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ごあいさつ
この度 は、VESttAX DCR‑1200 3バ ン ドアイソレー
ターをお買い上げ頂 きまして誠にありがとうございます。
DCR‑1200は 、プロフェッショナル D」 の意見 をもとに
つくられた全 く新 しいタイプのエフェクターです。本機 の性能
を十分 に発揮 させるためにご使用 の前 に、本取扱説明書 を良 く
お読み頂けます様お願い申 し上げます。

徴

● プロDJの 意見をもとに設定されたデバ イデイング周波数に
より、曲を高域、中域、低域 の 3つ のパー トに完全にセパ レー
ト化す ることができます。
●世界初 の周波数別 のインバー トミックスによ り、セ ンター定
位の音源 を消去可能です。
●サイズ、回転 トルク等の操作性 を高めるために大型 のアル ミ
削 り出しノプを採用 しました。
● ヴォリユームの回転角度が 200度 に設定 されていることに
より、素早いカツ トイン/ア ウ ト操作ができます。
● SR機 器 として、又、パーソナル機器 として も使用可能な様
に、周波数別アウ トプツ トとミックスアウ トプツ トを搭載 し
ました。

●本機 の電源をON/OFFす る場合は、先に必ずパ ワーアン
プの電源をOFFに してから行つて下 さい。パ ワーア ンプの電
源が ONの まま、本機の電源のON/OFFを 行うとスピーカー
を破損 させ る可能性があ ります。
● DCR‑1200の 本体の保証期間は 1年ですが、ヴオリュー
ム、スイッチ等のパーツの耐久力を超えた過酷 な使 い方でお使
いになると、通常パーツの耐久時間として保証 されている時間
(1年 )以 上を 1ケ 月の内にお使いになられることがあ ります。
その場合の部品の交換 につ きましては弊社の判断により実費を
請求させて頂 くことがあります。又、パーツに無理な力を加え
ると破損す ることがあ りますので、本機の性能に疑間が生 じた
場合 には、お買い上げの販売店か弊社サ ー ビス部門までお問い
合わせ下 さい。

安全上 の ご
●電源アダプターをコンセン トか らぬ くときは、必ずアダプター
本体をもって抜いて下さい。無理に コー ドを引つ張た りして抜
くとコー ドを傷めて しまいます。
●水などに濡れた手でプラグを持 って コンセ ン トに抜 き差 しし
ないで下さい。感電することがあ り、大変危険です。
● ビニール等の被覆が切れた り擦れた りして芯線が露出 してい
る電源 コー ドをそのまま使用すると、感電や火災 の原因とな り
ます。又、本機内部に水等 の液体 や可燃物及び ビン等 の金属類
を入れない ようにご注意下さい。感電や故障の原因にな ります。
●本機外装 カバーを取 り外 して内部に手を触れないで下 さい。
この結果生 じた損害、感電や火災等 について、当社は一切のそ
の責任を負い ません。

ア フ タ ーサ ー ビス
●本機には保証書を添付 してあ ります。所定事項 を記入 してお
渡 し致 しますので、記載内容 を御確認 の上 、大切 に保管 してお
いて下 さい。
●保証期間中は、保証書の記載内容 により、弊社サ ービス機関
力彰 麟 します。
●保証期間経過後、または保証書 を提示 されない場合等 につい
てのご不明の場合 は、お買い上げの販売店、または、当社サー
ビスにご相談下さい。
●保証期間経過後、修理によって機能が維持で きる場合 には、
お客様のご要望 により有償修理 させて頂 きます。

常温 (5〜 35℃ )で 、通気が良い、頑丈で電源電圧の変動が少な
アルコールやシンナーなどの溶
い場所 に設置 して下さい。また、
剤で塗装面を拭かないで下 さい。塗装が剥げることがあ ります。

各部 の名称 と

フロ ン ト部
①

POWER 電源スイッチ
本機の電源スイッチです。電源 ON/OFFの 時には、必ず、
パ ワーアンプの電源がOFFで あることを確認 してか ら行 っ
て下さい。

②

BYPASS/EFFECT バイ′ヽス/エ フェク トSw
バ イパスの位置にすると、全ての コン トロールの位置に関係
なく、入力 した信号力 のまま出力されます。

⑦

ERASE LOW/MIX SW 低温城逆相/ミ ックスSW
このポ リュームを回すことにより、低音域の逆相信号が ミッ
クス されセンターに定位 している音 を消す ことがで きます。
例えば、ステレオで聞いている時に、真ん中か ら聞こえて く
るバ ス ドラム等は、このポリューム を右一杯 に回す とリバー
プ音のみにな ります。ミックス SWは このポ リュームの ON
/OFFス イッチ

'そ

③

④

⑤

H: 高音域帯ポ リューム
高音域帯のみの音量 をブース ト/カ ットするボリュームです。
左回 し難
力S/1ヽ さくな り、右
回 しで音量が大 きくなり、12時 の位 置カウヾイパス と同 じ音量
とな ります。シンバル、ハイハ ッ ト系の音 を強調 して、リズ
ムにアクセン トをつけた りするときに使用 します。

リア部
③

:NPUT インプッ ト (PHONEジ ャック)
本機の入力端子です。ミキサーの出力端子から接続 します。

⑨

DiViDED OUTPUT 周波数別出力端子
高域、中域、低域 をそれぞれ異なるス ピーカーで再生する時
に使用 します。

M:D中 部 酬 諄ポ リューム
中音域帯のみの音量 をプース ト/カ ットするポリュームです。
左回 しで音量力Ⅵヽさくな り、右回 しで音量が大 きくな り、12
時の位置カシヽイパスと同 じ音量 とな ります。ボー ヵルソース
やメロディソースだけをカッ トして、 リズムソースだけを使
う時に使用 します。

LOW:延几 OW低音域ポリュームで設定 された音量の信
号のみが出力されます。

MID:④ MID中 音域ポリユームで設定された音量の信号
のみが出力されます。

LOW優

覇 滞 ポリューム
低音域帯のみの音量 をブース ト/カ ットするポリュームです。
左回 しで音量カンヽさくなり、右回 しで音量が大 きくな り、12
時の位置カシヽイパスと同 じ音量 となります。バス ドラム等の
リズムソースのベース音源をカットして、アカベ ラ効果 を出
す時に使用 します。

⑥ ANT!‐ PHASE M:D/MiX SW 中音煽譴鮒νミックスSW
このポ リュームを回すことにより、中音域の逆相信号が ミッ
クスされセンターに定位 している音を消す ことがで きます。
例えば、ステレオで聞いている時に、真 ん中か ら聞 こえて く
る女性ボーカル等は、このポリュームを右―杯に回すとリパー
プ音のみになります。ミックス SWは 、このポリュームの
ON/OFFス イッチです。

HI : ③HI高 音域ポリュームで設定された音量の信号
のみ力｀
出力されます。

⑩

①

MASTER OUT マス ター出力端子
フル レンジス ピーカーで再生する時 に使用 します 。パ ヮー ア
ンプの入力 に接続 して下 さい。
DC IN
電源 アダプターの入力端子です。専用の ACア ダプ ター (DC
15)を 使用 して下 さい。

接 続 例
A)フ ル レンジスピーカーを使用する場合

C)低域、中域、高域それぞれのスピーカーを
使用する場合
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B)フ ル レンジスピーカー と高域スピーカーを
使用す る場合
低域用スピーカー
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仕

様

定格入カ レベル/イ
最大入カ レベル/イ
定格出カ レベル/イ
最大出カ レベル/イ

パワーアンプ

スピーカー

Vestax Corporation

:‑10dBV/47k

クロス トーク
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ld B

:+14d Bm/47k
:‑10d BV/1∞
:+14d Bm/1∞

最大利得
:+4dB±
スロープ
:‑24d B/oct
:+25d B
アンチフェイズ ミックス

SN比
フルレンジ

ンピーダンス
ンピーダンス
ンピーダンス
ンピーダンス

:+90d B以 上
:‑65d B以 上
:DC15V 5∞ mA DC‑15

●仕様及び外装は、改良のため、予告なく変更される事がありますの
でご了承下さい。

