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EXPRESSION PEDAL

Owner's Manual 取扱説明書

The EXP-20 is the expression pedal for Hammond
Organs equipped with a phone-plug type expression jack.

お買いあげ頂きありがとうございます。
EXP-20 はフォ
ンタイプのエクスプレッション端子を備えたハモンド
製品用のエクスプレッションペダルです。

The EXP-20’s light weight but wide travel (20 deg)
and stable construction gives the feel of a classic organ swell pedal.

軽量タイプながら安定感のある構造と広いトラベル
（20 ）で、演奏表現を存分に行えます。
EXP-20 の性能を充分発揮して頂くために、この取
扱説明書をよくお読みください。

Please take the time to read this manual completely
to take full advantage of the features of your EXP20.

Specifications

仕様

Type ................................................ Potentiometer type
Dimension.................................... 9.5(W) x 5.3(H) x 20.3(D) cm
Weight ........................................... 450 g
Cable .............................................. 1.8 m w/stereo phone plug

MIN

方式 ......................................... ポテンショメータータイプ
寸法 ......................................... 9.5(W) x 5.3(H) x 20.3(D) cm
重量 ......................................... 450 g
ケーブル .................................. 1.8 m ステレオフォンプラグ付き

MAX
10kB

Hook-Up
Insert the phone plug of EXP-20 to the EXP. Pedal jack of the instrument.

接続のしかた
EMORY

EXP-20 のフォンプラグを、機器の EXP. PEDAL
ジャックに差し込みます。

PHONES

ケーブルは強く引っ張らないでください。断線
の恐れがあります。

DO NOT disconnect pedal by pulling on the
cable! Damage could result, always grasp plug
to disconnect.

機器にエクスプレッションペダルの設定がある場合
は、“PHONE” “NORMAL” に設定します。

If your instrument has expression pedal parameters, set to “PHONE” “NORMAL”, play your
instrument while moving the EXP-20 pedal to
check proper operation.

機器を鳴らしながら EXP-20 を操作し、音やパラ
メータなどが正常に変化することを確認します。
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保証書
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保 証 期 間
製 造 番 号
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客
様

EXP-20
お買い上げ日

年

月

日から本体１年間
様
販
売
店

電話番号

店名
住所

電話番号

本製品は厳密なる品質管理および検査を経て製造したものです。本証は、
お買いあげ後正常なご使用状態のもとで万一発生した故障について、保
証規定の内容により無料で修理及び調整を行うことをお約束するもので
す。
なお、本証は紛失されましても再発行いたしませんので大切に保管してく
ださい。

★ご販売店さまへ
この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするも
のです。贈答品、記念品の場合も含めてお買いあげ日、貴店名、住所、電話
番号を必ずご記入ください。
★個人情報の取り扱いについて
ご記入頂きました個人情報は配送・アフターサービスに利用させて頂き
ます。お客様から頂いた個人情報は（株）鈴木楽器製作所（以下、当社）の
個人情報ポリシーに則り厳重に管理し、当社ならびに当社関連会社以外
の第三者には一切提供いたしません。

保証規定
１． 説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上
げ後１年間、無料で修理いたします。
２． 保証期間内に万一本製品が故障した場合には、お買い上げの販売店
または鈴木楽器製作所にご依頼の上、修理に関して本証をご提示くだ
さい。
３． 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
イ お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが適当でないために
生じた故障、損傷の場合。
ロ 誤用、乱用および取扱い不注意による故障、損傷の場合。
ハ 火災、地震、水害及び盗難などの災害による故障。
ニ 離島および離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合には、
出張に要する実費を申し受けます。
ホ 不当な修理や改造及び異常電圧に起因する故障。
ヘ 本証の提示がない場合及び必要事項（お買い上げ日、販売店名
等）の記入がない場合。
ト 他メーカーの機器に接続された場合。

４． 本証は日本国内にのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
お客様へのお願い
１． 本証にお買い上げ日が記入されているかお確かめください。
２． 本証は、特別な場合（天災、盗難等による消失）
を除き再発行致しかねます
ので、大切にご保存ください。
３．ご転居後の故障の場合の修理については、鈴木楽器製作所にお申し付け
ください。

株式会社
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