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お客様へ
この度は、Warwick の新しい楽器のご購入、おめでとうございます。Warwick ベースのすぐにそれとわかる個性的なサウンド
と “メイド・イン・ジャーマニー” が意味する高い品質を評価していただいたとすれば、あなたの判断が正しかったことに疑
いの余地はありません。

Warwick で働くすべての仲間たちの創意工夫や冒険心、数え切れないほど多くの技術革新、最先端の技術、倦むことのない献
身的精神は、世界中の熱心なファンの皆さんから高く評価していただいており、彼らは他のメーカーの手本にもなっています。
世界的な成功を収めたミュージシャンたちは、何十年にもわたって自身の愛用する Warwick の楽器と “木のサウンド” に信頼
を置いてきました。

今日すでに、Warwick のデザインは模範とされるようになっており、そこには常に革新性や楽器に必要な時代性が盛り込まれ
ています。木材やピックアップ、カラー・バリエーション、仕上げなどが通常のものと異なるカスタム・モデルには、世界中
のあらゆるベース・プレイヤーの心をときめかせるだけの魅力があります。
私たちの製品に満足していただいているオーナーの方々の存在や、会社の世界的な成功は、Warwick の哲学が正しい方向性を
持っていることを証明しています。私たちの成功にとってもっとも大切なのは、オーナーの方々です。なぜなら、オーナーの方々
は、望みうる最高の製品と、望みうる最高のカスタマー・サービスのためにお金を出してくださっているからです。

私たちは、あなたが新たに購入なさった Warwick ベースで大いに楽しんでいただけるように願っております。

ハンス・ペーター・ヴィルファー
Hans Peter Wilfer
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1) 弦の張り方／チューニングの手順

ブリッジのストリング・ホルダーに弦のボール・エンドを引っか
けます。片方の手でボール・エンドを押さえたまま、もう片方の
手で弦をペグに引っかけます。

ペグの位置から 12cm ほど余分な長さのところで弦を切り
ます。ペグのポストに弦を巻きつけるので、この程度の長
さの余裕が必要になります。

ペグのポストには溝が切ってあり、中央には穴が開い
ています。弦を巻きつける前に、この穴に弦の先端を差
し込みます。この方式だとポストの横から弦がはみ出さ
ず、巻きが乱れることもないので、チューニングが安定
します。

弦を引っ張りながら、ポストに巻きつけます。
こうすると弦がすべらず、チューニングの安定性が高
まります。

1）ペグ　―　弦の張り方／チューニングの手順
ペグ：
すべての Warwick ベースは、高品質で精密なペグを装備しています（ギア比 20：1）。Warwick のペグは自己潤滑性
のギアを密封したタイプで、チューニングの安定性が高く、メインテナンスの必要がありません。

ペグは操作性を高めるために、ツマミがプレイヤーの
方を向くようにして取り付けられています。

ペグの回転トルクは、ドライバーで調節できます。
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2）トラス・ロッド・カバー／トラス・ロッドの調節
トラス・ロッド・カバー：
Warwick ベースのトラス・ロッド・カバーは、必要な時、すぐにトラス・ロッドを調節できる仕組みになって
います。カバーのロック機構は、マイナス・ドライバー 1 本で解除できます。

トラス・ロッドの調節：
正しく調整されたネックは、ほんのわずか順反りしています。ネックの状態を確認するには、最低音弦の 1 フレット
と最終フレットを同時に押さえて、7 フレットのところでフレットと弦の距離を確認します。その距離が 0.6 ～ 1mm
の範囲内にあれば正常です。この値は、各弦のアクション（弦高）とは無関係です。

A 方向＝逆反り

B 方向＝順反り

トラス・ロッド・キーを時計方向（A 方向）に回すと、トラス・ロッドが締まってネックが逆反りになり、トラス・ロッド・
キーを反時計方向（B 方向）に回すと、トラス・ロッドが緩んでネックが順反りになります。トラス・ロッドを回し
た効果はすぐには表れないので、この調節は少しずつ段階に分けて行うようにしてください。効果は調節から 1 時間
ほど経ってから確認し、翌日もういちど確認するのが良いでしょう。その時に必要があれば、ふたたびトラス・ロッ
ドを調節します。

湿度が変化した時、とくに季節の変わり目や天候の変化が激しい時などには、ネックの状態を確認し、必要に応じて
トラス・ロッドを調節してください。

チューニングのしやすさと安定性を確保するには、弦
がポストに 2 ～ 4 回程度巻きつくぐらいが理想です。
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3）ナット／ブリッジ

ナット：
Just A Nut III は 2007 年以降標準装備となっています。2010 年 6 月より、Just A Nut Ⅲは、グラファイト製（ボルトオン・
モデル）とベルブラス製（スルーネックモデルならびにカスタムショップモデル）の 2 種類の素材となりました。

ナット位置の弦高調整には、付属の 1.5mm の六角
レンチを使用します。

Just-A-Nut III Brass

3 フレットの位置で弦を押さえます。 1 フレットと弦の距離を確認します。この距離が、名刺
1 枚の厚さに相当する 0.3mm を超えないようにしてく
ださい。

ブリッジ：
Warwick の 3-D ブリッジは、フローティング・ブリッジの高さ調整機構に加えて、より細かな調節すなわち、イント
ネーション（オクターブ・ピッチ）や弦の間隔、指板の曲率に合わせた個々の弦高調節といった機能を備えています。

まず、付属の 2.5mm の六角レンチで固定ネジ（1）を緩めると、ブリッジの固定が解除され、調整ネジ（2）で調節
できる状態になります。個々の弦の高さと間隔を調節するには、付属の 1.5mm 六角レンチで固定ネジ（3）を緩めて、
サドルの固定を解除します。この状態で、サドルを左右に動かして弦同士を好みの間隔に調節できます。この段階で、
1.5mm 六角レンチで調節ネジ（4）を回せば、個々のサドルの高さも調節できます。弦が指板のカーブに沿った形に
なるのが理想です。また、イントネーション調節ネジ（5）は、ドライバーで調節できます。ブリッジとナットの間
の弦長は、ネジを時計方向に回すと長くなり、反時計方向に回すと短くなります。調節が終わったら、固定ネジ 1 と
3 を締めて、調整がずれないようにします。

3
1

2

4
5
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TEAM BUILT Series の標準弦：

Warwick レッド・ラベル弦（コンピューター設計によるステンレス・スティール弦）：
4-string: .045" .065" .085" .105" (42200M)
5-string: .045" .065" .085" .105" .135 (42200M プラス 42135TC 単体弦 )
6-string: .025 “ .045" .065" .085" .105" .135 “ (42401M6 025 / 135 “)

注意！！！
.125 インチよりも太い弦を張る時には、テーパード・コア・タイプの弦の使用を強くお勧めします。通常の弦だと、ボー
ル・エンドがストリング・ホルダーに入らない恐れがあります。テーパード・コア・タイプの Warwick レッド・ラベル・
ステンレス・スティール弦は、.130 インチ（42130TC）と .135 インチ（42135）のゲージのものが用意されています。

5） ピックアップについて

Warwick 社では、すべてのベースの標準モデルにドイツの MEC（Music Electronic Company）、Seymour Duncan、
EMG 社製のピックアップを採用しています。両社は一致協力して、市場に新しいアイディアを提案し、高品質の製品
を提供しています。詳しくはウェブサイト：
http://www.mec-pickups.de、　http://www.seymourduncan.com、http://www.emgpickups.com      をご覧ください。

工場出荷時の調整：
工場出荷時には、最低音弦と最高音弦の最終フレットを押さえた時、弦とピックアップの距離が 2mm になる
ようにピックアップの高さが調整されています。

6） 全モデルのコントロール

4） 弦について

Corvette Standard active / Thumb BO
（アクティブ・ピックアップ／ 2 バンド・アクティブ・プリアンプ）

ボリューム（プッシュ・プル）/ ピックアップ・バランス / トーン）

＊ボリューム・ノブを引き上げると、内蔵のアクティブ・プリア
ンプがバイパスされ、トーン・コントロールが効かなくなりま
す。

＊＊上のノブはトレブル、下のノブはベースを、それぞれブース
トおよびカットします。

Corvette Standard passive
（パッシブ・ピックアップ／パッシブ・コントロール）

ボリューム / ピックアップ・バランス / トーン

    

  

    

  

Volume (Push/Pull)*

Balance

Treble/Bass Volume

Balance

Tone
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Corvette$$/ Idolmaker Bass
（パッシブ・ピックアップ /2 バンドアクティブ・プリアンプ）

ボリューム（プッシュ・プル）/ ピックアップ・バランス / トレブ
ル / ベース ）
 
＊ボリューム・ノブを引き上げると、内蔵のアクティブ・プリア
ンプがバイパスされ、トーン・コントロールが効かなくなります。 
＊＊（N= ネック側ピックアップ、B= ブリッジ側ピックアップ）
上→ハムバッカー（直列）
中→シングル・コイル
下→ハムバッカー（並列）

Bass

Balance

Volume / Push Pull

Treble

Streamer LX /Streamer Stage I
アクティブ・ピックアップ／ 2 バンド・アクティブ・プリアンプ）
ボリューム（プッシュ・プル）／バランス／ベース／トレブル

＊ボリューム・ノブを引き上げると、内蔵のアクティブ・プリア
ンプがバイパスされ、トーン・コントロールが効かなくなります。

*

*

Volume/Neck

Volume/Bridge Tone/Neck

Tone/Bridge

3way toggle switch

Streamer CV 
（パッシブ・ピックアップ／ 2 バンド・パッシブ・プリアンプ） 

* トレブル及びベースのコントロールは EQ 回路が無いパッシブ
コントロールとなっています。高域・低域の周波数がカットされ
る構造となります。アンプやアンプの設定によっては変化が解ら
ない場合もあります。

Star Bass II
（パッシブ・ピックアップ／パッシブ・コントロール）

ボリューム（ネック側）／ボリューム（ブリッジ側）／トーン（ネッ
ク側／ トーン（ブリッジ側）        
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7）ボディー、ネック、指板の手入れについて

カラー・オイル・フィニッシュ / サテン・フィニッシュ：

木目の際立った木地が見える艶消しで無色の塗膜は、カラー・オイル / サテン・フィニッシュの最大の特徴です。木
地着色（カラー・オイル・フィニッシュ）するか、あるいは自然のままの木地（サテン・フィニッシュ）に、艶消し
の透明ラッカーを薄く塗ったもので、無色の塗料で木地を密封したこの手の・フィニッシュは、とくに手入れをする
必要はありません。表面が汚れた場合には、湿らせた布か、あるいは研磨剤を使用していないスプレー式のクリーナー
できれいにしてください。

ハイ・ポリッシュ・フィニッシュ：

ハイ・ポリッシュ・フィニッシュには、光沢のあるラッカーが使用されています。木地は塗料で完全に密封され、表
面は木目の凹凸が感じられないほど滑らかな、ガラスのような平面に磨き上げられています。外観の手入れについて
はカラー・オイル・フィニッシュと同様、手入れの方法は限定されます。汚れは湿った布か、この種の・フィニッシュ
に適したスプレー式のクリーナーで落とします。あるいは、適切な研磨剤を使用すれば、軽微な引っかき傷や使用痕
を消して元の輝きを取り戻すこともできます。

ネックの手入れについて
ナチュラル・オイル・フィニッシュのネックは、Warwick 社製のビーズワックスによる手入れが可能です。ポ
リッシング・クロスで円を描くようにしてビーズワックスをネックに塗布し、2、3 分置いてから乾いた布で余分なワッ
クスを拭き取ってください。

指板の手入れについて
Warwick ベースの標準的な指板は塗装されていないので、表面が荒れたり劣化したりしないように、定期的な手入れ
が必要です。指板の清掃や保護には、専門店で販売している専用の製品をお使いください。目的の効果を得るために、
製品の取り扱い説明書をよくお読みください。指板の手入れには、Warwick 社製のビーズワックスもご使用いただけ
ます。
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Easy Access（TM） Electronics Compartment

裏蓋を外すにはまず、2 つのラッチを爪で同時に押します。

そのまま裏蓋を両手で持ち上げると外れます。

8）イージー・アクセス・エレクトロニクス・コンパートメント
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9）セキュリティ・ロック

すべての Warwick ベースには、Warwick セキュリティ・ロックが付属しています。

組み立て方：

外側にネジの切ってあるパーツをストラップの穴に通
します。

ストラップの反対側からワッシャーを通します。

ナットをねじ込み、レンチで締めます。 セキュリティ・ロックのボタンを押すとラッチが外れ、
ストラップの付け外しができます。

10）ユーザー・キット
Warwick ベースには、Warwick ユーザー・
キットも付属しています。キットには、以下の便利な
用品が含まれます。

ビーズワックス（ナチュラル・オイル仕上げのモデル
にのみ付属）
トラス・ロッド調整工具（六角レンチ）
Warwick ポリッシュ・クロス
1.5mm 六角レンチ
2.5mm 六角レンチ
保証書




