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TC1210 NATIVE / TC1210-DT
Unique Spatial Expander Plug-in with Optional Hardware 
Controller and Signature Presets
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は、器具の落下による怪我に十分
ご注意ください。 
15.  雷雨の場合、もしくは長期間
ご使用にならない場合は、電源プ
ラグをコンセントから抜いてくだ
さい。
16.  故障の際は当社指定のサー
ビス技術者にお問い合わせくださ
い。電源コードもしくはプラグの損
傷、液体の装置内への浸入、装置
の上に物が落下した場合、雨や湿
気に装置が晒されてしまった場合、
正常に作動しない場合、もしくは装
置を地面に落下させてしまった場
合など、いかなる形であれ装置に
損傷が加わった場合は、装置の修
理・点検を受けてください。

17. 本製品に電源コ
ードが付属されてい
る場合、付属の電源
コードは本製品以外
ではご使用いただけ
ません。電源コード

は必ず本製品に付属された電源コ
ードのみご使用ください。
18.  ブックケースなどのような、
閉じたスペースには設置しないで
ください。
19.  本機の上に点火した蝋燭など
の裸火を置かないでください。
20.  電池廃棄の際には、環境への
ご配慮をお願いします。電池は、
かならず電池回収場所に廃棄して
ください。
21.  本装置は 45°C 以下の温帯気
候でご使用ください。

法的放棄
ここに含まれる記述、写真、意見
の全体または一部に依拠して、い
かなる人が損害を生じさせた場合
にも、Music Tribe は一切の賠償責任
を負いません。技術仕様、外観お
よびその他の情報は予告なく変
更になる場合があります。商標は
すべて、それぞれの所有者に帰属
します。Midas､Klark Teknik､ 
Lab Gruppen､Lake､Tannoy､Turbosound､ 
TC Electronic､TC Helicon､Behringer､Bugera､
Oberheim､Auratone､Aston Microphones 
および Coolaudio は Music Tribe Global 
Brands Ltd. の商標または登録商標
です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 
2021 無断転用禁止。

限定保証
適用される保証条件と  
Music Tribe の限定保証に関する
概要については、オンライン上 
musictribe.com/warranty にて詳細を
ご確認ください。

注意
感電の.恐れがありますの

で、カバーやその他の部品を取り
外したり、開けたりしないでくださ
い。高品質なプロ用スピーカーケー
ブル（¼" TS 標準ケーブルおよびツイ
スト ロッキング プラグケーブル）
を使用してください。

注意
火事および感電の危険を

防ぐため、本装置を水分や湿気の
あるところには設置しないで下さ
い。装置には決して水分がかから
ないように注意し、花瓶など水分を
含んだものは、装置の上には置か
ないようにしてください。

注意
このマークが表示されてい

る箇所には、内部に高圧電流が生
じています。手を触れると感電の恐
れがあります。

注意
取り扱いとお手入れの方法

についての重要な説明が付属の取
扱説明書に記載されています。ご
使用の前に良くお読みください。

注意

1.  取扱説明書を通してご覧く
ださい｡
2.  取扱説明書を大切に保管して
くださ い。
3.   警告に従ってください。
4.  指示に従ってください。

5.  本機を水の近くで使用しないで
くださ い。
6.  お手入れの際は常に乾燥した
布巾を使ってください。
7.  本機は、取扱説明書の指示に
従い、適切な換気を妨げない場所
に設置してください。取扱説明書に
従って設置してください。
8.  本機は、電気ヒーターや温風
機器、ストーブ、調理台やアンプと
いった熱源から離して設置してく
ださい。
9.  ニ極式プラグおよびアースタイ
プ ( 三 芯) プラグの安全ピンは取り
外さないでください。ニ極式プラグ
にはピンが二本ついており、そのう
ち一本はもう一方よりも幅が広くな
っています。アースタイプの三芯プ
ラグにはニ本のピンに加えてアース
用のピンが一本ついています。これ
らの幅の広いピン、およびアースピ
ンは、安全のためのものです。備え
付けのプラグが、お使いのコンセン
トの形状と異なる場合は、電器技
師に相談してコンセントの交換をし
て下さい。
10.  電源コードを踏みつけたり、
挟んだりしないようご注意くださ
い。電源コードやプラグ、コンセン
ト及び製品との接続には十分にご
注意ください。
11.  すべての装置の接地（アース）
が確保されていることを確認して
下さい。

12.  電源タップや電源
プラグは電源遮断機
として利用されている
場合には、これが直ぐ
に操作できるよう手

元に設置して下さ い。
13.  付属品は本機製造元が指定し
たもののみをお使いください。
14.  カートスタンド、三脚、ブラケ
ット、テーブルなどは、本機製造元
が指定したもの、もしくは本機の付
属品となるもののみをお使いくださ
い。カートを使用しての運搬の際

安全にお使いいただくために
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TC1210 空間エキスパンダーをお買い上げいただきありがとうございます。 
このクイックスタートガイドを読んで設定を行ってください。詳細な説明に
ついては､ tcelectronic.com から完全なマニュアルをダウンロードすることを
忘れないでください。

ソフトウェアのダウンロードとインストール

NATIVE 製品と DT Desktop Controller 製品の両方を組み合わせた TC1210 プラグ
インインストーラーは、次のページからダウンロードできます。

www.tcelectronic.com/TC1210-dt/support/

TC1210 プラグインには、アクティブな PACE iLok ライセンス（NATIVE バージョ
ンを購入した場合）または接続されたデスクトップコントローラー（ DT バ
ージョンを購入した場合）のいずれかが必要です。すべてのパラメーターは
プラグインで使用できます。

インストーラーファイル（.pkgまたは.msiファイル）をハードドライブの便利
な場所に保存します。インストーラーをダブルクリックし、指示に従ってプ
ラグインをインストールします。

TC1210 iLok ライセンスをアクティブ化します		 	 	
(ネイティブバージョンを購入した場合）
ステップ	1:	iLok をインストールする
最初のステップは､ www.iLok.com で iLok ユーザーアカウントを作成し､ iLok 
を初めて使用する場合は、コンピューターに PACE iLok ライセンスマネージ
ャーをインストールすることです。

ステップ	2:	アクティベーション
受信したメール（ネイティブバージョンを購入する場合）には、個人のアク
ティベーションコードが記載されています。ソフトウェアをアクティベート
するには､ PACE iLok License Manager のアクティベーションコードの引き換え
機能を使用してください。

無料のデモライセンスを取得する

この手間のかからないオファーを利用して、購入する前にプラグインを試
してみてください。

• 14 日間の試用期間 
•  完全に機能 
•  機能制限なし 
•  物理的な iLok キーは必要ありません
ステップ	1:iLok をインストールする
最初のステップは､ www.iLok.com で無料の iLok ユーザーアカウントを作成
し､ iLok を初めて使用する場合は、コンピューターに PACE iLok ライセンスマ
ネージャーをインストールすることです。

ステップ	2:	無料ライセンスを取得する
http://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-TC1210-native にアクセス
し､ iLok ユーザー ID を入力します。

ステップ	3:	アクティベーション
PACE iLok License Manager でソフトウェアをアクティブ化します。

http://www.tcelectronic.com/TC1210-dt/support/
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TC1210-DT デスクトップコントローラーの接続	 	
(DT デスクトップコントローラーバージョンを購入した場合）

デスクトップコントローラーを起動して実行するのは、これ以上簡単なこ
とではありません。付属の USB ケーブルをユニットの背面マイクロ USB ポー
トに接続し、もう一方の端をコンピューターの空き USB ポートに接続しま
す。デスクトップコントローラーはバスパワーで動作するため、他の電源ケ
ーブルは必要ありません。また、追加のドライバーを手動でインストールす
る必要もありません。

接続に成功すると、デスクトップコントローラーが点灯します。これで、プ
ラグインを DAW のチャンネルに適用して、エフェクトの使用を開始できま
す。このプロセスはソフトウェアによってわずかに異なる場合があります
が、通常は次の手順が必要です。

•  エフェクトを追加する DAW のチャンネルまたはバスを選択します。エフ
ェクトスロット専用のセクションが表示されるミキサーページにアクセ
スします。

•  エフェクトタイプのリストから選択できるメニューを開きます。これに
は、 DAW に含まれている多くのストックプラグインが含まれている可能
性があります。一般的な VST/AU/AAX オプションを表示するためのサブメ
ニューがあるはずです。

•  プラグインは、専用の TCElectronic フォルダーにある可能性があります。 
TC1210 を選択すると、シグナルチェーンに追加されます。

TC1210 が含まれているエフェクトスロットをダブルクリックして、プラグイ
ン UI を表示します。下部に緑色のリンクアイコンがあり、プラグインとデ
スクトップコントローラー間の接続が成功したことを示すテキストが表示
されます。

注意: DT デスクトップコントローラーバージョンを購入した場合も、 iLok 
License Manager をコンピューターにインストールする必要があります。この
場合、 iLok アカウントを作成したり、ライセンスをアクティブ化したりする
必要はありません。

TC1210-DT

Laptop

TC1210 の操作

プラグインをインストールし､ iLok ライセンスをアクティブ化するか､ USB 経
由で TC1210-DT デスクトップコントローラーを接続した後、プラグインをトラ
ックに挿入し始めることができます。

効果の調整は 2 つの方法で行われます。プラグインのユーザーインターフ
ェイスを使用するか、物理的なデスクトップコントローラーを使用します。

プラグインとデスクトップコントローラー機能の両方の詳細については、 
www.tcelectronic.com / tc1210-dt / support / から完全なユーザーマニュアルをダ
ウンロードしてください。
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1.  ヒューズの格納部 /  
電圧の選択: ユニットをパ
ワーソケットに接続する前
に、各モデルに対応した正
しい主電源を使用している
ことを確認してください。ユ
ニットによっては、 230 V と 
120 V の 2 つの違うポジショ
ンを切り替えて使う、ヒュー
ズの格納部を備えているも
のがあります。正しくない値
のヒューズは、絶対に適切
な値のヒューズに交換され
ている必要がありま す。

2.  故障: Music Tribe 認定再販
業者がお近くにない場合は、
当社の web サイトの “Support” 
に記載されているお住まい
の国の MusicTribe 認定フルフ
ィラーに連絡することがで
きます。お住まいの国がリス
トにない場合は、当社の web 
サイトの “Support” にもある 
“Online Support” で問題に対処
できるかどうかを確認してく
ださい。または、製品を返品
する前に、当社の web サイト
でオンライン保証請求を送
信してください。

3.  電源接続: 電源ソケット
に電源コードを接続する前
に、本製品に適切な電圧を
使用していることをご確認く
ださい。不具合が発生したヒ
ューズは必ず電圧および電
流、種類が同じヒューズに交
換する必要があります。

その他の重要な情報
その他の重要な情報




