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ごあい さつ
この度 は、VESTAX PDX― alを お買上げ戴 きまして誠に
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 ようお願い致 します。

特

長

● D」 用 ターンテープルのベ ス トセ ラー機 、PDT̲5000の 基本性
能をそのままに、ビギナーにもお求めやす くアレンジしたハイ・
コス トパ フォーマ ンス機です。
● ハ イ トルク ダイレク トドライプ モーターの採用により、起動
トルクは1 6kg ocm重 量級 ターンテープルがわずか 0.5秒 (33%
rpm時 )で 立ち上が り、頭出 しがタイミングよ く行えます。
● トーンアーム とターンテーブル ドライブモーターをフローティ
ングさせた同―プレー ト上にマウントすることによ り、振動 を
吸収 しハ ウリングを極力防止 しました。大音量での演奏中にも
トラブルを最小限に押 さえます。
● 連続可変 ピッチ コン トロール方式を採用、極めて正確 な回転精
度 を保ったまま±10%の 範囲で ビッチを連続的に変化 させ るこ
とがで きます。又、ビッチフェーダーはクリックを持たないた
めに全域にわた り微妙な調整 も可能です。
● ビッチフェーダーはデタッチ ャブル フェーダー システム方式
によリメンテナ ンスを容易にしました。
● クォーッロックには、ON//OFF切替えスイッチを採用 し、ビッ
チを変化 させていても、瞬時に定速回転 に切替えられます。
● 針先を照明するライ トは、取外 し可能なデタッチ ャブル ミニ
ライ トを採用 しました (ォ プション)。
● スター ト/ス トップを外部 (フ ッ トスイッチ等 )で コン トロール
するためのリモー トコン トロール端子を装備 してい ます。
● 電子ブレーキ機構 を採用 していますので、ワンタッチで素早 く
ブレーキがかか ります。
● スクラッチプレイが可能なスリップマ ットをイ
寸属 しました。

安全上 の ご注意
●本機は交流 (AC)電 源100V専 用ですので、直流電源
や他の異なる電圧の交流電源に直接つ ないで使用する
ことはで きません。
●電源プラグをコンセン 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 ドを引つ張つた り
して抜 くとコー ドを傷めて しまい ます。
●水等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。
● ビニール等の被膜が切れた りこすれた りして電線が
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 を入れないようにご
注意下さい。感電や故障の原因とな ります。
●本機外装のカバーを取 り外 して内部に手 を触れない
で下 さい。この結果生 じた損傷、感電や火災等につい
て、弊社 はその責任を負い ません。

設置上 の ご注意
常温 (5〜 35℃ )、 通風が良い、頑丈で電源電圧の変動
が少ない場所に設置 して下さい。アルコールやシンナー
等 の溶液で塗装面をふかないで下 さい。塗装力測まげる
ことがあ ります。
ア フターサ ー ビス
1.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 しいた しますので、記載内容 をご確認
の うえ、大切に保管 して下さい。
2保 証期間中は、保証書の記載内容により、弊社サー
ビス機関が修理いた します。
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、お買上 げの
販売店、または弊社サー 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、
お客様のご要望により有料修理いたします。

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 ド盤や針先の損耗が早まります。
トーンアームからシェルごと取はずし、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、トニンアー
ムに取 りつけてください。
3.シ ェル を着脱 する場合 、ア ンプの ポ リューム を

0″

にす るか、ア ンプの

電源 を OFF″ に してか ら行 って くだ さい。
ポ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編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、ウオー
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、他の電源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 子にしつ
かり接続 してあるかどうかチェックしてください。
5.転 宅 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。
●ターンテープルシー トとターンテープルを抜き取って、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。

各部 の名称
フ ロ ン ト部
① EPレ コード用アダプタ
② ターンテーブル
③ センタースピン詢レ
④ カー トリッジスタンド
⑤ バランスウェー ト
⑥ アあ 稼 ‐ ティンイ
層整ツマミ
⑦ アームレス ト
③ トーンアーム
⑨ ビッチコントロールフェーダー
⑩ ヘッドシェル
① デタッチャブルミニライト端子
⑫ スピー ド切替えボタン
⑬ スター ト
/ス トップボタン

⑭クオーツロックポタン

リアパ ネル部
⑮ リモートコントロール端子
⑮ アウトプット(出 力)端子
⑫ GND(ア ース鴻粁
⑬ パワースイッチ
⑩ 電源 コー ド

お使 いに なる前 に
本機は一部の部品を取 り外 して包装 してお ります。部品が揃 っ
ているか確認 して ください。
1.本 体
7.EPア ダプタ
2.タ ーンテープル
8.RCAケ ープル
3.ス リッカ ット
9.GNDケ ープル
4.シ ェルウエイ ト
5.シ ェル
6.バ ランスウェイ ト
組 立 て方

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 し込まないで下さい。
ター ンテー プルの取 りつ け
ーンテープルをセンタースピン ドルにはめます。
2.ス リップマットをのせます。
ご注意 :タ ーンテープルを取 りつける場合、本体に当てないよ
うにご注意下さい。
1.タ

(図 1)

バ ランス ウェー トの 取 付 け
1.バ ランス ウェー トを トーンアー

ム後方か ら入れ(図 1)正 面か ら
見て左 回 り図1の 矢印の方向に
廻 します。

オーバーハ ングの調整
1.カ ー トリッジを取付けましたら、次にオニバーハ ングの調整

をします。このオーバーハングが正 しく調整 されていない と
再生音に歪みをきたした り、
針 とびを起 こす原因 とな ります。
本機の標準オーバーハ ング値 は 15 mmと なってい ます。定規
等 を使つてオーバーハ ングの調整をして下 さい。(図 3)
2.カ ーリッジの取付けビスを ドライバーでゆるめます。
3.ト ーンアームをセ ンタースピン ドル上に移動 させて下 さい。
4.針 先 とセンタースピン ドルの間隔が 15mlnに なるようにカー
トリッジを前後に動か します。
(磁 意)カ ー トリッジを前後 に動かす際、針先が指や ター
ンテープルに触れて破損することのない よう、慎重 に行 って
下さい。
5.オ ーバーハ ングが正 しく調整できましたら、 トーンアームを
アームレス トに戻 し、カー トリッジの取付 け ビスを締めて固
定 します。
水平 (ゼ ロ)バ ランス調整
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 ウェー トを廻 しなが らトーンアームが水平になるよ
うに調整 します。
調整例 (図 4)
a.パ ランスウェー トが後方に行 き過 ぎてい ます。
b.ノ ｀
ランスウェー トとカー トリッジのパ ランスが
とれた状態 です。 トーンアームが水平になります。
c.バ ランスウェー トが前方に行 き過 ぎてい ます。
ａ
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・

曇

カー トリッジの取 付 け
1.図 2を 参考に、ご使用 のカー トリッジ説明書に従って取付け
て下さい。又、カー トリッジをヘ ッドシェルの先端 と平行 に
取付けます。
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。
・
・…R+
・
・…L十
赤のリー ド線・
自の リー ド線・
青の リー ド線……R―
緑の リー ド線……L一
班 意 :軽 いカー トリッジ(4g〜 5g)を 取付 ける場合 は、付属
のシェルウェイ トをご使用 ください。

(図 4)

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。
(ご注意)水平バ ランス調整する とき、カー トリッジの針先
がターンテープルや本体に触れないようにして下さい。

4水 平バ ランス調整後バ ランスウェー トを動かない ように指で

カウンター リング

Conical stylus
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、
と
支え、カウンターリングだけを廻 し、アーム軸の中′
線にカ
ウンター リングの目盛 0"を 合わせ ます。(図 5)
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(ご注意)バ ランスウェー トが動 いて しまった場合は、 もう一
度水平バ ランス調整からや り直 して下 さい。
5.バ ランスウェー トを図6の 矢印方向に廻 してカー トリッジ指
定の針圧に合わせます。バ ランスウェー トを廻 します とカウ
ンター リングも一緒に動 きますか ら、カウンター リングを直
読み しながら適正な針圧に調整 します。(図 6)

アンチスケーテ ィングの調整
1.ア ンチスケーテインクのツマミを、針圧 と同じ値にします。
(図 7)(ご 注意)針 の形状により値が変わることがあります
ので、GrapЫ Э を参考にして調整 して下さい。
(図 7)

ビ ッチ コ ン トロー ル によ る回転数 の微調整
1.パ ワースイッチをONに して電源を入れます。
2.ク オーツロックランプが点灯 している時は、規定の回転数が

(33%か 45rpm)が 得 られます。
3.ピ ッチを変えたい時 にはクオーツロックボ タンを押 し、ラン

プが消えるのを確認 してか らピッチ コントロールフェーダー
を動か して下さい。
4.ピ ッチ コントロールは約 ±10%可 変できます。
クオ ー ツ ロックについて
① クオーツロ ックインジケー ターが点灯 している時は、規定
の回転(33%rpm,45rpm)が 得 られます。
② ①の状態か ら、
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
ターが消えて、クオーツロ ックが解除され、 ピッチ コン ト
ロールが可能な状態になります。
③ ②の状態か ら
規定の回転数(33%.P .45rpm)に 戻 したい時は、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、 ピッチ 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(33%rpm,45rpm)に 戻 ります。
ピ ッチ と ビ ッチ コン トロー ル フ ェーダーの位置関係

2.正 しい針圧調整、アン

チスケーティング調整
は、歪みのない再生音
を得るため、また、針
やレコー ドを長持ちさ
せるうえでも欠かせな
い重要なポイン トです。

フェーダ繊

プ レー ヤーの設 置
1.外 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 ください。
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 。

接続 の しかた
1.PHONO端 子の接続
PHONO端 子側
→PHONO ■■■■■
白色 (L)

赤色 (R)

ミキサー側
の入力端子へ

→PHONO ■■国■■ の入力端子へ
■菫躙回■ の端子ヘ

黒色 (ア ース線 )→

(ご 注意 )ア ース線の接続は必ず行 って下さい。 アース線を
接続 しませんと電源ハ ム(プ ーンという音 )が 出ます。
2.電 源プラグの接続
電源プラグを コンセ ントに接続 します。
(ご 注意 )本 機は交流(AC)雷 FF100Vで ご使用いただ くように
なっています。21XIVの 電圧や直流(DC)電 源には絶対接続 し
ないで ください。
3.リ モー トコントロールについて
本機には演奏のスター ト/ス トップをサイクリックに行 うリ
モー トコントロール機能を装備 しています。 リモー トコント
ロール端子にフットスイッチ等を接続 してご使用下さい。

端子
画
岬｀雪
ニ
カ

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リ アバネルの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。ターンテープルは回転
します。
5.ト ーンアームをレコー ド盤上に移動 し、静かに下降させて下さ
い。演奏が始まります。
6.演 陵
りましたら、 トーンアームをアームレストに戻 しま
"勒 針先保護のため針カバーをつけておいてください。
す。また、
7.ス ター ト//ス トップボタンを押 します。ターンテープルは電子
ブレーキによりなめらかに停止 します。その後、パ ワースィッ
チを押 して電源をOFFに してください。
(ご 注意)ス タート/ス トップボタンを押さずにパ ワースイッチ
却 FFに した場合、電子ブレーキは働きません。
8.EPレ コー ドの演奏
EPレ コード用アダプタをセンタースピンドルにはめます。
9デ タッチャブル ミニライト (オ プション)に ついて
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
ミニライトがオプションとして用意されています。特に必要の
ない場合には、取 り外 してご側明になれます。
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SPECiF!CAT10N
TURNTABLE

MOTOR
STARTING UP TIME
STARTING TORQUE
BRAKING SYSTEM
RAMBLE(S/N RAT10)
SPEED
PITCH

ARM

WOW&FLUTrER
TYPE
EFFECTIVE LENGTH
OFFSET ANGLE
OVER HANG
TRACKING ERROR
ANTI SKATING
STYLUS PRESSURE
LIGHT(OPT10NAL)
SPEED LOCK
REMOTE
DIMENS10N
WEIGHT
POWER

I

DIRECr DRIVE QUARTZ
O.5sec(33%rpm)70°
1.6kg・

all

ELECTRONIC BRAKE
78dB(IEC 98A WTD)
33%rpm,45rpm

± 10%(DETOUCHABLE 10衡
003% W R.M.S.

回

FADER)

STATIC BALANCE SYSTEM
23価 m± llnm
22°

15mm
+2°

32′

〜 +0°

AD」 USTMENT
AD」 USTMENT

32′

RANGE O〜 7.Og
RANGE O〜 7.Og
DETOUCHABLE MINI LIGHT DC12volt

QUARTZ LOCK

」ACK)
MOMENTARY START(MINI
(W)45飾 m× (H)150m× (D)370m
9.5kg

AC 100V

100mA
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