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ごあいさつ
この度は、USBオ ーディォインターフェース VA卜80を お買い上げいただき

まして誠にありがとうございます。本機の性能を最大限に発揮するためにも、
この取扱説明書をよくお読み下さるようお願いいたします。
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ご使用上の注意

設置について
●テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ画面に色むらが発生したり、ラジオから雑音が出ることがあ|り ます。この場合は、この機
器を遠ざけて使用して下さい。

お手入れについて
●通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞った布で汚れを拭き取って下さい。汚れが激しいときは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭
き取ってから、柔らかぃ布で乾拭きして下さい。

●変色や変形の原因となるベンジン、シンナー及びアルコール類は、使用しないで下さい。
●故障の原因とな|りますので、市販の接点復活剤・潤滑スプレーの中でも、シリコンオイル製スプレーは使用しないで下さい。

修理について
●お客様が本機を分解、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合がございます。
●当社では、この製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、6年間保有します。この部品保有期

間を修理可能な期限とさせていただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可能な場合があ:り ますので、お買い上げ
のお店または、当社商品の取扱店にご相談下さい。

その他の注意について
●入出力端子等に過度の力を加えると、故障の原因とな

'り

ますのでご注意下さい。
●ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐ為に、プラグ自体 (頭の部分)を持って行うようにして下さい。
●音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからないように、特に夜間は音量に十分注意して下さい。

ご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人 へ々の危害や損害を未然に
防止するために、いろいろな絵表示をしていますので「安全上のご注意」の内容をよくご理解下さいますようお
願い致します。

△  
電蟹響与 この表示を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△  
尭L民試 耀 票t薔督よ手

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される
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絵表示悧
⑪
一

●  記号は禁上の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な表示内容 (左 図の場合は分解禁止)が描かれています。

△ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な表示内容 (左図の場合は指をはさまれないように注意
が描かれています。

△ 警 告

③……………誡
水槽での使用禁止

注 意

●5年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器の内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因とな

ることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店などに中 談してください。

●ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を

与えることがあ|′ます。

●調理台や加湿器のそばなど湯煙が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあ|り ます。

●ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れた。りしてけがの原因となることがあります。

●窓を開めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に湿度が高くなる場所に放置しないでください。部品に悪い影響を与え、火災の原因と

なるこたがあります。

●湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

本機の特長

VA卜80は ユニークなデザインに、他のオーディオインターフェイスにはないEQノ ブを備えた
ライブ仕様のオーディオインターフェイスです。マルチチャンネルの録音 0再生が可能であり、
DJア プリケーションにはもちろんのこと、DAWア プリケーションにも柔軟に対応できる高音質
を誇ります。
―モノラル4in/ス テレオ2 out、 XLR出力(2ch)、 ヘツドフオンモニター出力、MIC/MI入力。
‐USB端子からの電源供給により動作する、USBバ スパワー方式を採用 し、コンパク トなメタル

ボディは持ち運びも容易で、耐久性にも優れています。
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動作環境

本機 をご使用になるコンピュータシステム環境は以下の通 りです。

Windows
・CPU intel PenJum l‖ 450MHz以上
・ OS Windows XP/Vista
・ USBポー ト (HuBの使用は控 えて ください)

・ RAM 512MB以 上

Macintosh
o CPU Power Macintosh G4以 上
・ OS Mac OS X10.4以 上 (推奨 10.5)
O USBポー ト (HuBの使用は控 えてください)

・RAM 512MB以上

各部の名称と説明

トップパネル

フロントパネル

左サイ ドバネル 右サイ ドパネル

リアパネル
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☆ トップパネル

(左 )

① ―GAIN:lNPUT lと 2のゲインを調整

② -OUTPUT EQ HI/LOW 1 0UTPUTlと 2のEQを調整

③ ―LEVEL:OUTPUT lと 2の音量を調整

(右 )

④ ―GAIN:INPUT 3と 4のゲインを調整

⑤ -OUTPUT EQ HI/LOW:OUttPUT 3と 4の EQを 調整

⑥ ―LEVEL 1 0UttPUT 3と 4の音量を調整

☆左サイ ドバネル

⑦ ‐USBポー ト:USBケ ーブルを接続 します

③―:NPUT:外部オーディオの出力をRCAピ ンケーブルで接続します
⑨ ―LED METER:LED METERの表示 を入力/出力で切 り替 えます

☆右サイ ドパネル

⑩ ―POWerス ィッチ :電源のON/OFF。 電源アダプタ使用時は、"ADAPTOR"に します。
(本品にアダプターは付属 されていません)

① ‐OUTPUT:VA:‐80の オーディオが出力される。

⑫ ―PHONES:ヘッドフォンの出カチャンネルを選択します。

☆フロントパネル

⑬ ―MIC/Mlボ リューム :マ イクや楽器をフォンケーブルで接続します。音量調節はツマミ
で行います。3、 4ch inputに 割り当てられます。

⑭ ―PHONES:ヘ ッドフォンを接続します。音量調整はツマミで行います。

☆リアパネル

⑮ -OUTPUT:マ スターアウト出力。XLRケ ーブルを接続。1、 2 outputに 割り当てられます。

付属品

1.取扱説明書

2.USBケ ーブル

3.CD― ROM
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インストールと設定方法

本機の接続 とドライバインス トール :

(Windows/Macintosh)
1.VAl‐ 80の USBポー トとコンピュータのUSBポー トを、USBケーブルにて接続 します。

注意 :デスク トップ機の場合は、背面のUSBポー トに接続 してください。
2.VAI‐80の Powerス イッチを “USB''に します。
3.自 動的にコンピュータに認識が開始されます。

OVAI‐ 80が コンピュータに認識されたことを確認するには、以下の操作を行ってください。

(MacintOsh)
1.Audio MIDI設 定を開きます。
Madntosh HD→ アプリケーション→ ユーティリティ→ Audio MIDl設 定

2.「 オーディオ装置」のタブを開き、プルダウンメニュー内に「Vestax Audio(或 いは
VA!-80)」 の表記があることを確認します。

※Madntoshの 場合は、特別なドライバのインストールは必要ありません。
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(Windows)
1.CD-ROMAO [ASIO4ALL_2_9_English.exel Av { =)t f )tv2 U'y t t,gt"

2.イ ンス トーラが起動 しますので、画面の指示に従い “Next"を クリックします。

3.使用許諾画面が表示されます。使用許諾に了承できましたら"l acceptthe terms・・・."に
チェックを入れて、 “Next"を クリックします。
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4.ド ライバ以外のオプションを選択します。 (特 に必要としない場合は、 “Next"を クリック
します。

5.プログラムをインス トールする場所を選択 します。特に指定がなければ、そのまま

“lnstall"を クリックしてください。インス トールが開始されます。

=■
:二I三‖三淵八釉型隋鐙舅

6.こ の画面が表示されれば、AS104ALLの インストールは完了です。「Finish」 をクリック
してください。

‐鮒亦 響野響 警‐瞥摯|■彎響警

勒 響 臨 癬 嶽 織鑽彎 誉
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<ア プリケーションでの設定方法>

(イ列 :Traktor Pro)

※各アプリケーションによってAS10ド ライパの設定は異なりますので、
詳細については、各々のアプリケーションのマニュアルをご参照 ください。

1.ア プリケーションを起動 して、Preferencesか ら “Audio Setup"を 開きます。
2.Audio Deviceか ら “AS104ALL" を選1沢 します。

3.「SetJngs」 を開 き、「Vestax Audio(或 いはVAI‐ 80)」 を選択 します。

以上でVAI-80の インス トールは完了です。
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主な仕様

INTERFACE
l.lnterface

USB spec version l.1
USB audio class spec version l.0

ANALOG AUD10
1.Analog lnput

LiNE
:rnpedance
Hi¨ z
lrnpedance

2.Analog Output

4 channel analog inputs
100k ohm
l channel analog inputs
lM ohm

・RCA Pin」 ack

¬/4 PHONE Jack

UNBALLANCE
!rnpedance
BALLANCE
!rnpedance
Headphone

3.EQ

DIGITAL AUDIO
l.Sample Rates

44.lk{z
2.A/D Converter

resolution
dynamic range
frequency response

3.D/A Converter
resolution
dynamic range
frequency response

:4 channel analog outputs
:1kohm
: 2 channel analog outputs
: 1k ohm(minimum load:
:41mW + 41mW (47O')

-RCA connectors

.XLR connectors

LOW i70Hz -16dB^´ 16dB
H:  :15kHz -16dB～ 16dB

1 6bit

103dB
20～20kHz(@fS=44.lkHz)

1 6bit

106dB
20～ 20kHz(@fS=44.lkHz)

D:MENS10N
121(W)x47(H)x140(D)mm

WEIGHT
600g

※仕様及び外観 は、改良の為予告 な く変更することがあ ります。

接続例

例1 録音 例2 DJプ レイ

ターンテーブルターンテーブル

ミキサー
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故障かな?と思つたら

A)コ ンピュータがVAI‐ 80を 認識 しない。

―VAI‐ 80の電源は入っていますか ?

―USBケーブルは正 しく接続されていますか ?

他̈のUSBポー トでの接続をお試 しください。
一別のUSBデバイスの接続を外 してみてください。
―ウィルス検知ソフ ト/セ キュリティソフ トをご利用の場合は、一時的にソフ トを停止 してください。
‐USBハブを使用 している場合は、VAI-80を コンピュータのUSBポー トに直接接続 してみてください。

B)VA:-80を接続 してもコンピュータから音が出ない。

―VAI-80の ボリュームノブは上がっていますか ?

―アプリケーションでの設定は完了 していますか ?

―オーディオケーブルは正 しく接続 されていますか ?

保証、アフターサービスについて

保証とアフタ…サービス 鱒すぉ読みください

保肛●は必す「お買い上げ日 販売店名」

●0記入をお腋かめのうえ 娠発店から受

取つていただt内審をよくお読みの後、大

切に保管してください。

臨 品∴踊

補

`用
性能部品の最

`保
有用日は、製造■

この用饉は適産雀の指導によるものです.

性能部品と き その製品の機能をは持する

●に必要な部屋です。

不現4激鮨歴理亜ヨ臣西磯翅遡讃1二 |

修理に蘭するこ相談並びにこ不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をこ依頼ください。

|■ 凛1饉|1角11面 ■■||ほ ■||

俸理に際しましては保肛書をこ掟示ください。

保肛書の規定に従つて修理させていただきます。

1‐ 勢 饉獅 間が通 |ぎ てしヽ る.と をは

修理すれば使用できる場合には、こ希望により修理させていただきます。

見薇 りの必要な場合はあらかしめお伝えください。
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CONGRATUW10NS!
Thank you for purchasing Vestax's VAI-80 USB Audio Interface.
We suggest that you read through this owner's manual thoroughly to enjoy this
product safely and in knowledge of all its specialfeatures and suitable applications.

CONttENTS

PRECAU丁10NS FOR USE………………………………………………………………11

:MPORTANT SAFEGUARDS…………………………………………………………‐-12

FEATURES …………………………………………………………………………………………………………13
SYSttEM REQUIREMENttS …………………………………………………………‐13
PARtt NAMES&FUNC丁 10NS… ……………………………∵………………………13

ACCESSORIES ……………………………………………………………………………14

DRiVER INSTALL&SETTINGS‐ ……………………―……………………………15

SPECIFICAT10NS… …………………………………………………………………………‐19

CONNttC丁10NS‐ ……………………………………………………………………………・19

CAUT10N:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER(OR BACK)
NO USER‐ SERVICEABLE PARTS INSIDE

REFER SERVIC:NG TO QUALiF:ED SERVICE PERSONNEL

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is
intended to alert the user to the presence of uninsulated 'dangerous voltage"
within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to consitute a
risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user
to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions
in the literature accompanying the appliance.

丁O RED∪ CE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS APPLIANCE丁O RAIN OR MOIST∪ RE.

△
△
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