
  ボード単体 ソフトケース付き

TRIO-21 縦 41.9cm× 幅 53.3cm \34,100 \55,000

TRIO-28 縦 41.9cm× 幅 71.1cm \39,600 \63,800

TRIO-43 縦 41.9cm× 幅 109.7cm \50,600 \81,400

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。

TRIO-28&TRIO-43 には、 パワーサプライを取り付けできるマウンティング ・ ブラケット 1 ケ標準装備。

  ボード単体 ソフトケース付き

SOLO-18 縦 21.6cm× 幅 45.7cm \28,600 \46,200

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。

ベーシストやアコギプレイヤーに
最適なコンパクト・シリーズ。

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。

  ボード単体 ソフトケース付き

DUO-17 縦 31.8cm× 幅 43.2cm \28,600 \46,200

DUO-24 縦 31.8cm× 幅 62.2cm \3,4100 \55,000

DUO-34 縦 31.8cm× 幅 86.4cm \39,600 \63,800

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。

DUO-24&DUO-34 には、 パワーサプライを取り付けできるマウンティング ・ ブラケット 1 ケ標準装備。

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。

ペダルボードの構築にマジックテープはもう必要ありません。
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
合せた拡張ができます。
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)

MADE IN CANADA

NEW

NEW

NEW

※表記価格はいずれも税込です。



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。

TQR-L Large/7.9cm×7.9cm \1,100

TQR-M Medium/5.7cm×5.7cm   \935

TQR-S Small/3.3cm×3.3cm   \825

MOD-4X
4-Way Jack Patch Module

\14,300

1/4” フォン ×4 口のパッチベイ。

モノラル(TS)/ステレオ(TRS)対応。

※アンプとスピーカーキャビネット間などの

パワード・シグナルでの使用はできません。

MOD-MIPP
Mini Module Plate

\5,500

MOD-MOPP
Micro Module Plate

\2,860

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 SOLO18 用 \7,600

RGB-DUO-17 DUO17 用 \7,600

RGB-DUO-24 DUO24 用 \8,600

RGB-DUO-34 DUO34 用 \9,100

RGB-TRIO-21 TRIO21 用 \8,600

RGB-TRIO-28 TRIO28 用 \9,100

RGB-TRIO-43 TRIO43 用 \13,500
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①ペダル裏面をアルコールなどできれいに拭き、

プレートの両面テープを剥がします。

※ゴム足が有る場合は外して下さい。

②ペダル裏面にプレートをしっかりと貼り付け、

固定用スクリューを外します。

③ペダルをレイアウトしたい場所に置き、プレー

ト突起部をボード上の穴に固定させます。

④裏側から②で外したスクリューで固定します。

QUICK RELEASE PEDAL PLATE 取り付け方法

※ボリュームペダルやワウペダル、 大型のパワーサプライ等にはプレート 2 枚の使用を

お薦めします。

※プレート 2 枚使用の場合は、 スクリューを外し、 TEMPLEBOARD 上の任意の場所に

プレートを仮置きした状態で貼り付けると、 きれいに取り付けられます。

XLR-MALE 【取り寄せ】

XLR Male Connector

\2,200

XLR-FEMALE【取り寄せ】

XLR Female Connector

\2,200

MOD-MIDI (MIDI-D)
MIDI 5PIN DIN Connector

\11,550

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。

※ボリュームペダルやワウペダル、

大型のパワーサプライなどには ,

プレート 2 枚の使用をお薦めします。
TQR-SOLO SOLO 用 \4,950

TQR-DUO DUO 用 \5,500

TQR-TRIO TRIO 用 \6,380

Mounting Bracket
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。

MOD-DI【取り寄せ】

Passive Direct Box Module

\30,800

MOD-DI は、 テンプルボードの

サイドパネルに取り付けできる

パッシヴDI ボックス。

テンプルボードからミキサーのマイク

入力へダイレクトインさせたいベーシ

ストやアコギプレイヤーに最適な

モジュールとなっています。

●高品質カスタム・トランスフォーマー

●グランドリフト ・ スイッチ

●-15db Pad スイッチ

●MONO THRU ジャックは、 背面

　に入力がされていない場合は入力

　ジャックとして使用可能。

MOD-4XPRO【取り寄せ】

4 Channel Buffer Module

\43,450

MOD-4XPRO は、 2 つの独立した

バッファーを備えた 4 チャンネル ・

バッファーモジュール。

4 ケーブル方式を採用している

アーティストにとっては、 エフェクト

ループの有無にかかわらず、 アンプ

間のルーティングを簡単に切り替える

ことができる素晴らしいモジュール

です。

SEND/RETURN ジャックにケーブル

が接続されていない場合は、 FX

ループは自動的に AMP 出力へ

ルーティング （ループ B はアンプ ・

プリアンプ前に置かれます。）、

または 2 つの入力と 2 つの出力を

バッファーするために使えます。

●電源 ： 9V DC

MOD-XLR MF/FF/MM【取り寄せ】

XLR Pass Thru Module 

Male-Female, Female-Female, Male-Male

各 \38,500

XLR パス ・ スルー ・ モジュールを使用すれば、 テンプルボードのケーブル

マネージメントホールを使って XLR ケーブルを配線することができるように

なります。

付属の XLR-TRS 1/4” プラグのケーブルで配線することで XLR の入出力

は整理され、 テンプルボードのサイドでアクセス可能となります。

アンプモデリングのリグやヴォーカル用のペダルボードをはじめ XLR 接続を

必要とするリグに最適。

内部にグランドリフト ・ スイッチ装備。

TRS-XLR ケーブル ×2 本付属。

※コネクター裏にご自身でケーブルをハンダ付けする必要があります。

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。

※2022 年 2月 21日現在の価格です。 表記価格はいずれも税込です。※仕様 ・価格などは予告なく変更する場合がございます。

MOD-SUMV2【取り寄せ】

Stereo Sum Module V2

\43,450

２口の独立バッファーを備えたステ

レオ出力モジュール。

１つのアンプだけ接続した場合は

自動的にステレオ信号をモノラル

に変換するほか、 モノラル信号を

2 つのモノラル出力へ分割も可能。

2 つの出力から 2 台のアンプを

それぞれ別々の電源で鳴らす際に

発生する厄介なグランドループを

防ぎ、 2 つの出力を完全に分離

するアイソレーション ・ トランスを新

たに搭載しました。

オートモードスイッチは両ジャックで

作動し、 それぞれのバッファーは

大幅にブーストされた信号を処理

するのに充分なヘッドルームをもって

います。

●電源 ： 9V DC

MOD-USB 【取り寄せ】

USB Connector

\16,500

ペダル用パワーサプライからタブ

レットなどの USB デバイスに

電力供給が可能となります。

●電源 ： 9V DC

●出力 ： 5V DC / 2.1Amp


