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周波数特性

uNE～Otr―
PHONO EO偏差

-46dB/3.3KΩ

-10dB/50K Ω

-42dB/56K Q

(R:AAイ コライザー補正 )

-10dB/50K Q
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-10dB/10K Ω以上

OdB/10K Ω以上

-10dB/10K Ω以上

最大 25mW/8o

20-20KHz+0/-3dB

±ldB

SN比

uNE～ 0…      :80dB(:HF‐ A WTD)

総合ひずみ率 (THD)

MIC～ OtrPUT    :o.o3%(lKHz)以 下

UNE～ OLrrPUT    :o.o3%(lKH2)以下

外形寸法

WxH× D

重量

:482X105× 220mm

:4.5kg

―サンプラー/ディレイ部―

AD′DA変換      :ADM方 式

周波数特性      :20～ 15KH2(MULTI MiN)

SN比

VⅥ艶ポ

:75dB(lHF‐ A WTD)



ごあいさつ

このたびはVESTAX PMC-20 SLプ ロフェショナ

ル・ミキシング・コン トローラーをお買い上げいた

だきまして、誠にありが とうございます。

特 長

● 4バ ンクデジタルサ ンプラーを内蔵。 2秒× 4

バンク、 4オ少X2バ ンク、 8秒 × 1パ ンクのい

ずれかのモー ドでのサ ンプ リング、再生が可能

なほか、デジタルデ ィレイ (最長 2秒)と して

も使用できます。

●本体内にエキサイターを内蔵。音の輸ヨ;を 際立

たせる 3次高調波成分を合成することにより、

古いレコー ドも最新のサウン ドクォリティに高

めることが可能 となりました。

※本機に使用 しているエキサイター回路はAphex

Aural Exciteρ の回路を使用 してお ります。

Aphex Aural ExciterDは APHEX SYSTE・

MS LTD.の登録商標です。

●新方式 トランスフォーマースイッチ採用。 クロ

スフ手
~ダ ~キ ヤンセンレ方式により、よリクィ

ックでタイム リーな トランスフォーマー・ スク

ラッチが可能 となりました。また、入力切換ス

イッチを使っての トランスフォーマー・ スクラ

ッチ も可能 となるよう、 PGM Bで は左側に、

PCM Cで は右側にそれぞれPHONOを 配置 し、

クロスフェーダーと同 じ方向のアクションでカ

ットイン/ア ウ トできるよう設計 しました。

●クロスフェー ダーは45%、 20%の 2種類を用意

し、交換可有ヒとしました。

※製品購入時には45%フ ェーダーが標準装備さ

れています。20%フ ェーダー御希望の方は別

売のCF‐ 20S(定価4,000円 )を御購入ください。

●クラス初のデュアルマスターコントロールによ

り、エントランス/フ ロアー、ブース/フ ロアー

等場所、用途に応してレベルを分けることがで

きます。また、わずらわしいパッチング操作を

することもなく、 MTRに 直結することも可能

となりました。更に、各マスター毎にマスター

バランスを装備し、様々な音場設定の可能性が

広がりました。

●各プログラム毎にエフェクトセンドポタンを装

備 し、ソース別のエフェクト効果が瞬時に得ら
~

れます。また、エフェクトセンドポリウム、エフ

ェクトレシープ (ミ ックス)ポ リウムをマスター

セクションにレイアウ トし、常時最適なレベル

セッティングが行なえるよう配慮されています。

●レベルインジケーターは出力表示 (マ スター 1

L、 R)、 入力表示 (PGM 2、 3)の切換方式。

出カレベルをチェックすることは勿論、 ミック

スする時 2つのソースのレベルバランスを合わ

せたり、BPMを 視覚的にキャッチしたりと、用

途に合わせて様々な使い方ができます。
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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。なお、電源周波数 (50Hzま た

は60Hz)の調整は不要です。

●電源プラグをコンセ ン トから抜 く時は

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 りはずして内部

に手を触れないで下さい。この結果生

した損傷、感電や火災等について、当

社はその責任を負いません。

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。塗装がはげ

ることがあります。

ご注意

PMC-20SL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、パーッに無理を力を加えると破損

することがあ りますので、本機の性能に

疑間が生 した場合には、お買い上げの販

売店か弊社 までお問い合わせ下 さい。



各部の名称 と機能

フロン トパ ネル

cMiC:NPUT」 ACK
マイク入カシャ ノクです。 タイナ ミノク型マイ

クロホンを接続 してくださいっ

2):NPUT SELECT SWiTCH

各入カフェーダー(C)に どのソースを入力する

かを選択す るスイ ンチです。フ ログラム毎に3

つの入力の中から選択できます。フ ログラムは

次のようになっています。

PCヽ 1 1-―一 MIC、 LINE l、 LINE 2

PG卜1 2-PHON0 1、 LINE 3、 LINE 4

PGヽ1 3-――LINE 5、 LINE 6、 PHON0 2
※各入力に {ま 次のソースを核続 して ください

=

IヽIC:ダ イナ ミックマイク

AUX、 LINE:CD、 ヵセットテ′キ、サンフラー、手

PHONO lタ ー.ン テーフル(ヽ 1ヽ I型 ヵ―トリァジ)

※PHONO入 力に IヽC型 カー トリッジをご使用

の際はヘ ッ ドアンプが必要 となりますこ

3EFFECT SW:TCH
内蔵デジタルデ ィレイ、又はエフェクト・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 る時押 してください。内蔵のサンプ

ラー/デ ィレイをデ ィレイモー ドにセットした

時のみ、このスイッチを押 したチャンネルの信

号がサ ンプラー/デ ィレイ回路 に送 られます。

サンプラーモー ドで御使用の際は、モニターセ

レク トスイッチ (⑮)でサンブ |タ ングするチャン

② H①

ネルを選んでください。一度に 2つ以上のプロ

グラムのスイッチを押 した時は、それらのプロ

グラム信号が ミックスされて内蔵デジタルデ ィ

レイ、又は外部エフェクターに送 られます。

1〕 :NPUT FADER

各フログラムの入カレベルを調整 します。1重 常

7-8程 度てお使い くたさいc

oCROSS FADttR
ム:側 に移重力するに従いプログラム 13の 計が、イf

側に移重力するに従いプログラム Cの 計が、それ

それ出力されます。 またく ;|・ 央部では両方aユヽ

力■il時 に出力さ′します。

フロクラム 8 t~~~~‐ ‐フ●クラム C

クロスフエーター

クロスフェー ダーを動か した口,卜 、 ノイズが 日立

つ ようになった時や、20'1フ ェー ダーをご使用

の際 は クロスフェー ダーユニ ッ トを交換 して く

だ さい。交換の際は、 ド記の要領で iiな ,́て (

…

( 魯 ―

クロスフェーダーユニッ ト取付ネジ(4本 )を

外 します。

，
―
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(13)

クロスフェーダーユニッ トからマルチケーフル

コネクターを抜 きます。

(C)悧 iし ヽヽ クロスフ ェー ダーユニ ントにコネ

クターを差 し込み、 クロスフ ェー ターユ|(

f・Iネ ジ(4本 )で ,1定 します。

こTRANSFORMER SWiTCH

ク ロスフェー ダーをノIi側 、 スはイ「側 に振 りリリっ

ズ
=ヒ

き、反対 f員1の スイ ′チを‖||し た時だけその

ノログラムか出カヨ Lま す。このスイ ′チによ

リトランスフォーマー・ スクラ ッチが容易に行

なえます ,

CMASTER FADER
マスター 1、 マスター 2の 各出カレベルをl〕‖整

します。

CMASTER BALANCE
マスター 1、 マスター 2各出力の Lチ ャンネル、

Rチ ャンネルのバランスを設定 します。

3GRAPHiC EQ.ON/OFF SWiTCH
5バ ンド・ グラフィック・ イコライザー (⑩)の

オン/オ フスイッチです。

(35 BAND GRAPHiC EQUAL:LER

100Hz、 300Hz、 lKHz、 3KHz、 10KHzの 各1討 i皮

数帯域のレベルを Lチ ャンネル、 Rチ ャンネル

～ 時にコントロールするグラフ ィック・ イコラ

イサーです。

①EXCITER TUNE VOLUME

内蔵エキサイターの有効 となる周波数を調整す

るポ リウムです。ノ:1に 国す と|夕iく な り、右に|口 |

す と低 くな ります。

13EXCITER MiX VOLUME

手キサイターの ミソクスレベルをJp・l整するポ リ

ウムです。ノ[it、 っはいてエキサイター効果はゼ

ロとなり、右に|“ け ほ ど効果がlil大 します。

oEFFECT SEND VOLUME
内蔵サンプラー/デ ィレイ、又はエフェク トセ

ン ド端子から外部エフェクターに送る音量 を調

整 します。但 し、内蔵サ ンプラー/デ ィレイに

信号を送る場合は、デ ィレイモニ ド時のみ有効

とな ります。

3EFFECT RETURN VOLUME
タト部エフェクターか らのエフェクト音itを 調椎

するポ リウムです。

f6MON:TOR SELECT SW:TCH

PMC-20SLの モニターシステムはプログラム・

モニター・システムを採用 してお り、ヘ ッドホン

のイ1側 か らは IヽASTER Iか ら実際に出力して

いるf〕 :与
j‐ をモニター し、左側からはこのモニタ

~ス イ ンチて選択 したフロクラムの入力信与り‐を

モニターす るよう設
`:|さ

れています。これによ

り、現在出力中ク)ソ ースと、:人 に出力するソー

スを同時にモニター し、 レコー ドの頭出 し等を

容易に行なえます。これらのスイッチで選択 し

た入力信号は、入カフェーダー、クロスフェー

ダーの位置に関係な く、常時モニターロ∫能 とな

ノ́ています。

また、内蔵のサンブラー/デ ィレイをサンプラ

ーモー ドにセットした時、このスイッチでセッ

トしたチャンネルの信号がサンプラー/デ ィレ

イ回路に送 られます。デ ィレイモー ドで仕p使用

の際は、エフェクトスイッチ(③)でディレイ回
路に送 る信号を選択 してください。

O EFFECT MONITOR SWiTCH
エフェク ト・センド リターン・ ジャックに接

続 された外部エフェクターからのエフェクト音

をモニターする時押 して くたさい。エフェクト・

リターン・ ホリウムのft置 に関係な く、常時モ

ニターで きますっ

PMON:TOR LEVEL VOLUME
モニ ター用ヘッドホンの音量を調整するホリウ

ムですξ

貧}HEADPHONE JACK

モニ ター用ヘ ッドホンを接続 して ください。

′D:METER SELECT SWiTCH
IヽASTER l(11に 倒す ヒレベルメーターはマス

ター 1出 力の Lチ ャンネル、 Rチ ャンネル各出

力作■;‐ を表 /Jlし 、INPUT側 に倒す とPG卜IB、

PGヽICの各入カレベルを表示 します 3

0LEVEL METER

3:POWER SWITCH



御 X
サンプラー/デ ィレイの再生音量を調整するポ

リウムです。

④FE日)BACK
デ ィレイモー ド時、デ ィレイ音を繰 り返す回数

を調整するポリュウムです。

右に回すと繰 り返す回数が多 くな ります。

④日NE
デ ィレイタイム、サンプリングタイムの微調整

を行なうポリウムです。

右いっぱいでデ ィレイタイム、又はサンプリン

グタイムは最長となります。

④RANGE
ディレイタイムを大まかに設定します。
※このスイッチは、サンプラーモー ド時は無効

となります。

④FUN(用 ON
内蔵サンプラー/デ ィレイをサンプラーとして

使うか、デ ィレイとして使うかを設定するスイッチです。

OSAMPUNG MODE SELECT
サ ンプ リングモー ドを選択するスイッチです。

モー ド1で  1バ ンク 最大サンプ リングタイム 8秒

モー ド2で  2バ ンク      ″    各 4秒

モー ド3で  4バ ンク      ″    各 2秒  となります。

①BANK SWITCH A,B,C,D BANKIND:CATOR

サンプ リング、又は再生するバンクを選択するスイッチ及び選択 したバンクを表示するLEDです。

サンプ リングモー ド1でバ ンクAの み使用可能

〃    2で バ ンクA及びCが使用可能

″    3で バンクA、 B、 C、 Dが使用可能 となります。            ッ 、

C"LAY SWTCH,:NDICATOR
このスイッチを押 している時のみ設定 したバ ンクにサンプ リングされた音が再生され、インジケーター

が点灯 します。一度ポタンを離す 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。

ORECSWCH,:NDICATOR
このスイッチを押すと、設定 したバ ンクにサ ンプ リングを開始 し、バンクの長さいっぱいまでサ ンプ リ

ングを続け、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 リングを終了します。

サンプ リングしている間、インシケーターが点灯 します。

①L00P PLAY SW,:NDiCATOR
このスイッチを押す と設定 したバンクのサンプ リングされた音が繰 りかえし再生されます。この時再生

しているバンクのバンクインジケーターが点灯 し、どの音が、どのバンクにサンプ リングされているか

が表示されます。又、モー ド1、 2の時には、各バンクの再生順に順次点滅 しますのでサンプ リングす

る際のタイ ミングをはかる目安にして下さい。
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リアパ ネル

⑫ L:STEN
サンプラー/ディレイの再生音をヘ ッドホンで

⌒
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、 ミックスレベルボリウム(② )を

MINに セットした状態でもモニター可能 となり、

外部に音を出さずサンプ リングされた音、又は

ディレイ音を確認することができます。

LISTENォ ンで、インジケーターが点灯 します。

LISTENォ ンのときは、ヘ ッドホンのLチ ャン

ネルはサンプラー/デ ィレイの再生音のみモニ

ター可能 となり、モニターセレクトスイッチ(⑤ )

で選択 した音は聞こえな くなりますのでご注意

ください。

① PGM l、  2、 3:NPU丁  L:NE I～ 6
PHONE l、 2

各L、 R〔RCA JACK〕

PGM A.B.Cの 各入カジャックです。LINE

⌒ 。
入力にはCD、 ヵセットデッキ、サンプラー等ラ

インレベルの機材を、PHONO入 力にはターン

テーブル (MMカ ー トリッジ搭載のもの)を接

続 してください。

※LINE入力のみを使用し、PHONO入力を使用

しない時はショー トピンアラグ (別売)を 、

P軍ONOジ ャック L、 Rに接続 してください。

PHONOジ ャックをオープン状態にしておく

と、音もれ (ク ロス トーク)の原因となる場

合があります。

①GROUND TORM:NAL

ターンテーブルのアースコー ドを接続してくだ

さい。

① O岬 UT JACKl、  2 L、 R〔RCA」ACK〕

マスター 1、 マスター 2の各出カジャック(-10
dB)です。プ リアンプ、パワーァンプ、レコー

ダー等に接続 して ください。

① OUTPUT JACKl(H:GH)L、 R〔PHONE JACK〕

マスター 1のハイレベル出カジャック (OdB)で

す。OUTPUT JACKl L、 Rと 同じ内容が出力

されます。パワーアンプ等に接続 して ください。

① EFFECT SEND JACK L(MONO)、  R
〔PHONE JACK〕

外部エフェクターに信号を送 るシャックです。

モノラル・ インプ シヽトを持 ったエフェクターを

使用する際はL(MONO)端子をお使いくださし亀

① EFFLσ「 FITURN JACK L(MONO)、 R

〔PHONE JACK〕

外部エフェクターの信号を受けるジャックです。

モノラル・アウ トプ・フトを持ったエフェクター

を使用する際はL(MONO)端子をお使いください。

1日



接 続 例
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(VESTAX m‐90o.D‐ 400尋 )

スピーカー CDブ レーヤー  CDブ レーヤー
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TEL:03(410701l FAX:03(412)7013
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Wカセットデッキ

キーボー ド等
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