ペダルボードの構築に、 もうマジックテープは必要ありません。
TEMPLE AUDIO のペダルボードは、 今までのボードシステム構築の常識を覆します。
超軽量なアルミ製ボード本体に専用プレート ( 別売 ) によるクイックリリース機構によってペダルを簡単に取り付けでき、
従来のマジックテープ式固定に比べて高い安定感を実現。 ボードからのペダルの取り外し / 移動も、 スクリューを緩
めるだけ。 ボード内を、まるでテトリスのように自在にレイアウト変更できます。 またパワーサプライを裏面に配備でき、
スペースを有効使用した美しいレイアウトが可能。 両サイドパネルには別売モジュールなどを取り付けできるスロット
を完備し、 あなたのアイデア次第で用途に合せた拡張できます。
ファッショナブルなルックスは、 3 色のカラーバリエーションを用意しています。
TR(Temple Red)

GM(Gummetal)

VW(Vintage White)

縦に最大 2 台のペダルの他、ボリュームやワウなどを
レイアウト可能なレギュラーサイズ。

MADE IN CANADA

DUO-17
DUO-24
DUO-34

縦 31.8cm× 幅 43.2cm

\33,000

縦 31.8cm× 幅 61.0cm

\42,000

縦 31.8cm× 幅 86.4cm

\49,000

両サイドパネルにマイクロモジュール用スロット ×1、 ミニモジュール用スロット ×2 を設けています。
ソフトケース付属。

縦に最大３台のペダルに加え、
ルーパーも余裕でレイアウトできる
ラージサイズ・シリーズ。

TRIO-21
TRIO-28
TRIO-43

縦 41.9cm× 幅 53.3cm

\42,000

縦 41.9cm× 幅 71.1cm

\49,000

縦 41.9cm× 幅 109.2cm

\64,000

両サイドパネルにマイクロモジュール用スロット ×1、 ミニモジュール用スロット ×3 を設けています。
ソフトケース付属。

SOLO-18

縦 21.6cm× 幅 45.7cm

\33,000

両サイドパネルにマイクロモジュール用スロット ×1、 ミニモジュール用スロット ×1 を設けています。
ソフトケース付属。

ベーシストやアコギプレイヤーにも
最適なコンパクト・シリーズ。

TEMPLEBOARD にペダルを固定する
専用マウンティング・プレート。
ペダルの大きさによって３サイズ用意。

RGBLED
TEMPLEBOARD を華麗に彩る
LED システム。
※作動にはパワーサプライ等からの電源供給が
必要です。

RGB-SOLO-18
RGB-DUO-17
RGB-DUO-24
RGB-DUO-34
RGB-TRIO-21
RGB-TRIO-28
RGB-TRIO-43

SOLO18 用

\7,600

DUO17 用

\7,600

DUO24 用

\8,600

DUO34 用

\9,100

TRIO21 用

\8,600

TRIO28 用

\9,100

TRIO43 用

\13,500

Mounting Bracket

NEW

パワーサプライをスマートに
配備できるアンダーブラケット。
※DUO-24 & DUO-34、 TRIO-28 & 43 には各 1 ケ
標準装備されています。

TQR-L
TQR-M
TQR-S

Large/7.9cm×7.9cm

\650

※ボリュームペダルやワウペダル、

Medium/5.7cm×5.7cm

\600

大型のパワーサプライ等にはプレー

Small/3.3cm×3.3cm

\550

ト 2 枚の使用をお薦めします。

TQR-SOLO
TQR-DUO
TQR-TRIO

SOLO 用

\4,000

DUO 用

\4,500

TRIO 用

\5,000

システム環境に応じて、 サイドパネルに増設
できるモジュールや様々なジャック類の取り付
けを可能にするプレート。

BUFR-MOD

NEW

SUM-MOD

NEW MOD-4JPM

XLR-MALE

XLR-FEMALE

MIDI-D

NEW

1/4”Utility Module

Stereo 1/4”Outout Module 4-Way 1/4”Jack Module

XLR Male Connector

XLR Female Connector

MIDI 5PIN DIN Connector

\26,000

\26,000

\9,800(1 ケ )

\2,000

\2,000

\7,800

いろいろな方法で信号をバッ
ファしたり分割したりするこ
とが可能なモジュールです。
独立したバッファーは、ペダ
ルやケーブルなどのチェーン
接続によって失われがちな信
号周波数を保持。各チャンネ
ルのフロー方向は、入力 / 出
力いずれかとして設定可能
で、1 チャンネルのみをバッ
ファーしたい場合はバイパス
が可能です。BUFR-MOD を使え
ば、モノ信号をアンプ / ライ
ンに分割したり、FX とチュー
ナーの両方へパラレルアウト
したりすることができます。
所用電力：9-18V 50mA

2 口の独立したバッファーを
もつステレオ出力モジュール。
モノラル信号を 2 つのモノラ
ル出力へ分割や、ステレオ信
号を 1 つのモノラル出力に合
せたりすることができます。
所用電力：9-18V 50mA

1/4”フォンプラグ ×4 口の
パッチベイ。モノラル (TS)/
ステレオ (TRS) 対応。

MOD-MIPP および MOD-MOPP に
取り付け可能な、パネルマウ
ント用ハウジング付 XLR コネ
※アンプとスピーカーキャビネット クター。

MOD-MIPP および MOD-MOPP に
取り付け可能な、パネルマウ
ント用ハウジング付 XLR コネ
クター。

MOD-MIPP および MOD-MOPP に
取り付け可能な MIDI 用 5 ピン・
モジュール。

間などのパワード・シグナルでの

※コネクター裏にご自身でケーブル

※コネクター裏にご自身でケーブル

使用はできません。

をハンダ付けする必要があります。

をハンダ付けする必要があります。

Flight Cases

上記コネクター群や、市販の標準的なパネルマウント用ハウジング付ジャック
( レセプタクルコネクター ) 類を取り付け可能にするプレート。

MOD-MIPP
Mini Module Plate
\2,800

MOD-MOPP
Micro Module Plate
\2,500

< 受注生産 >

航空輸送対応。 TEMPLEBOARDS 専用フライトケース。

NEW

2018 年 1 月 1 日現在の価格です。仕様・価格などは予告なく変更する場合がございます。

TEMPLEBOARD 専用に作られたフライトケースです。2 重ラミネートによる高耐外装と
精密加工された内部のウレタン・クッションによって、あなたのペダルシステムを
守ります。各サイズ有り。
※オープンプライス

株式会社ティ ・ エム ・ シィ
〒550-0003 大阪市西区京町堀 2-5-16
TEL06-6447-1215 FAX06-6448-1548

http://www.tmc-liveline.co.jp
contact@tmc-liveline.co.jp

