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ご あ い

だ
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パ ーソナル・ マルチ トラック・ レコーダーをお買い上
このたびはベスタクス MR‑66
げ下さいまして,ま ことにあ りがとうございます。
本機は 6ト ラックのカセ ット◆レコーダーですが,本 体だけでも録音から ミックス・ ダウン
までできるように, トリムのついた入力部とモニターとしてテープ出カ ミキサーを内蔵 して
います。また,外 部 ミキサーを使え￨工 さらに本格的な レコーディングが可能です。
本機 に機能を最大限に発揮させるとともに,末 永 くご愛用いただ くためにも,ご 使用前にこ
の取扱説明書をよくお読みいただき,正 しい取扱方法を ご理解の上,ご 使用下さい。

安

全

上

の

ご 注 意

●本機は交流 (AC)電 源 100V専 用機です ので,直 流電源や他の異なる交流電源 に直接
つ ないで使用す ることはできません。
●長時間使用 しないとき,ま た外出時には電源 プ ラグを必ず コンセ ン トか ら抜 いておいて下
さい。
●電源プ ラグを抜 くときは,必 ずプ ラグを持 って抜いて ください。無理 に コー ドを引 っば っ
て抜 くとコー ドを傷 め ます。
●本機外装のカパ 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 じた損傷,感 電
や火災につ いては当社 はその責任を負 いません。
●本機内部に水やその他の液体,可 燃物,金 属類などを入れないように して下 さい。感電や
故障の原因 とな ります。
●水などに濡れた手でプラグを持 って コンセ ン トを抜き差 ししないで下 さい。感電す ること
があ り,大 変危険です。
● ビニールなどの被膜が切れた 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。

使

用

卜の 御

注 Л蘇

● レコーデ ィ ングが正 しく行われるよ う=ヘ ッ ド部のク リーニ ング,消 磁などのメイ ンテナ
ンスを定期的に行 って くだ さい。
●本機 の レコーダー部はテープス ピー ドが 4.8 cm/sec及 び 9.5 cm/seCで クロームテープ専用
となっています。テープはC‑90タ イプをおすすめ します。
● マルチ トラック・ レコーデ ィ ング時は片道録音,片 道再生 ですので,誤 消去に御注意下 さ
い

。

●本機は DBXノ イズ リダクション・ システムを使用 していますので ドルピーBノ イズ・ リダ
クションで録音 されたテープは正 しく再生できません。
●カセ ットテープはゴ ミ,ホ コ リの多い場所,高 温,多 湿の場所,強 い磁場を発生 している
場所での使用,保 管は避けて下さい。
●ラジオやレコー ドか ら録音 した ものは個人的に楽 しむなどのほかは,著 作権法上,無 断で
使用する事はできません。

設

置

Lの

御

注 意

●本機は常温 (5〜 35度 C),通 風が良 く,電 源電圧 の変動が少な く,頑 文で平 らな場所
に設置 して下 さい。
● ホ コ リはテープや ヘ ッドの大敵です。湿気 もテ ープによ くあ りません。
●電源電圧 の変動 があるとテープ走行等に問題がでますので,ご 注意下 さい。
●アルコールや シンナ ー等 の溶剤で塗装面をふかないで下 さい。塗装 がはげる場合があ りま
す。
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●本機には保証書を添付 しております。所定事項を記入 してお渡 しいた しますので,記載内
容を御確認の上,大 切に保管 して下さい。保証書 に御購入店印の無い物は無効とな りますの
で御注意下さい。
●保証期間中は,保 証書の記載内容により当社サービスが修理を承 ります。御購入店経由で
修理にお出 し下さい。
●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。
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各 部 の 名 称

と 機 能

入 出 力 部
〔1〕

LEDピ ークレベル・メーターMETER(LED

Peak Level Meter)

のメーター切り換えスイッチにより選択された各 トラックごとの入力,ま たはプ
レイパ ックのレベルを LEDに より表示 します。
録音の場合= O dBの LEDを 目安として,こ の LEDが 点滅す るように 〔トリム〕 と
(5〕 レベルで調整 して ください。 これが点灯状態となり± 5 dB LEDが 頻繁に点滅す る
と入カオーパーです。また O dB LEDが 全 く点滅 しない状態ですと,入 力が小さ過ぎて
再生時の S/N比 が悪 くなります。 ご注意 ください。
〔3〕

,

,

〔2〕 録音機能表示LED REC FUNCT10N LED
〔9〕 録音機能 (レ ックファンクション)ボ タンを押す ことにより,押 した トラックが
録音待機状態 とな り,そ の トラックの LEDが 点滅 します。 〔
15〕 プレイボタ ンと 〔
13〕
録音 ボタ ンを押すと,テ ープが走行 し録音を開始 します。
〔3〕 メーター切り換えスイッチMETER
〔1〕 メーターと表示内容をきりかえるスイッチです。表示内容は以下のとお りです。
1‖

PUT―

TAPE 一

録音用の入力表示てす。各 トラックヘの入カ レベルを表示 します。
テープ再生用です。各 トラックヘの入カ レベルを表示 します。

〔4〕 トリム TRIM
入力部の標準 ジャック 〔6〕 か ら入力する信号の レベルを適切なものに調整 します。左
側のMINの 状態でライ ン入力,右 側のMAXの 状態でマイク入力に対応 します。

4

〔5〕 レベルとのコンピで最適入力ができるように調整 します。通常 〔5〕 レベルを 7
〜 8に 合わせた後で, トリムを動かして 〔1〕 メーターで説明した状対になるように調
整すると最も良い録音ができます。
レベル LEVEL
〔4〕 トリム同様入力部の標準ジャック 〔6〕 から入力す る信号のレベルを適切なもの
に調整 します。またLI‖ E INか らのレベル も同様に調整できます。
〔4〕 トリムとの関連については トリムの説明を参照 して ください。

(5〕

〔6〕 入力端子 INPUT l‑6(mono,1/4'Standard phone jack)
楽器,マ イクなどを入力する標準 ジャックです。

録

音

。

再

生

部

〔7〕 レベル LEVEL l‑6
2連 ノプの内側はテープ各 トラックの再生 レベルの調整 ノプです。右 に回すほどレベル
AX状態で規定出力となりますので,な るべ く MAXに 近いところで
が大きくなります。‖
使用 して ください。
〔8〕 パ ン PAN l‑6
2連 ノプの外側はテープ各 トラックのパ ンポ ットになっています。マスター出力のパス
・ ライ ンのLと Rに 振 り分ける量を調整す ることにより,音 像の定位を決定 します。

録 音

と シ ン ク

〔9〕 レック・ ファンクション RECORD FUNCT10N l‑6
このボタ ンを押す と,押 した トラックが録音待機状態 になります。この時 〔2〕 録音機
能 LEDが 点滅 します。
〔2〕 録音機能 LEDの 説明をもう一度 ご覧 になって ください。
・ スイッチ SYNC SW
10〕 シンク
〔
このスイッチはテープ再生時 トラック 6に のみ働きます。録音 した FSK信 号 により
MIDIシ ンクを行う場合,こ のスイ ッチを押すと安定 した シンクが可能になります。
□MIDIシ ンクの方法
まずMIDI― FSKコ ンパーターを使い トラック6に FSK信 号を録音 します。 この時MR‑66
本体のDBXが オフであることに注意 して下 さい。入力端子は 〔6〕 入力端子の トラック
6を 使用 して下さい。
34〕 を使用 して下
FSK信 号の再生 にはシンク・ スイッチをオ ンにし,テ ープ出力端子 〔
ベ
ン トを選びます。
ベ
いポイ
ル
ル
レ
を調整 し誤動作が起こらな
11〕 で
さい。 シンクレ
〔
・ レベル SYNC LEVEL
11〕 シンク
〔
ン
MIDIシ ク演奏用の シンク信号の調整に使 います。上で述べたように トラック 6を 使用
しシンクスイッチ (10〕 をオ ンにした状態で有効です。
12〕 マスター・ レベル MASTER LEVEL
〔
マスター出力の調整用 ノプです。右に回すほどレベルが大きくなりすま。通常 は MAX状
態でお使い下さい。
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13〕 録音 ポタン REC(Record Button)
〔
このポタンとポーズ 0ボ タンを同時に押すと本機は録音待機状態とな ります。その後再
生 ボタンをおすと, レック・ ファンクション・ ボタンを押 した トラックの録音が開始 さ
れます。

ポーズ 。ボタ ン PAUSE(Pause Button)
このポタンを再生または録音状態で押すとテープ走行が一時的に止まります。再び押す
とテープが走行を開始 します。

(14〕

15〕 再生 ボタン PLAY(Play Button)
〔
このボタ ンを押すと再生状態 にな ります。
16〕 停止ボタン STOP(Stop Button)
〔
このポタンを押すとテープが止ま ります。

〔
17〕 早送リボタ ン FF(Fast Forward Button)
このポタ ンを押すとテープが早送 りされます。
巻き戻 しボタ ン REW(Rewind Button)
このボタンを押すとテープが巻き戻されます。

(18〕

19〕 エジェク ト E」 E C T Button
〔
このボタンを押すとテープ・ コンパ ー トメントが開 くので,テ ープを取 り出 した リセ ッ
トした りすることができます。

ピッチ・ コン トロール PITCH coNTROL(K■
〔
20〕
ob)
±15%の 範囲でテープ速度を調整 します。 この時 ピッチも変化 します。センター・ クリ
ックで ± 0と なっています。
このノプはプッシュ式になってお り, ビッチを決めて押 し込んでお くと,誤 って ピッチ
を変えてしまうことがありません。
21〕 メモ リー・ スイッチ MEMO(MEMORY Switch)
〔
カウンターが数字表示の状態でこのスイ ッチを押すと,本 機はその数字を記憶 し,表
示
部 メモ リーの ドットが点滅 します。点滅状態は メモ リー・ リターン・ ス トップ"で あ
ることを表示 し,〔 18〕 巻き戻 しボタ ンを押すと,テ ープはメモ リーされた数字のやや
前で止まります。 〔
リターン 。モー ド・スイ ッチを押すと ドットは点灯状態となり
22〕
ます。 ■の状態は メモ リー・ リターン・ スター ト"で ,〔 18〕 巻き戻 しボタ ンをおす
と,メ モ リーされた数字のやや前で止ま り,自 動的に再生を始めます。

・モー ド RTN MODE (Return MOde selectOr Switch)
22〕 リターン
〔
メモ リー・ リターンまたはゼロ・ リターンの リターン・ ス トップと リターン・ ス ー
タ ト
を選択するスイッチです。
リターン・ ス トップではそれぞれの表示で ドットが点滅 し, リターン・ スター トでは
点
灯 します。
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〔
23〕 ゼロ・ リターン ZERO RTN (zero Return)
このポタ ンを押すと本機はゼロ 。リターン状態とな り,表 示部の ドッ トが点
滅 (ゼ ロ ◆
リターン・ ス トップ),ま たは表示部の ドットが点灯 (ゼ ロ 。リターン・ スター ト
,切
り換えは 〔
モー ド・ スィ ッチを使用 )し ます。メモ リー同様,カ ウンタ
22〕 リターン 。
ーが数字表示の時のみ有効です。

リターン 。モー ド0ス イッチを使用 )し ます。 メモ リー同機 カウンタ
22〕
り換えは 〔
ーが数字表示の時のみ有効です。
リセ ット・ボタ ン RESET
このボタ ンを押すと表示の数字が解除され 0と なります。

(24〕

〔
25〕 テープ・カウンター表示切り換えスイッチ TAPE COUNTER
このボタンを押すとテープ・カウンターの表示が切り替わります。数字または時間が選
20〕 がセ ンター状態を基準 としており
択できます。時間表示は ピッチ 。コン トロール 〔
ピッチ・ コントロールがセンターにないときは正確な時間とはなりません。録音の際は
必ずセンター位置 にセ ットして ください。
,

〔
26〕 テープ・カウンター TAPE COUNTER
4桁 の数字または分と秒のタイムでテープの走行を示 します。
〔
27〕 電源スイッチ POWER/POWER LED
このスイッチを押す と電源が入り, LEDが 点灯 します。
〔
28〕 テープ速度切り換えスイッチ TAPE SPEED
テープ速度を標準 (175m/s),ハ イ (9.5ca1/s)か ら選択できます。
29〕 DBXオ ン/オ フ・スイ ッチ DBX ON/OFF
〔
内蔵の DBXノ イズ 。リダクションのオ ン,オ フ・ スイッチです。DBXを オ ンで録音 した
テープは必ずオ ンで再生 して ください。

ヘ ッドホン・ ステ レオ/モ ノ切 り換えスイッチ
30〕
〔

PHONES STEREO/

MONO Select SWitch

MR‑66の 本体か らモニター信号を取 り出す時の,ス テレオとモノの切 り換えスイッチで
す。録音の都合上,モ ノの方が便利な場合は,モ ノにしてお使い下さい。.

・ レベル PHONES LEVEL
31〕 ヘ ッドホン
〔
モニター用のヘ ッドホ ン・ レベルの調整を します。右に回すほど大きくなります。
」ACK (StereO,1/4'Standard Phone jack)
32〕 ヘ ッドホン端子 PHONES
〔
モニター用のステ レオ・ ヘ ッドホ ンを接続 して下さい。
ご注意〕
〔
ヘ ッドホンのイ ンピーダ ンスは8オ ーム以上の ものをお選びください。 8オ ーム以下の
場合さまざまな問題が起こる可能性がありますのでご注意 ください。
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33〕 ライン入力端子 LINE IN l‑6(mono,1/4"Standard phone jack)
〔
各 トラックヘのライ ン入力 (‑10dB)用 ホー ン端子です。 この端子に接続された入力信号
は直接各 トラックに入力 されます。

Ono,1/4"Standard phone jack)
34〕 テープ出力端子 TAPE OUT l‑6(■
〔
ン
ー
ホー
端子です。
各 トラックからのテ プ出力用
34〕 テー
33〕 ライ ン入力 と 〔
外部 ミキサーを接続 してMR‑66を お使いになる時は主 に 〔
ことにな
プ出力を使用する
ります。
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36〕 補助入力端子 AUX RETURNl〜
6(mono,1/4'Standard phone iaCk)
〔
35〕 補助出力端子 1〜 6か ら外部エフェク トに入力された信号を再び本体に受けるた
〔
めの端子です。

(37〕

マスター用補助出力端子 L/R

M/O SEND L/R

(monO, 1/4' Standard phone jack)

テープ出カマスターのL/Rパ スに外部エフェク トを使用するための出力端子です。外部
エフェク トの入力に接続 して下さい。
38〕 マスター用補助入力端子 L/R
〔
(■ 0■

M/O RTN L/R

0, 1/4・ standard phone jack)

37〕 補助出力端子L/Rよ り出力され外部 エフェク トにより加工された信号を本体に受
〔
ける端子です。外部エフェク トの出力と接続 して下さい。

〔
39〕 マスター出力端子 L/R
(■ o■

M. OUT L/R

o, 1/4" Standard phone jack)

マスター用の出力端子です。外部デ ッキの入力に接続 し,ス テ レオ・ マスターテープを
作 る時に使用 します。 この端子からは,テ ープ再生音のみ出力され,入 力信号は出力さ
れません。
40〕 モニター出力端子 L/R
〔
(■ 0■ 0,

MON OUT L/R

1/4" Standard phone jack)

モニター信号,〔 32〕 ヘ ッドフォン端子か らの出力信号と同 じ信号がライ ンレベルで
モニター,ス ピーカ
出力されます。 〔
31〕 フォンズレベルで出力が可変でき,パ ヮー ド
ー等へ接続 して下さい。
〔
41〕 パ ンチ・ イン/ア ウト
用 リモー ト・ ジャック PUNCH IN/O U T Remote
/Standard Qtarter inch Phone Jack)
iaCk (6.3 ̀ら ノ
ベスタクス FP‑1等 の リモー ト・ コン トロール用 フットスイッチを接続 し,パ ンチイ
ン/ア ウ トを フットスイッチで行 うためのジャックです。
。オ ン/オ フ用 リモー ト・ ジャック PAUSE ON/O F F Remote jack
〔
42〕 ポーズ
/Standard Quarter inch Phone 」
ack)
(6.3 1ら ノ
ペスタクス FP‑1等 の リモー ト・ コン トロール用 フットスイ ッチを接続 し,ポ ーズの
オ ン/オ フを フットスイッチで行 うためのジャックです。

ack L/R(RCA PIN JACK)
〔
43〕 出力端子 L/R OUTPUT
」
マスター用の出力端子です。外部デ ッキの入力 に接続 し,ス テ レオ・ マスター・ テープ
を作 る時に使用 します。この端子か らは,テ ープ再生音のみ出力 され,入 力信号は出力
されません。
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基 本 操 作

1.録 音
各部の名称 と機能をひととお りお読みいただいて理解 していただけたと思います。そこ
でこれから録音の仕方について説明 します。例として トラック 1に エレキ 。ギターを録音
する方法について説明 します。

(1)MR‑66に 録音のため使用するカセット0テ ープを正 しく装着 して下さい。

(2)各 スイッチ 。つまみ類を次のようにセ ットします。
〔POWER〕 スイッチ
METER〕 切り換えスイッチ
〔
〔LEVEL〕 ノプ
(TRIM〕 ノブ

(REC FUNCT10‖ 〕スイッチ

‐> ON
→ INPUTに します。
→ 7〜 8に します。
→ メーターを見ながら入力 し,最 適 レベルになるよう
調整 します。エレキ 。ギターの場合,セ ンターよ り
右側になります。
→ 録音 したい トラック, この場合は トラック1を 押す
REC FU‖ CT10‖ 〕LEDが 点減 します。
と 〔

(3)も う一度入カ レベルを確かめます。ギターを実際に演奏 してメーターが適切な レベル
を示すかどうか見ます。
REC
(4)〔 PAUSE〕 ボタンと 〔REC〕 ポタンを同時に押 します。このとき 〔
PUNCT10N〕 LEDが 点灯状態となります。次に 〔
PLAY〕 ボタンを押すと録音が開始さ

れます。

(5)録 音が終わったら 〔STOP〕 ボタンを押 してテープの走行を止めます。

2.再 生
(1)‖ R‑66の 再生 に使用する録音済みのカセ ット・ テープを正 しく装着 して下さい。

(2)各 スイッチ 。つまみ類を次のようにセッ トして下さい。
→ ON
〔POWER〕 スイッチ
METER〕 切 り換えスイッチ → TAPEに します。
〔
→ 全 トラックOFFに します。
REC FUNCT10N〕 スイッチ
〔

(3)〔 PLAY〕 ボタンを押すとテープが走行 して再生が始まります。各スイッチ 。つま
み類は次のように調整 し下さい。
MONITOR LEVEL〕
〔
MONITOR PAN〕
〔

MASTER〕
〔

→ 各 トラックのパ ランスを取りなが ら,お 好みの音量
にセ ットします。
→ 左右のチャンネル・ バ ランス,定位を見なが ら,お
好みにセ ットします。
→ MAXに セ ットします。

(4)再 生が終わった ら 〔ス トップ〕ボタ ンを押 してテープ走行を止めて ください。
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応 用 例

1.パ ンチ・ イン/ア ウ ト
パ ンチ・ イ ンは再生動作中に任意の トラックを録音状態 にすることを言います。MR‑66の
6ト ラックのうちのある トラックを部分的にやり直 したり,入 れ替えたりする時に行 います。
これとは逆に,録 音動作中に任意の トラックを再生状態 にすることをパ ンチ 。アウ トといい
ます。
リモー ト・ ペダルでパ ンチ 。イン/ア ウ トを行 う場合
別売のパ ンチ・イ ン/ア ウ ト。リモー ト◆ペダル FP‑1を MR‑66の パ ンチ・ イン/ア ウ
ト。ジャックに接続 して使用 すると,楽 器演奏で両手がふさがっていたとしても,足 でバ ン
チ・ イ ン/ア ウ ト操作を簡単 に行 うことができます。
①まず リモー ト・ ペグル FP‑1を MR‑66の パ ンチ 。イ ン/ア ウ ト・ ジャックに接続 して く
ださい。
REC
REC PUNCT10N〕 スイッチを押すと 〔
②次 にこれか らパ ンチ 。インしたい トラックの 〔
FUNCT10N〕 LEDが 点滅 します。
PLAY〕 ボタ ンを同時に押 してテープを走行させて下さい。
REC〕 ボタンと 〔
③ 〔
。
ペ
ル
モー
REC FUNCT10N〕 LEDは 点滅
ト
が接
ダ
リ
続 されていると上記録音状態にして も 〔
されません。
を続け,録 音は

④途中でペグルを踏むと録音か始まり
ンチ 。アウ ト)

(パ

ンチ・ イ ン),再 び踏むと再生に戻 ります。

(パ

MR‑66本 体だけでバ ンチ・イ ン/ア ウ トを行 う場合
REC FUNCT10N〕 ポタ ンを押 し込み録音待機状態にしておきます。
①修正 したい トラックの 〔
REC〕 のポタ ンを同時に押 し (パ ンチ 。イ ン),終 了す る
PLAY〕 と 〔
②修正 したい場所で 〔
PLAY〕 ボタ ンのみを押 し直 します。 (パ ンチ・アウ ト
)
時は 〔

この他にも本体のみでパ ンチ 。イ ン/ア ウ トをする方法がありますが,ノ イズが録音され
る可能性がありますのでおすすめ出来ません。

2. ミックスダウン
ミックスダウンは トラック・ダウンとも呼ばれ,マ ルチ・ トラックで録音 したテープを通
常 2ト ラックのステ レオ・ マスター・ テープにすることを言います。
ここでは MR‑66の アウ トプット・ ライ ン・ ミキサー (モ ニター・ ミキサー)を 使って ミッ
クス・ ダウンする方法を説明 します。

(1)ミ ックス・ ダウンに使用する録音済みのカセ ット・ テープを MR‑66に 正 しく装着 して
下 さい。 マスターデ ッキに録音のため使用するカセ ット・ テープを正 しく装着 して下さ
い 。

■0

(2)各 スイッチ 。つまみ類を次のようにセットして下さい。

METER〕 切り換えスイ,チ
〔
〔LEVEL〕 ノブ 1‑6
〔PAN〕 ノブ 1‑6
(MASTER〕
(OUTPUT〕

→ TAPEに します。
→ 各 トラックの音量バ ランスをとります。
→ 各 トラックの定位を決定 します。
→ MAXに セ ットします。
→ マスター出力 L/Rか らの信号をマスター用デ ッ
キの入力端子に接続 します。

(3)MR‑66を 再生 し,マ スター 0デ ッキに録音 します。

3.ピ ンポン録音
MR‑66本 体だけでも, ラインアウ ト・ ミキサー (モ ニター)部 とパ ッチベイ部を使いケー
プルで接続することによリピンポン録音が可能です。
ここでは トラック 1, 2, 3, 4,を トラック 5, 6に ステ レオ・ ピンポ ン録音す る例で
説明 しましょう。
① ライ ン・ ミキサー

(モ

ニター)の 〔LEVEL〕 を適当な レベルに調整 して下さい。

② ライ ン・ ミキサーの 〔PAN〕 は トラック 1, 3を Lに , トラック 2, 4を Rに 振りわけ
ます。
LINE IN〕 の トラック5に , Rを トラック6に ケープルを使 って
③マスターの出力の Lを 〔
接続 します。
REC FUNCT10N〕 ボタ ンは トラック 5, 6を 押 し込んで ON
④ トラック5を 録音とします。 〔
とします。 この時 トラック 1〜 4の ボタ ンが押 し込まれていると録音が消されてしまいま
すので,セ ーフ状態 にあることを確認 して ください。

これで ピンポ ン録音ができます。
ロテープを標準速度で走行させ,入 出力の レベルをかなり上げた限 られた条件でMR‑66を 使
用 した時 に発振が起 こることがあ ります。その場合はレベルを調整 して下さい。

■■

RMC‑88,8000 1こ

よ

る シ ス テ

A撹 友弓長

MR‑66は 単体でも独立使用 できるよう設計されていますが, ミキサーを組み合わせること
によって可能性が拡張 されるユニークな 6ト ラック 。レコーダーです。パ ッチベイ方式で豊
富な入出力を フロン トに装備 しているため,パ ッチ ングに間違いがおこりにくく,か つ容易
に行えるという利点があ ります。
しか し,81N80UTの レコーディング ミキサー,Vestax RMC‑88,RMC‑8000を 使用す ると
パ ッチケープルの差 し替えな しに, ピンポン録音, ミックスダウン等が行なえる上, EQ,
エフェク ト処理能力 も申し分なく,よ リパ ーソナルレコーディングの世界が広がることで し
ょう。
下記にこの 2機 種の ミキサーを接続 した時の使用例を簡単に説明 しますので参考にして下
さい。
,

(1)録 音
ミキサーの入力に楽器等を接続 し, ミキサーのチ ャンネルアウ ト/グ ループアウ トを
I‖ PUTに 接続 して, ミキサーのチャンネルアウ トS‖
をONに して下さい。
又,い くつかの入力をまとめてひとつの トラックに録音する時は ミキサー入カチャン
ネルのパ ンをLEFTま たはRIGHTど ちらかに振り切り,グ ループA又 はBに まとめアウ ト
プットセレク トSWで MR‑66の 任意の トラックを選択 して ください。

MR‑66の 入力 したい トラックのLINE

(2)再 生
MR‑66の TAPE OUTを ミキサーのTAPE INに 接続 して下さい。MR‑66の ライ ン ミキサー

(モ ニター)の 代わりにRMC‑8000,88を 使 うことにな ります。

ミックス・ ダウンはこの接続で ミキサーのL/R出 力からマスター・デ ッキのL/R入 力
に接続 して行って下さい。

(3)ピ ンポン

ピンポンは上記 (1),(2)の 応用です。 ピンポンさせたい元の トラックのテープ 。
アウ トからミキサーの入力に接続 し, ミキサーのグループA, Bを 使 ってMR‑66の ピン
ポ ンする先の トラックヘ出力 します。

(4)エ フェク ト処理
AUX l,2の セン ド端子か ら外部エフェク トに入力 し,空 いているチ ャンネル 7, 8に
戻 してお ります。こうすることによ りMR‑66を ミックス・ ダウンする時に,デ ジタル・
リパ ープなどで音 に拡がりを持たせることができます。
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メカ部特性
テ ープ
トラック形式
ヘ ッ ド形状
モーター
テープ走行速度
ワウ 。フラッター
蝙
讐鮨
詳え
与昆
5
寸法

な 仕

様

コンパ ク トカセ ッ ト C‑30〜 C‑90,70us EQ(Type Ⅱ)
6‑ト ラック, 6チ ャンネル (1方 向)
2ヘ ッド (録 音 。消去/再 生 )
l FGサ ーボコン トロールDCキ ャプスタ ン 。モーター
l DCリ ール 。モーター
生75m/s± 1%, 9.5cm%/s± 1%,切 り換え可

0.04%(NAB weighted)

Approx. 1loseCOnds for c‑60

482×

220× 222m/m(wHD)

電機的特性
入出力部

MIC/LINE入 力
入カイ ンピーダ ンス
規定入カ レベル
Line入 力
入カイ ンピーダ ンス
規定入カ レベル
Line出 力
出カ イ ンピーダ ンス
規定出カ レベル
Headphone出 力
負荷イ ンピーダ ンス
最大出カ レベ ル
レコーダー部
レコー ドチ ャ ンネル
再生チャ ンネル
パ イアス周波数
イコ ライゼ イション
ノイズ 。リダク シ ョン
総柵
周波数特性

T.H.O
S/N比
日
R
自ガ

6.4(1/41)ホ
470kΩ

6。

ー ン・ ジャック

ー70 to+15dBV(0。 3mv‑5。 6V)
4(1/4')ホ ーン 。ジャック

220kΩ

MAX 15dB(5.6V)MIN‑20dB(0.lV).

6.4(1/4″ )ホ ーン端子
10kΩ

ー10dBV

6.4(1/4')ホ

80

100m‖

ーン端子

(80)

6(6同 時
6
100kHz
3180s+35s

)

DBX TYPE

Ⅱ

20Hz‑18kHz± 3dB
o,o5%(lkHz■ ominal
95dB(WTD,with DBX)

level)

AC100V

*DBX MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DBX //CTI.

仕様 は本 マニ ュア′
喘 1作時の企画/目 標です。実際の仕様 と異なる場合 は製品に準ず るもの
とさせていただきます。また,製品の品質の向上その他の理由により,予 告 な く仕様 の変更
を させていただ くことがあります。
Specificatios are right at the time of printing. Vestax reserves right to change
specifications for product inlprovement 91ithout prior notice.

■3

■4

■5

ベ

ス

タ

ク ス 株

式

会

社

0154東京都世田谷区上馬2‑37‑1
TEL :03 (3412) 7011, FAX :03 (3412)7011
COPY RIGHT 1989 VESTAX CORPORAT10N PRINTED IN JAPA‖

