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ヽさ つ

この度は、VESTAX PM015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
書をよくお読み頂けます ようお願 い致 します。
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PMC‑15SLの

*PMC‑15SLは 、欧米でもベス トセラーのPMC‐ 15の 機能その
ままに、10秒 2バ ンクのサ ンプラーを内蔵 したスーパーモデ
ルD」 ミキサーです。
*PLAY/RECと も同一のボタンで操作でき、スター ト/ス
トップのタイ ミングも決め られるので、任意の長さでのサ ン
プリングタイム設定が可能です。
2系 統 、LINE× 6系 統、PHONO× 3系 統、計11系 統
入力の多入力。 ター ンテープル 、カセ ッ トデ ッキ 、CDプ レ
イヤー、LDプ レイヤー等、現在の多様化す る入カソースに

*MIC×

完全に対応 します。

*各 PGMチ ャンネルに トリムボ リュームを装備。 レコー ド、
テープ、CD等 の異なるソース再生 レベルの補正をすばや く
正確に操作出来ます。

*MICチ ャンネルはMAIN MIC、 SUB MICの 2系 統 を コン
トロールで き、HI、 LOW、 2 BANDの EQに よ り、LOW
PASS、 HI PASS、 等の音質補正が行えます。

*各 チ ャンネルにエフェク トセ ン ドスイ ッチを装備。21N‑2
0UTス テ レオのセ ン ド/レ シープでデ ィジタルデ ィレイ、
リバープ等多彩なエ フェク トテクニ ックを駆使できます。

*ベ スタクスオ リジナルの トランスフォーマースイ ッチは、 ト
ランスフォーマースクラッチを容易に しました。

*長 年の経験とデータにより作 られたクロスフェーダーは、過
酷なスクラッチにも耐える耐久度 とカープを持 っています。
もちろん今や世界中の ミキサーメーカーが採用 しているV.D.
C.(ベ スタクス
・デタッチャブル・クロスフェーダーシステム)
によリメンテナ ンスも容易です。

SPECIFiCAT10NS
入カ レベル/イ ンピー ダンス

MIC
LINE
PHONO

(RIAAイ コライザー補正 )

EFFECT RTN

出カ レベル//最適 イ ンピー ダ ンス

LINE OUT
EFFECT SEND
CtlE OUT
REC OUT

周波数特性

S/N tt LINE〜 OUTPUT
カ ッ ト オ フ レベル
外形寸法 (W× H× Dllull)
重■

‑42dBV/3.3KΩ
‑10dBV/56 KΩ
‑42dBVノミ KΩ
‑10dBV/62 KΩ
OdBV/10
‑10dBV/10
‑10dBV/10
OdBV/10

KΩ 以上
KΩ 以上
KΩ 以上
KΩ 以上

30Hz〜 20KHz± 3dB
80dB以 上(」 IS‐ A WTD)
‑60dB以 上
482× 82× 222
3.5 kg

)

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上、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

)

特徴

アフ ター・ サー ビス

が修理致 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は、お
客様のご要望により有料修理いた します。

安全上 の ご
●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。
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 くときは必ずアダプター
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。
のご

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
を拭かないで下さい。塗装がはげることがあります。

PMC‑15SLの 本体の保証期間は1年 ですが、ク ロスフェーダー
等をパーツの耐久力を超えた苛酷な使 い方、例えばスクラ ッチ
などでお使いになると、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lヵ 月の内にお使いにな られ ることがあ
ります。その場合の交換 につ きま しては、弊社の判断により実
費を請求させて頂きます。また、パ ーッ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、お買上げの販売店か弊社 までお問い合わせ下さい。
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24.TIME LED
サンプリング又は、サ ンプ リングされた音が再生す る時 に、
順次点滅 します。また、RECモ ー ド、PAUSEセ レク ト時、
サ ンプ リングする際のタイ ミングを計る目安に して下さい。

25.OUT PUT

サンプラーの再生音量を調整す るボ リュームです。

26 MONITOR

サンプラーの再生音をヘ ッドフォンでモニ ターす る時に使用
します。このスイッチをONに すると、アウ トプットボリュー
ム (26)を MINに セ ッ トした状態でもモニター可能となりま
す。外部に音を出さずにサンプリング音を確認す ることが
できます。MONITOR ONの時は、ヘ ッドフォンのLチ ャン
ネルはサ ンプラーの再生音のみモニター可能となり、モニター
セ レク トスイ ッチ (15)で 選択 した音は聞こえな くなります
ので、ご注意下さい。

27.SAMPLING TIME

サンプリングタイムの調整を行うボリュームです。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。

28.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。
各ノ｀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 しますので、ご注意下さい。

30.31.32.33 SAMPL:NG MODE SELECT SWITCHv
lNDICATOR
サンプ リングモー ドを選択するスイッチです。

30.FULL
設定 したバ ンクの長さいっぱいまで、曲の一つのパー トをサ
ンプリングするモー ドです。(29)REC/Play SWを lPUSH
日でRECス ター ト、2PUSH目 でRECス トップとなります。
2 PUSH目 を押さない場合はバ ンクのメモ リーが全てい っぱ
いになった時点で自動的にサンプリングは終了 します。サ ン
プリングしている間、TIME LEDが 点灯 します。

31 PAUSE

設定 したノ｀ンクの長さいっぱいまで、曲の複数のパー トをサ
ンプリングするモー ドです。 (29)REC/Playス イ ッチを 1
PUSH目 でスター ト、2 PUSH日 でRECポ ーズ、3PUSH
目で再びRECス ター トとなり、バ ンクのメモ リーが全ていっ
ぱ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、TIME LEDが 点灯 します。
Piayモ ー ド

32.L00P
(29)REC/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。

29.REC/Play SWITCH,INDCATOR
33 TRIGER
RECモ ー ドの時には、RECス ター ト、ス トップ (ポ ーズ)
(29)REC/Playス イ ッチを押 している時のみ設定 したバ ン
スイ ッチとなり、REC時 にLEDが 点灯 します。Playモ ー ド
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
時には、Playス ター ト、ス トップ、スイ ッチとなり、Play
時にLEDが 点灯 します。

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。
/

9.CROSSFADER(ク ロスフェーダー)
PGM 2と PGM 3の 入カソースをセンターで ミックス しま
す。クロスフェーダーを動か した時、ノイズが 日立つように
なったり、201Enフ エ ダ ー (CF‐ 15S)や ダイヤルユニ ッ ト
(DF‐ 1)を ご使用の際はクロスフェーダーユニ ッ トを交換 し
て下さい。ユニ ッ トの取付ネ ジ(4本 )と 内部の コネクターで
簡単に交換できます。
NOTE:ク ロスフェーダーユニ ッ トを交換す る際には、取付
方向を良くご確認下さい。
10 TRNSFORMER SWITCH(ト ランスフォーマーSW)
クロスフェーダーを左側、又は右側に振 り切 った時 、反対側
のスイッチを押 した時だけそのプログラムが出力され ます。
このスイ ッチによリ トランスフォーマースクラ ッチが容易に
行えます。
■.BALANCE(バ ランス)
LINE OUT出 力のLチ ャンネル 、Rチ ャンネルのパランスを
設定 します。
12.MASTER LEVEL(マ スター レベル)
ンのLINE OUT端 子か ら出力され る信号の レベル
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ターの送る信号の レベルを調整 します。 クロスフェーダー使
用時はクロスフェーダー後か ら信号を取り出しマスターフェー
ン
ダーの前に戻 していますので、クロスフェーダーを使ったカッ
1/｀
r
トアウ トにエコーをかける等、様 々なテクニ ックが使えます。
1
14.EFFECT RCV(エ フェク ト入力調整ノプ)
￨
リアパネルのEFFECT RCV端 子と接続 した外部 エ フェク
ターか ら入力する信号の レベルを調整 します。

15.CUE SELECTOR/SAMPLING SELECT

l〜 3の プログラム、マイクチ ャンネルのキ ュー・モ■ ター選
択スイ ッチです。各ボタンを選択す るとヘ ッ ドフォンの左側
か ら選択 したプログラム内容が、右側か らは現在出力されて
いる内容が同時にモニターできるため、曲の頭出 しが簡単に
できます。又、内蔵のサンプラーにサ ンプ リングする時は、
このスイ ッチでサ ンプリングす るチ ャンネルを選び、信号を
サンプラー回路に送 ります。 PLITCUEを OFFに すると、
モニターセ レク トスイ ッチで選択 したプログラムの入力信号
を両耳で確認できます。このスイッチが押 されていないとサ
ンプ リングできませんのでご注意下 さい。

16.LEVEL(ヘ ッドフォン
・ボリューム)
ヘッドフォンのモニターレベルの調整用ノプです。

17.PHONES(ヘ ッドフォン端子)
このジヤックにヘットフォンを接続 して下さい。8〜 a10Ω ま
で使用可能で、適正は1"Ω です。
18.SPLIT CUE(ス プリットキュー スイッチ)
このスイッチをOFFに すると、モニターセ レク トスイッチで
選択 したプログラムの入力信号を両耳で確認出来ます。
19.GRAPHIC EQUALIZER(グ ラフィック
・イコライザー)
1∞ Hz,3∞ Hz,lKHz,3KHz,10KHzの 各周波数帯域の レ
ベルをLチ ャンネル、Rチ ャンネノ
ン同時にコン トローノ
ンする
・イコライザーです。
グラフィック
20.EQ(グ ラフィック
・イコライザーON/OFFス イッチ)
・イコライザーのON/OFFス イッチです。
グラフィック

21.PEAK LEVEL(ピ ークレベルメー ター)
一グラフにより、L,Rの 出カ ピークを表示 します。
LEDノ ヽ
22.METER(メ ーター切換スイ ッチ)

MASTER側 に倒すとメー ターはLINE OUT出 力のLチ ャ

ンネル、
Rチ ャンネル各出力信号を表示 し、
PRE/MASTER
側に倒す と ⑮CUE SELCTION SWで 選択 したPGMの 各
入カ レベルを表示 します。
23.POWER(電 源スイッチ)

各部 の名 称 と機能
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[ミ キ サー 部 ]
フ ロン トパ ネ ル

1.SUB MIC(サ プマイク用入力調整 ノプ)
リアパネルにあるMIC l JACKに 接続されたサプマイクの
入カ レベルを調整 します。
・ハイ)
2.EQ― HI(イ コライザー
正用ノプです
高音補
。10KHz以 上を12dBブ ース ト又は、カッ
トできます。
・ロー)
3.EQ― LO(イ コライザー
ノプで
低音補正用
す。100Hz以 下を12dBプ ース ト又は、カッ
トできます。
4.EFFECT SW(エ フェク トスイッチ)
エフェク ト
・セン ド/リ ターン端子に接続 した外部エフェク
ターに信号を送るときにご使用下さい。
5.MAIN MIC(メ インマイク入カフェーダー)
リアパネルにあるMAIN MIC JACKに 接続されたメイン
マイクの入カ レベルを調整 します。
6.INPUT(入 カソース選択スイッチ)
各PGMに 、どの入力を立ち上げるかを選択するスイッチで
す。プログラム毎に、リアパネルに接続された3つ のステ レ
オ入カソースの中から選択できます。

プログラムは次のようになっています。
PGM‐ 1… …・PHON0 1,LINE l,LINE 2
PGM‐ 2… ……PHON0 2,LINE 3,LINE 4
・PHON0 3,LINE 5,LINE 6
PGM‐ 3・ ¨¨
PHONO入 力には、RIAAイ コライザーがはいっています。
LINE入 力には、CDプ レイヤー、TAPE DECKの 出力を
接続 して下さい。
NOTE:PHONO入 力には、MMタ イプのカー トリッジのつ
いたターンテープルを接続 して下さい。MCタ イプのカー ト
リッジをご使用になるときには、ヘ ッ ドアンプが必要 となり
ます。
7.TRIM(ト リム。
ボリューム)
各チ ヤンネルの入カ レベルを調整 します。イ ンプ ッ トフェー
ダーとマス ターフェーダーを7‑80位 置にセットしてマスター
フェーダーLEDレ ベルメーターの+5dBが 時 々点灯す る位置
にセ ッ トして下さい。
8.LEVEL(チ ャンネル・レベル・フェーダー)
各チ ャンネルのインプットフェーダーです 。通常7‑3の 位置
でお使い下さい。

…
甲甲￨ルは兆≫0当
リアパネ ル

1.MIC l(/4 inch PHONE」 ACK)
サプマイクの入力端子です。

2.MAIN MIC(74 inch PHONE」 ACK)
メインマイクの入力端子です。

3.PHONO INPUT L/R[1,2,3](RCA PIN」 ACK)
各PGMの ターンテープルの入力端子です。MMカ ー トリッ
ジのセ ッ トされたターンテープルを接続 して下さい。

4.LINE INPUT L/R[1‑6](RCA PIN」 ACK)
各ライ ンレベル機器の入力端子です。CDプ レイヤー、テー
プデ ッキ、VTR音 声出力等を接続 して下さい。
5.GND(グ ラン ドター ミナル)
各PGMの ター ンテープルのアース端子を接続 して下さい。
6.LINE OUT L/R(74 inch PHONE」 ACK)
マスター出力です。パ ワーアンプの入力に接続 して下さい。

7.REC OUT

録音用の出力です。外部のテープデ ッキの入力端子を接続 し
て下さい。また、サブ出力と してメイ ン出力とは,り に出力が
必要な際にもお使い下さい。なお、この端子か ら出力される
音 にはマス ターボ リュームは効きません。

VEIAX CORPORATЮN

8.EFFECT SEND/RECEVE(74 inCh PHONE」 ACK)
外部エ フェクター(デ ィレイ、リバープ)等 の入力をSENDに 、
出力をRECEVEに 接続 して下 さい。ステ レオイン/ス テ レ
オアウ トだけではなく、モノイン/ス テ レオアウ ト、モノイ
ン/モ ノアウ トのエフェクターにも接続が可能です 。モノラ
ルでご使用の際は、L端 子をお使い下さい。

9.CUE OUT(74 inch PHONE」 ACK)

CUE SELECTOR SWで

選択 した信号がモノラルで出力さ
れます。DSG‐ 05、 3000の 入力に接続 しますと外部に音を出
さないでサ ンプリングで きます。

10.DC IN
付属のACア ダプターをつないで下さい。
11.DC OUT

DC INの 出力です。300mA以 内でご使用下さい。

