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‑0サ ー ビスについて

この度は、VESTAX DSG‑05デ ジタル・サ ンプラー
・ギ
アをお買上げ戴きまして誠にありがとうございます。
Dと G‑05は ベスタクスのデジタル技術を駆使 してハ イ
クォリティ、ロー コス トを実現 し、D」 を中心 と したあ
らゆる用途に対応す るよう設計 されたデジタル
・サンプ
ラーです。

*2つ のサンプリングバ ンクを持 った、最長サ ンプ リングタイ
ム 10秒 のデジタル サンプラーです。

*PLAY/RECが ワンタッチで操作でき、サンプリングのス
ター ト/ス トップのポイントも任意に決められます。

*RECモ ー ドはFttL TIME(10秒 )と rRAUSE(10秒 の中に
コマ切れにサンプリング)の 2モ ー ドが選択出来ます。

*PLAYモ ー ドは L00P(繰 り返 し再生)と TRIGER(ボ タン
を押 している間は繰 り返 し再生)の 2モ ー ドが選択できます。

*サ ンプリングタイム調整を素早 く行うため、TIME調 整は 40
mフ ェーダーを採用 しました。加えてLEDの 点灯により、ビー
トタイミングを確認できます。

*コ ンパク トなポケ ットサイズです。

1.本 機には保証書を添付 してあります。お買い求めの際に販売
店で所定事項を記入してお渡 しいたしますので、記載内容を
ご確認の上、大切に保管 して下さい。なお保訛識は再発行 い
たしませんのてご注意ください。
2.保 証期間はお買い上げ日より1年 です。保証期間中は、保証
書の出製内容により、弊社サービス機関が修理致 します。
その他詳細につきましては保証証をご参照ください。
3.保 証期間経過後、または保証書を提示されない場合の修理な
どについてご不明の場合は、弊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は、お
枷
凛 望により右利修理いた します。
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使用上のご注意
●床機はACア ダプター専用です。交流CAC)電 源や他の異ス

電圧の直流電源に直接つないで使用す ることはできません。
なお、電源周波数 (50Hzま たは60Hz)の 調整は不要です。
●電源アダプターをコンセ ン トから抜くときは必ずプラグを持 っ
て抜いて下さい。無理に コー ドを引 っ張 っ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
ないて下さい。感電することがあり、大変危険です。
● ビニール等の被膜が切れたりこす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。また、本機内部に水等の液体や可燃物および ピン
等の金属類をいれないようにご注意下さい。感電や故障の原
因となります。
●本機外装カバーを取はず して内部に手を触れないで下さい。
この結果生 じた損傷、感電や火災等について、当社はその責
任を負いません。

常温G― FC)、 通風が良い、頑丈で電源電圧の変動が少ない義
所に設置 して下さい。アルコールや シンナー等の溶液で塗ユ
を拭かないで下 さい。塗装がはげることがあります。
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入カジャックです。 ミキサーのAUXセ ン ド、又はミキサー、
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出カジャックです。 ミキサーのAUXリ ター ン、又は ミキ
サー、ノ｀ワーアンプ、
プリアンプ等の入力と接続 して下さし、
⑮ DCIN
専用ACア ダプタ DC‐ 9を 接続 して下さい。
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各部 の 名称 と機能
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フ ロン トパネ ル
①

POWER SW
本機の電源スイ ッチです。電源 をONに してか ら約 30秒間、
メモ リーをク リアーにするために出力が ミュー トされ、タ
イムLEDが 順次点減 します。その間は 、操作できません
のでご注意下さい。

②

OVER LORD LED

過大入力時に点灯 します。このLEDが 点灯 しない様に、
入
の ミキサー等の出力を設定 して下さい。
― ON/OFF SWITCH
③ DRY
ドライ音(エ フェク トのかか ってない音)を 出力す るか、 し
な しか決定するスイ ッチです。

SAMPLER VOLUME

全ていっばいになった時点でサンプリングは終了 します 。
サンプリングを している間、タイムLED力 ｀
点灯 します。
Piay■ ■―ド

C)L00P

⑪REC/Playス イッチを押す と、設定 したバ ンクのサ ン
プリングされた音が、繰 り返 し再生するモー ドです。

③

()TIME

サンプリングタイムの調整を行なうポ リュームです。フェー
ダーが手前の位置でサンプリングタイム最長となります。

サ ンプラーの再生音量を調整するポ リュームです 。

*SAMPLING MODE SELECT SWITCH:
INDICATOR

、
⑤〜③はサ ンプ リングモー ドを選択するスイ ッチです。
REC■ ■―ド

C)FULL

設定 したバ ンクの長さいっばいまで、曲の 1つ のパー トを
サ ンプ リングす るモー ドです。①REC/Play SWを lP
USHで RECス ター ト、2PUSHで RECス トップとなりま
す。2PUSH目 を押さない場合は、バ ンクのメモ リーが全
ていっばいになった時点で 自動的にサ ンプ リングば終了 し
ます。サ ンプ リング している間、タイムLEDが 点灯 しま
す。
⑥

PAUSE

設定 したバ ンクの長さいっばいまで、曲の複数のパ ー トを
サ ンプ リングするモー ドです。 ①REC/Play SWを
l PUSHで RECス ター ト、2PUSH日 でmCポ ーズ、
3PUSH目 でRECス ター トとなり、バ ンクのメモ リーが

TRIGER

⑪REC/Playス イッチを押 している時のみ設定 したバ ン
クのサンプリングされた音が再生され 、押 し続けると繰 り
返 し再生されます。一度スイ ッチを離すと再生は中断され、
再度押 した時はサ ンプリングされた内容の頭か ら再生を開
始 します。

⑩

BANK

サンプリング、又は再生するバ ンクを選択す るスイ ッチで
す。各バンクのサンプ リングタイムは、最後にサンプ リン
グした時間と運動 しますのてこ注意下さい.
⑪

REC/Play SWITCH,INDICATOR

RECモ ー ドの時には、RECス ター ト,ス トップ(ポ ーズ)
SWと なり、REC時 にLEDが 点灯 します 。Playモ ー ド時
にはPlayス ター ト,ス トップSWと なりPlay時 にLEDが
点灯 します。
⑫

TIME LED

サンプリング又は、サ ンプープリングされた音が再生す る
時 に順次点減 します。又RECモ ー ド、PAUSEセ レク ト
時ミサ ンプリングする際の タイミングをはか る 目安に して
下さい。

