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ごあいさつ

この度 は、Vestax PDX‐ 2000Mkll′ PDX-2000Mkll Pro

て誠にありがとうございます。

ご使用の前に、本取扱説明書 をよ くお読み頂 きますよ

をお買い上 げ戴 きま し

うお願い致 します。
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安全上のご注意

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、あなたや他の人々ヘ

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。

絵表示の例

電源プラグをコンセントから抜 け

● 言己号 は行為 を強制 した り表

示 す る内容 を告 げる もの で

す 。図 の 中 に具 体 的 な表 示

内容 (上 図 の場 合 は電 源 プ

ラ グをコンセ ン トから抜 け )

が描かれています。

分 解 禁 止

① 記号 は禁止の行為 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 (上 図の場

合 は分解禁止 )が描 かれてい

ます。

指 を狭まれないよう注意

△ 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 (上 図 の場 合

は才旨をは さまれない ように注 意 )

が描かれています。

△
△

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。
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電源プラグをコンセン

トか ら抜 ιナ

●万―、煙が出ている、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用すると、火災。感電の
原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセント
から抜いて下さい。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼 ください。

●万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、その後電源プラグ
をコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、
その後電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火
災。感電の原因となります。

●万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコン
セントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災。感電の原因となります。

●電源コー ドが傷んだ ら (芯線の露出、断線な ど)販売店 に交換 をご依頼 ください。その
まま使用すると、火災・感電の原因となります。

●表示された電源電圧 (交 流100ボ ル ト)以外の電圧で使用 しないでください。火災・感電の原
因となります。

水場での使用禁止

●風呂場では使用 しないで ください。火災・感電の原因となります。

接角虫禁 止

●雷が鳴 りだ したら、電源プラグには触れないで ください。感電の原因となります。

● この機 器に水が入ったり、ぬ らさないようにご注意 ください。火災・ 感電の原因となり
ます。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意 ください。

●この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小 さな金

属物 を置かないで ください。こばれたり、中に入った場合火災・ 感電の原因となります。

●この機器の上にろうそく等の炎が発生しているものを置かないでください。火災の原因になります。

●この機器 を使用できるのは、日本国内のみです。船舶などの直流 (DC)電 源には接続 し
ないで ください。火災の原因となります。

●この機器の通風孔をふさがないでください。通風子しをふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因と
なります。この機器には、内部の温度上昇 を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけ
てあります。

●電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コ
ー ドに傷がついて、火災 。感電の原因となります。コー ドの上を敷物などで覆うことにより、そ
れに気付かず、重い物 をのせてしまうことがあります。

●電源コー ドを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱 した
りしないでください。コードが破損 して、火災・感電の原因となります。

分解禁止

●この機 器の裏ぶた、キャビネッ ト、カバー は絶対外 さないで く
高い部 分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・

ださい。

●この機器 を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

だ さい。内部に は電圧の

修理 は販売店 にご依頼 く



電源プラグをコンセン

トから抜け

●お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセン トから抜いて行なって ください。

●旅行などで長期間 、この機器 をご使用にならないときは安全のため必ず電源プラグをコン
セン トから抜いてください。火災の原因となることがあります。

●移動 させる場合は、電源スイッチを切 り、必ず電源プラグをコンセン トから抜 き、アンテ
ナ線、機器間の接続 コー ドなど外部の接続 コー ドを外 してから行って ください。コー ドが
傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

●オーディオ機器、スピーカー等の機器 を接続 する場合は、各々の機 器の取扱説明書 をよく
読み 、電源 を切 り、説明に従 って接続 してください。又接続は指定のコー ドを使用 して くだ
さい。指定以外の コー ドを使用 したリコー ドを延長 したりすると発熱 し、やけどの原因 となるこ
とがあります。

●電源を入れる際には音量 を最小に して ください。突然大 きな音がでて聴力傷害などの原因
たなることがあります。

●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
店などにご相談して 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ります。

●万一の事故防止のため、本製品 を電源 コンセン トの近 くに置 き、すぐに電源コンセン トか
らプラグを抜 けるようにしてご使用 ください。

●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。

●電源 コー ドを熱器具に近付けないで ください。 コー ドの被ふ くが溶 けて、火災・ 感電の
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。

●濡れた手で電源プラグを抜 き差 ししないでください。感電の原因となることがあります。

●電源 プラグを抜 くときは、電源コー ドを引っ張 らないで くだ さい。コー ドが傷つき、火
災・ 感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

●この機器の上にテレビやオーディオ機器 などを載せたまま移動 しないで ください。倒 れたり、
落下 して、けがの原因となることがあります。

● この機器に乗 ったり、ぶ ら下がったりしないで ください。特にお子様にはご注意 ください。
倒れたり、こわ したりして、けがの原因となることがあります。

・ 晃?鷲FR歩 5貿躁疑紆 驚冤ちTttt写?嚇鶴l亀薩議ttC集電劣象写Fく



本機の特長

● D」 用ターンテーブルのベス トセラー機 PDX‐2000の アップグレー ドモデルです。

● 新設計のA.S.T.S.(Anl Skiplng ttOne System)と 丁H(ト レーシングホール ド)方式 を採用 した トーンアームは、ス
クラッチプレイ時の素早い正逆回転操作により発生する針飛びを最小限に抑えます。また、ベスタクスターンテー

ブルシリーズ共通の高 さ調整機構 を装備 しており、様々なカー トリッジやプレイスタイルに対応 したベス トセッテ
ングが可能です。

● 世界初のフローティングサスペ ンションシステムと、新型 トーンアームの機構により抜群な耐ハウリング特性 を誇
ります。

● 新設計のハイ トルクダイレク トドライ ブDCモ ーター を採用 し、起動 トル ク2 7kgocmを 実現 しま した。これによ
り05秒 (331/3 RPM時)で ターンテーブルの回転 を定速度に固定でき、曲の頭出を正確にタイミング良 く行な う
ことが出来ます。

● ファイ ンピッチボ リュームによ り正確 な回転精度 を保 ったまま±10%の 範 囲でビッチを連続的に可変 させること
が可能です。 ビッチフェーダーはノンクリック方式 を採用 しているため、微妙 なピッチ調整が可能です。

● 世界初 ウル トラピッチフェーダー搭載により正確な回転精度 を保 った まま±50%の範 囲でビッチを連続的に可変
させることが可能です。これにより、多様なD」 スタイルに対応することができます。

● 新機能のスター ト/ブ レーキコン トロールボ リュームを搭載。ターンテーブルの回転 をスター トボタンを押 してか
らしてから定常回転 となるまでのスピー ドを調節でき、ス トップ時には、ス トップボタンをお してからターンテー
ブルの回転が停止するまでのスピー ドを調節することができます。

● クォーツロックON/OFFス イッチを装備 し、ビッチを変化 させていても瞬時に定速回転に切替わります。

● 針先の確認 を容易にする、取外 し可能なデタッチャブル・ スタイラスライ ト方式 を採用 しています。
(別 売 リ デタッチャブルスタイラスライ トDSL-2)。

● 男」売の専用ダス トカバーを取 りつけることができます。

PDX-2000MkllPro

● ダイナミックバランス方式の方式の トーンアームを採用。 トレーシング性能の向上による音質向上 とレコー ド盤面
の反 りに対する再生許容範囲を広げます。

取扱い上のご注意

1.針先やレコードに付着したほこりやごみは、よく取り除いてください。

針先にほこりやごみがついたまま演奏 しますと、針先がレコー ド音溝に正確に接触せず、音質が悪化するだけでな
く、レコー ド盤や針先の磨耗が早まります。 トーンアームからシェルごと取りはずし、柔 らかい穂先のはけか毛筆
などで根元から針先に向かって、ていねいに取 り除いてください。また、レコー ド盤も良質のレコー ドクリーナー
でよくふいてください。

2.シ ェル端子は時々ふいてください。

シェルをトーンアームからはずしておきますと、シェル端子にほこりやごみがつき、接触不良を起 こし、雑音が発
生 したり、ハムが大きくなったり、また、音が出なくなる場合がありますので、柔らかい布などで、シェル端子を
ふいてから、取り付けてください。

3.シ ェルを脱着する場合、アンプのボリュームを「0」 にするか、アンプの電源を「OFF」 にしてから行なつてください。

ボリュームをあげた状態でシェルの着脱 を行いますと、不愉快な音がするだけでなく、スピーカーをいためる場合
があります。また、シェルを着脱する場合は、針先保護のため、針カバーをしてください。

4.ハ ウリングとハムについて

ハウリングは、スピーカーか らの音や振動がプレーヤーに伝わり、それを再びカー トリッジが拾い上げることによ
って生ずるものです。ボリュームを上げて、ウォーンとい うハウリングが発生するときは、スピーカーと本体との
位置関係をチェックし、音や振動が本機に伝わらないように対策 してください。ハムノイズは、他の電器製品から
出る電磁波によるものです。本機周辺の電器製品では特にアンプとの位置関係をチェックして ください。また、ハ
ムやノイズはアースを正 しくとらないと発生 します。アース線をアンプ、ミキサーのGND端子にしっかり接続 して
あるかどうかチェックしてください。

5.転居などで遠くへ運ばれるとき。

購入時の包装材で、開梱のときと逆の方法で包装してください。包装材がないときでも、次のことは必ず行ってく
ださい。

● ス リップマッ トとプラッターを抜 き取 って、傷のつかないように包装 します。
● アームをアームレス トに戻 し、更にテープやモール等で結んで動かないように してください。
● バランスウェイ トやヘッドシェル/カー トリッジは、アームから取 りはずし、傷のつかないように包装 してください。
● 本体は、毛布や、柔 らかい紙で、傷のつかないように包装 してください。



A口 S口 T口 S(Anti Skipping ttone‐ arm System):こ つも`て

A.S.T,S(ア ンチ・ スキッピング・ トーンアーム・ システム)は プロフェッショナル D」 のための トーンアームを追求

する過程で、長年の経験 と試行錯誤の末に開発 されま した。この機構 は、激 しいスクラ ッチパフォーマンスの際に生

じる針飛びの問題 を解 消 し、今までの トーンアームの既成概念 を打ち破ることに成功 しました。A.S.T.Sは ショー ト/

ス トレー トアームとTH方式 (ト レーシングホール ド方式 )と いう2つ の機構 を採用することにより、針飛びの原 因 と

なるカー トリッジに加わる横方向の力、インサイ ドフォース、アウ トサイ ドフォースを最小に します。

●インサイ ドフォースとアウ トサイ ドフォースのキャンセレーションを追求するのではなく、これらのベク トルを発

生 させないことを前提に作 られたアンチスキ ップ機構 は、正回転/逆回転時 に発生する横方向の力を極小に押 さえ、

カンチレバーにかかる負担 を大幅に軽減 します。又、 トレーシングホール ド方式の採用によ り、手でレコー ド盤面

を触れる時に発生 する トーンアームの上下方向の振幅 も、バランスウエイ トの重心位置 をアーム支点 より低 くし、

復帰力を高め ることで最小限に押 さえました。この上下左右両方向のぶれを抑えるこ とで、キューイングやスクラ

ッチ動作時の針飛びの発生回数の92%以上 も減少 させるという驚異的な性能 を実現 させました。

●アーム有効長 を短 くし、厚肉真鍮パイプにすることで、レコー ド盤の音溝信号振動 を確実に伝 達 しつつ、ステージ

やブース内での大規模 なSRシ ステムによって生ずる大音量下での不要外部振動の伝達 を抑制 し、耐ハウリング性能

を50%以上向上 させたとともに、音の立ち上がりを初めとする音質面での改善 を可能に しました。

● “微細な信号振動 を全て伝 える"の ではなく、“必要な信号振動 を如何に伝 えるか"と 言 う見地から、接合部 のネ

ジ、接着剤、ビポッ トベア リング、ボールベア リング等の各パーツのマテ リアル レベルの見直 しを行 い、音の滲み

感、圧縮感 を排除 した躍動感あふれるサウン ドを生み出す トーンアームシステムを実現 しま した。

S字アーム A.S.T.S

+F
{rr Ft

{rr F,

トラッキングフォース

インサイドフォース

ヴァーチカルフォース

針先が描く軌跡

針先とレコード間に発生するトラッキングフォース籐擦力)

がインサイドフォースを引き起こします。

インサイ ドフォースが

最小限に押さえられます。



各部の名称

プラッター (付属品②)

センタースピン ドル

PDX… 2000Mk‖

パワースイッチ

EPア ダプターホルダー

スリップマット
(付属品③)

スタート/ス トップボタン

スピー ド切換えボタン

タッチャブルスタイラスライ ト端子

リバーススイッチ

クォーツロックボタン

PDX‐ 2000Mk‖

PDX‐ 2000Mk‖ Pro

アウトプ 卜 (出 力)端子

カートリッジスタンド

アーム高さ固定ネジ

バランスウェイト (付属品⑥)

― ―̈■

ダイナミック針圧ツマミ

アーム高さゲージ

ス トレー トトーンアーム

アームレス ト

ヘッドシェル (付属品⑤)

ビッチコントロールフェーダー

7t- t ,/)v-*=> 1..tr-/1,

ウル トラピッチフェーダー

トコン トロー

電源コー ド

お使 いになる前に

◎ E≡ コ

本機 は一部の部品 を取 り外 して包装 しております。
① 本体
② プラッター
③ スリップマット
④ 保証書 (箱に貼付されております。)

部品が揃 っているか確認 してくださぃ。

● 本書の袋に同梱されているもの。

⑦ シェルウェイト
③ RCAケーブル
③ GNDケ ーブル

⑩ EPア ダプター
⑪_プ ラッター固定ネジ

句
　
ト

帥Ｊ”

ス
■
ン

ス

す

ド

ン機⑤ヘッ̈
体本●

⑫ プラッター固定ネジ
取付用ドライバー

⑬取扱説明書
⑭ユーザー登録カード

キンに配置 しているもの。



組み立て方

盆

①本体のネジ穴の位置を確認しながら、プラッターをセン
タースピンドルにはめます。

② プラッターと本体をドライバー (付属品⑫)を使ってネ
ジを締めます。

③スリップマットをのせます。(印刷面を上にします)

ご 注 意

●ネジ締めを行なわずに、本機 を使用すると、プラッタ
ーが正常に回転 しない恐れがあります。

●組み立て調整がすべて完了するまでは、電源プラグを
コンセン トに差 し込まないでください。

●プラッターを取 りつける場合、本体 に強 く当てないよ
うにご注意 ください。

①バランスウェイトをトーンアーム後方から差し込み
面から見て左回り矢印の方向に廻 します。

、 正

①プラッターの上に印刷面を上にしたスリップマットをの
せ、その上にレコー ド盤 をのせます。スリップマ ッ トを

使用するこ とで、プラッターの回転中に手でレコー ド盤
を止めたり、逆転 させることができます。

また、別売のスリップシー トを追加 すると、より効果が

あがります。

①カートリッジの取り付けは、右図を参考にして、ご使用
の説明書に従って取 り付 けて ください。取 り付 ける際は、
ヘッ ドシェルの先端 と平行 してに取 り付けます。

② カートリッジのリード線のL、 R極性は以下のようになっ
ています。

赤のリー ド線 R+  緑のリー ド線 R―
自のリー ド線 L+  青のリー ド線 L―

PDX‐2000Mk‖

カー トリッジ

取付けネジ

ヘッドシェル

(付属品⑤)

シェルウェイ ト
(付属品 ⑦)

カー トリッジ本体
(別売品)

レコー ド装着面

(印刷面 )

ス リップ面

ド線

ミナルご 注 意

軽いカー

ェルウェ

トリッジ (4g～ 5g)を 取付 ける場合 は、

イト(付属品⑦)を ご使用ください。

PDX‐2000Mkl:Pro



③カートリッジの取りつけ位置の調整します。
AST.Sで は ,一般 の S字 タイプの トー ンアー ムで必 要

とされる オーバーハ ングの調整 は必要 あ りません。ただ

し、最大 限にA.S.T.S性能 を引き出すた めには、下の よ

うにカー トリッジの針 先 とヘ ッ ドシェルの根元 との 間の

距離 を50mm程度 に調整 して下 さい。

ご 注 意

カー トリッジを前後に動かす際 、針先 が指やターンテー

ブルに触 れて破損する ことのないよう、慎重 に行って く
ださい。

続 と設

④ トーンアームの前部にヘッ
ェルが固定されるまで、ロ

します。

ドシェル を差 し込みヘ ッ ドシ

ックリングを矢印の方向に回

隧楊呵笏躍

電源プラグをコンセン トに接続 します。 ①タト部振動を受けない、しっかりした水平な場所に設置し
てください。

② スピーカーシステムからできるだけ離 して設置 してください。
③ 直射日光、ほこり、湿気などの多い場所や、暖房器具の

近くは避けてください。
④通風の良い場所を選んでくださぃ。
⑤ ラジオ (FM/AM)を極端に近づけますと、ラジオに雑音

が入る場合がありますので、できるだけ本機より離 して
ください。

~C′
工 ふ

。本機 は交流 (AC)電 圧 100V50/60 Hzで ご使用いただく
ようになっています。100Vを 超 える電圧や直流 (DC)
電圧電源には絶対接続 しないで ください。

・ 万一事故防止のため、本製品 を電源コンセン ト近 くに
置 き、すぐに電源コンセン トからプラグを抜けるよう
に して ください。



RCAケ ー ブル(付属品③ )と GNDケ ー ブル(付属品Э )を 用 い

て、PDX-2000Mk::/Mk:lProリ アパネルのアウ トブッ ト端子、
GND端 子 と使 用 す るア ン プ/オ ー デ ィオ ミキ サー の

PHONO入 力端子、CND端子に接続 してください。

ご 注 意

アース線の接続は必ず行ってください。アース線を接続
しませんとノイズ (ブ ーンという音)が発生します。

PDX‐ 2000Mk‖ ノMk‖ Pro

r リアパネル側  、

ケープノ唯統合

CRCAケープル(白色ノL))

0こAケーブル(赤色ノR))

ONDケーカレ〈黒色))
ケープル接続

●

′アンプ/オーディオミキサー側、

調整 の しかた

PDX‐ 2000Mk‖ /Mk‖ Pro

D」 ミキサーPCV180

″ r‐‐
L7-CorPo赫
|   |
器出‰1∬

1解 I~n

O□ ③

①針先にふれないように注意して、針カバーをはずし、ト
ーンアームをアームレス トから離 して フリーの状態 に し
ます。

②バランスウェイトを回しながらトーンアームが水平にな
るように調整 します。

③水平バランスを調整した後 トーンアームをアームレスト
に戻します。

○型蝉匡==劃}昴纂デt空ラ批潔品薇丸
× ダ_ダ押 0バランスウェー隣枷縦麗■呟丸

× 轟畦モ
■9ノランスウェート赫晰き過まい誡

』′′llll咀

水平バランス調整するとき、カー トリッジの針先がター
ンテーブルや本体に触れないように してください。

PDX-2000Mk‖ Pro
「0」 の位置にして、

の場合、ダイナミック針圧 ツマミを
調整 してください。



― PDX‐ 2000Mk:lの 場合 ―

①水平バランス調整後バランスウェイトを動かないように
指で支え、カウンターリングだけ を回 し、アーム軸 の中
心線にカウンターリングの目盛 “0"を 合わせます。

ご 注 意

バランスウェイ トが動いて
平バランス調整からや り直

しまった場合は、もう一度水
してください。

②バランスウェイトを右図の矢印方向に回してカートリッ
ジ指定の針圧に合わせます。バランスウェイ トを回す際、
カウンターリングも一緒に動 くので、カウンターリング
の数値で適正な針圧力を確認 しなが ら調整 します。

ご 注 意
スクラッチプレイ
や針先の寿命を短

を行 う際、針圧 を加 えすぎると針飛び

くする原因となります。

― PDX… 2000Mk:!Proの 場合 ―

(ダイナミックバランス調整 )

①水平バランス調整後、ダイナミック針圧ツマミを反時計
方向に回 し、ご使用の カー トリッジ指定の針圧値 までダ

イナ ミック針圧 ツマミをスライ ドさせ、時計方向 に回 し
て締めます。

②針圧値になったら、針圧ツマミを時計方向に回して締め
て、固定 させます。

ご使用カー トリッジによリアームの高 さ調整が必要な場合、
アーム高 さ固定ネ ジを緩め、アーム高 さゲージの目盛 りを
目安に して調整 します。アームの高 さ調整範囲は最大9mm
です。

カー トリッジの寸法16mm
↓

高さ調整必要なし

カー トリッジの寸法25m m
↓

高さ調整 +9m m(最 大 )

ご 注 意

アーム高 さ固定ネ ジはマイナス ドライバー、コイン等で

確実に締め込んで ください。十分に締め込まれていない
場合、針飛びの原因となりますのでご注意 ください。

バランスウェイト

カウンタ=リ ング

バランスウェイト

カウンタLリ ング

ダイナミック針圧
ツマミ

ゆる
誠

まる

マイナストライバー

C― ll―

⑪   コイン

アーム高さ固定ネジ
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演奏の しかた

① レコード盤をターンテーブルシートにのせます。
②上面の左後部に配置されたパワースイッチを押し、電源

をONに します。
③針カバーをはずします。

④ スター ト/ス トップボタンを押 します。ターンテーブル
は回転 します。

⑥ kLず珈 じlTttξ鵡 1次 針先を静かにレ
コード盤に下ろします。

ご 注 意

回転数 はパワースイッ
定 されます。

チを入 れたとき は331/3 rpmに 設

⑦演奏が終わりましたら、 トーンアームをアームレストに
戻 します。また、針先保護 のため針カバ ーをつけておい
てください。

③ スター ト/ス トップボ タンを押 します。ターンテーブル
は電子ブレーキによりなめらかに停 止 します。 その後、
パワースイッチを押 して電源 をOFFIこ してください。

ご 注 意
スター ト/ス ト

OFFに した場合、

ップボタンを押さずにパワースイッチを
電子 ブレーキは働 きません。

付属のEPレ コー ド用アダプ ターをセンタースピン ドルには
め、 ドーナツ盤の レコー ドをEPア ダプターにはめ込んでか

ら演奏 をはじめてください。

本機に は演奏中に針先 を照 らす、取外 し可能なデタ ッチャ
ブル ミニライ ト (ス タイラスライ ト)を オプションとして
用意 しています。ご使用 の際は、デタッチャブルス タイラ
スライ トDSL-2別売品 (定価 ¥2,500)を お求め ください。

0

Oi

◎
¨

＼○０｛一［〕）̈・

鮨 11  11111

ねンド菫■



① パワースイ ッチをONに したときは、クオーツロックは

解除状態になり、ビッチコン トロール操作が可能になり
ます。

②規定の回転数 (331/3rp m又 は 45 rpm)に したいとき
は、クオーツロックボタンを押すと、クオーツロックイ
ンジケー ターが点灯 し、ビッチコン トロールフ ェーダー

が どん な位 置 にあ って も瞬時 に規 定 の回転数 になりま

す。

① ビッチを変 えたいときは、クオーツロックボタンを押 し、
クオーツロックをオフに します。このとき、クオーツロ

ックインジケーターは消灯 します。

幸 点灯 :

・ 消灯 :

クォーツロック

クォーツロック解除

② ピッチを変える際にはファインピッ
トロールします。
±10%変更することが可能です。

チフェーダーをコン

③ ±10%可変のファインピッチフェーダーでビッチを調整

しきれない場合はウル トラビッチフェーダーを使用 して
調整 して ください。

ウル トラピ ッチフェー ダーを操作 す るこ とによ り、±
50%変更することが可能です。
このフェーダーの操作 することで、全 く新 しいプレイが
できたり、テンポが大 きく異なる曲どうしでもミックス

することもできます。

/シvesh
mο 鍬

"

◎◎

¨ ∽ ο鰍 ″
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スター トボ リュームを回 して、スター ト時のター ンテーブ
ルの回転立 ち上がリスピー ドを調整することができます。
時計方 向に回 していくと、立 ち上 がりのスピー ドが徐々に

遅 くなります。

ブレーキボリュームを
ブルの回転停止スピー

時計方向に回 していく
に長 くなります。

まわ して、ス トップ時のター ンテー

ドを調整することができます。
と、完全に止 まるまでの時間が徐 々

本機 はリバース (逆 回転)機能 を装備 しています。

リバ ースボタンを押 すと、 リバ ースインジケー タ (LED)
が点灯 し、 ター ンテ ーブル が逆 回転 を開始 します。再度 、

リバースボタンを押すと通常再生に (正 回転)に 戻 ります。
リバース機能はターンテーブル停止時で も正回転、逆回転

に切 り替えが可能です

◎◎

◎◎

◎ ◎◎
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故障かな ?と 思 つた ら

本機の調子がおか しいとき、修理に出される前にもう一度点検 してください。

それでも正常に動作 しないときは、お買い上げになった販売店にご相談 ください。

電源が入らない。 電源プラグがはずれている。 確実に電源プラグを差 し込む。

電源を入れても音が出ない。 各機器の接続が間違 っていませんか。 正 しく接続する。

音量が小さい。 レコー ドプレイヤー本体の出力をアン
プ/オーディオミキサーのAUX INま
たはLiNE!Nに接続 していませんか。

ア ン プ /オ ー デ ィ ォ ミ キ サ ー の

PHONO INに 接続 し直す。

レコー ドプレイヤー本体に取 りつけて
いるカー トリッジに、MCタ イプを使

用 していませんか。

カー トリッジをMMタ イプヘ交換す

る。 (MCタ イプを使用する場合はヘ

ッドアンプが必要です。)

左右の音が逆になる。 各機器の接続が間違っていませんか。 正 しく接続する。

演奏中にブーンという低い

音 (ハム音またはパス音)が入
る。

接続コー ドの近 くに蛍光灯などの電気

機具や電源コー ドがありませんか。

蛍光灯または他の機器の電源コー ドを

できるだけ離 してみる。

レコードプレイーヤー本体のアース線
がはずれていませんか。

アース線 をGND端子に接続する。

ランブルノイズや低周波ハ

ウリングが起こる。

レコー ドプレイヤー本体の近 くにスピ
ーカーがありませんか。

スピーカーをプレイヤー本体から離す。

針が飛んだり、横すべ りす

る。

レコー ドプレイヤー本体が水平な場所
に設置されていない。

水平な場所に設置する。

針圧が正 しくない。 正 しい針圧に設置する。

レコー ドが汚れているか傷がついてい

る。

レコー ドをクリーニングするか他のレ

コー ドと交換する。

針先が磨耗 している。 針を交換する。

音が片方しか出ない。また
は全くでない。

ヘッドシェルが トーンアームに確実に

取りつけられていない。

確実に取りつける。

ヘッドシェル内のカー トリッジリー ド

線がはずれている。

確実に接続する。

正常な音質が得られない。 針先にコミがたまっているか消耗 して
いませんか。

針先のゴミを専用のクリーニングブラ

シで取り除くか、針先を新品と交換す
る。

ターンテーブルが回転 しな
い 。

電源プラグがはずれている。 確実に電源プラグを差 し込む。

プラッターがガタガタする。 プラッターのネジが固定されていない。 本書 7ベ ージを参照 し、ネジでしっか

り固定する。
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保証、アフターサービスについて

保証とアフターサービス αずぉ読みください)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」

等の記入をお確かめのうえ、販売店から受

取っていただき内容をよくお読みの後、大

切に保管してください。

お買い上げの日から1年 です。

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打

切り8年です。

この期間は経済産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持する

為に必要な部品です。

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
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主な仕様

ターンテーブル モーター

スター トタイム

トリレク

ブレーキングシステム

S/N士ヒ

スピー ド

ファインピッチ

ウル トラピッチ

ワウフラッター

ダイレク トドライブ クォーツ

0.5sec(331/3rpm)70°

2.7kg o cm

電子 ブレーキ

78dB(!EC 98 W「 D)

331/3rpm,45rpm

± 10%(100mm FADER)

± 50%(45mm FADER)

007%W.R.M.S.

トーンアーム タイプ

バランス

高さ調整範囲

針圧

アンチ・スキッピング・ トーンアーム・システム

ダイナミック・バランス・ストレート・トーンアーム (Pro)

トレーシングホール ド方式

最大 9mm

O～ 7.Og

スタイラスライ ト

スピー ドロック
「

リモー トコン トロール

外形寸法

重さ

電源 消費出力

DC12V 20mA交 換可能

クォーツロック

スター ト/ス トップ ミニジャック

(VV)454mm× (H)162mm× (D)365mm

9.5kg

AClooV 50/60Hz  loW

22AZ851110

P/N= 4301-7125+0


