするプリセットを選択します。
設定を変更したものと同じアンプタイプで、レッドとグリー
ンのバンクにのみ上書きができます。(アンバーのバンクのプ
リセットを変更した場合も、保存先にレッドかグリーンを選
択します)。

4. SAVEをもう一度押すと、保存が完了します。 

♫ アンバーのバンクのプリセットは、www.fender.com/
support からダウンロードできるFender® FUSE™ 
ソフトウェアをコンピューターで使用して変更するこ
とができます。

AUX / フォン ・ジャック

AUXインプット
AUXジャックから、Bronco 40にオーディオを入力
して伴奏に使用することができます。お使いのCDプ
レイヤーまたはMP3プレイヤーのヘッドフォン・アウ
トプットとAUXジャックを、ミニステレオ・ケーブルで
接続します。プレイヤーのボリュームコントロールと
MASTERボリュームノブを併用して、AUXボリュームのレベル
を調節してください。

PHONESジャック
Bronco 40のサウンドをヘッドフォンまたはイヤ
フォンでお楽しみいただくこともできます。アンプ
の内蔵スピーカーはPHONESジャックが使用され
ている時はミュートされます。PHONESジャック
はモノ出力です。 

LEDの横の文字はチューニング中の音名を示します

3つのLEDは詳細な音程を示します。チューニングが合うと緑
色に点灯します。

USB

PHONESAUX

USB

PHONESAUX
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フットスイッチ

 1ボタン・フットスイッチ(オプション 品番0994049000)を
FTSWジャックに接続し、お好きな2つのプリセットを切り
替えることができます。現在アクティブになっているフットス
イッチ・プリセットは、LED (FTSW ジャックの横)が赤色か
緑色かで見分けることができます。

フットスイッチのプログラム：

1. フットスイッチに割り当てるプリセットを選択します。プリセ
ットには変更を加えないでください(必ずSAVEボタンが消
えている状態で、ステップ2に進んでください)。

2. SAVEボタンを押します。SAVEボタンとEXITボタンが素早
く点滅します。EXITを押すと、フットスイッチへの割り当て
をキャンセルします。

3. フットスイッチボタンを押し、FTSWジャックの横のLEDの
赤色または緑色のいずれか、選択したプリセットに割り当て
る色を選択します。

4. SAVEボタンを押し、割り当てを実行します。フットスイッチ
を押すと、選択したプリセットがアクティブになり、インディ
ケーターが割り当てた赤色または緑色に点灯します。

USBポート
USBポートを使用してコンピューターとBronco™ 40
を接続するとステレオで作業でき、あなたの音楽がネ
クストレベルへ進化します :
• Fender® FUSE™ソフトウェアを使ってコンピューターか
らBronco 40をコントロールでき、またアンプ単体にはない
ボーナス機能をご利用いただけます。

♫	 詳細はwww.fender.com/support のFender 
FUSEマニュアルをご参照ください。 

 • Ableton® Live Lite 8 Fender® エディションを使っ
て、Bronco 40のオーディオをステレオ録音および編集で
きます。

♫	 Ableton® Live Lite 8 Fender エディションの詳細
は www.fender.com/support をご参照くださ
い。

•  Fender® BAND JAM powered by eJamming® 
AUDiiOを使用して、オーディオおよびライブを全世界に向
けてライブストリーミングできます。 

♫	 30日間トライアル版は:	 www.fender.com/
ejamming へログオンしてください

工場出荷状態への復元および
ファームウェア・アップデート

工場出荷状態への復元
Bronco 40は、工場出荷時の初期状態を復元することができ
ます。すべてのユーザープリセットが消去されます。

Bronco 40を工場出荷設定に復元するには:

1. アンプの電源をOFFにします。

2. EXITボタンを長押ししながらアンプの電源をONにしま
す。EXITボタンの点灯が消えるまで、EXITボタンを押し続
けます。  

! 	 工場出荷状態復元機能を使用すると、ユーザーがカス
タマイズしたプリセットがすべて消去されます。また
Fender FUSEソフトウェアを使って変更を加えたア
ンバーバンクプリセットおよびエフェクトの選択も、リ
ストアされます。.

ファームウェア・アップデート
Fenderでは、操作性の向上や新機能の追加のため、随時
Bronco 40のファームウェアのアップデートを行います。ファー
ムウェア・アップデートには、Fender FUSEソフトウェアを使っ
てUSBポートとコンピュータを接続し、インターネットに接続し
ている必要があります。 

♫	 詳細は	www.fender.com/support  よりFender 
FUSEマニュアルをご参照ください。

FAQ
Bronco 40および音楽一般についてより詳しくご理解いただ
くための、有益なサイトをご紹介します。 

: www.fender.com/support
• Fender Communityフォーラムで、スレッドの閲覧や、質
問等ができます。 Bronco 40専用のフォーラムもあります: 
www.fender.com/community/forums
• Fender Knowledge Baseにログオンして、"よくある
質問" (FAQ)のダウンロードおよび閲覧ができます: www.
fender.com/support/faqs.php
• Hal Leonard Publicationsでは、音楽理論の学習教材や
楽譜を取り扱っています : www.halleonard.com

USB

PHONESAUX
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