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.ご あ い だ事つ
●モニター部は、これまでのシリーズ同様のプログラ
ムモニターシステムを採用し、各チャンネルのモニ
ターに加えて、AUXセンド、マスター優先スイッ
チを増設。きめ細かいモニタリングが可能です。
又、ヘッドフォン出力も周囲の音に影響されないよ
うに大パワーのアンプを搭載しました.

●新機構のЮUSE LOLDシ ステムは、3種類のタイプの
をイコライザ=力

"セ
ットされています:あらゆる

タイプのDIS∞ ソースをダンサンブルにイコライジ
ングします。    .

●出力部は、PIЮNE JACK(アンバランス出力)、 XLR
00NECrOR(■ 4dBバランス出力)を装備。業務用SR
システムにもペストマッチします。

・
;〔詈11,I;『J[Iシ

`:含

:3;::;う
レベルで出力することもできます。

●新採用サンプラーアウトからは、alEボタンで、

:こ劣:比奮¥「含£肩質子多ラ孝早椿房醤露言修
"音ネタ"をサンプリングしておくことが可能で
す.

●業務用として最適なEI A 19inch 5Uラ ックマ
ウント・サイズです。
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帰 榊

SPECIFICAT10N

この度は、VS「AX PК-40をお買い上げ戴きまして
誠にありがとうございますら御使用の前に、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。

特 徴

●フォノ4系統、ライン8系統 (SIEREO)、 合計 12系統
ものインプットソースの中から任意の4系統を選べます。

●各チャンネルに入力されたソースは、アサィン・ スイ
ッチにより、クロスフェーダー部に送るか、又はクロ
スフェダーを経由しないで直接マスターフェーダーに
送るかを選択でき、これにより、サンプラー、 リズム
マシン等をクロスフェダーの動きに関係なく出力させ
たり、又は同時に4系統までのソースを ミックスする
ことができます。

●各チャンネルにはゲインポリュームカ壌備され、CD、
レコード毎に違ってくるそれらの再生レベルを、素早く
容易に平均化でき、スムーズなリミックスが可能です。
又、同様に各チャンネルのHI、 LO■ 2 BAND EQは、古い
レコードと新しいレコードの間の音質のギャップを補正
することが可能で、D」が操作しやすい様に配置されてい
ます。

● 5つの入カモジュールのエフェクトスイッチは、狙った

乙ヒ三今富多1票

"竺 `レ

各基轟そぎ塁手:イ
ンパクトの

●新設のビートインジケータニは、入力信号の確認と曲の
BPM合わせのサポートとして機能し、グインポリューム
でベストボジションを選べます。

●マイクは、メインマイク、サプマイクの2本が同時入力
可能で、2 3mD EQ PANコ ントロールにより、ラッパー、
D」 の声を自由にコントロールできます.

●ベスタクスォリジナルの トランスフォマースイッチは、
トランスフォーマースクラッチを容易にし、長年の経験
とデータにより作られた新設計のクロスフェーダーは、
過酷なスクラッチにも耐えられる耐久性とカープを持って
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
スフェダーシステム)によリメインテナンスも容易です。

● トークォーバーは、ミューティングレベルをポリューム
で自由に可変できます.

●用い30で好評の16点ピークホー′レドLEDイ ンジケーター
に加えて、ォプション・イシジケータ_を新たに装備しま
した.スィッチの切り替えにより、AUxセンドレベルと
任意のチャンネルのレベル/リ ズムモニターが可能です.
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アフター・サービス

1.ホ 1■ には保:正 ●」を静:サ してあります。

所定亭項を記入してお破しいたします

ので.:こ載内容をごFt認 の上。大切に

:1苦 して下さい。

2.保
'こ

朋Fl中 は:保 :こ 書の:こ 根内容に

より。フト社サービス機関が

'I理

いたし

ます.

3.保証期間経過後。または保:こ書を提

。 示さl■ ない場合の

'I理

などについてご

不明の場合は、お買上げの販売店。ま

たば当社サーピスにご1口 .IA下 さい.

保証川「1経ぬ後。,F理によって機おヨが

lL持 できる場合は,お客様のご要望に

よリイr‖ l"理いたします.

安全上のご注意

●ホ機は交流 (AC)電 mloov専用ですの

で直流電源やltの 風なる電圧の交流電

置に直l'つ ないで使用することはでき

ません.なお、電源周波:t(50112ま た

は60H2)の調整は不要です。

●電源プラグをコンセントから抜く,キ は

必ずプラグを持ってlAい て下さい。

無理にコードを引っ張ったりして抜く

とコートをi,め てしまいます。

●水などに漏|■ た手でプラグをl・|つ てコ

ンセントに抜さ差ししないで下さい。

感電することがあり。大変危険です。

●ピニール等の被11が切れたりこすrt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.感電ゃ火災の

原因となります.ま た.ホ性内部に水

等の液体や可遂1"お よびピン等の金属

期を入れないようにごLt下 さい.

碁tや故F準 の原因とをります。

●木授外装のカパ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lAl"、 感電や火災等について。当

社はその責任を■いません.

設置上のご注意

常二(5-35℃ )。 通風が良い。頭土で■

観t圧の変Jカカ̀
少 ない場所に投置して下

さい。アルコールやシンナー等の澪液で

壼姜面をJ、かないで下さい.菫螢がはげ

ることがあります.

ご注意

PMC-40の 本体の保証期間は一年ですが、

タロスフェーダー年をパーツの耐久力を

超えた苛6含 を鷹い方。例えばスクラッチ

などでお使いになると。通常パーツのう:

久ロキ‖1と して保証さ1■ ている時間11年 )

以上を、 1カ タ:の内にお艇いになられる

ことがあります.

その場合の交換につきましては,「 社のt4

断により実資を
'1求

させてllIき ます。

また。′ぐ―ツに無理を力をカロえると破lrt

することがありますので。本機の性11に

疑Fulが生した
'1合

には。お買い上げの販

売店か,「 社までお問い合わせ下さい。
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髪手音Fυノ4ヨ乖ホ と 考発育ヒ

イ ン ブ ッ ト セ ク シ ョ ン

1.SUB MIC(サ プマイク用入力調整ノプ)

リアパネルにある日10NE」ACKに接続されたサプマイクの
入カレベルを調整します。

2.PAN(バ ン。ポリューム)

リアバネルにあるLRコネクターに接続さオ1たメインマイ
クの定位を設定します。

3.EQ― HI(イ コライザー・ハィ)

高音補正用ノプです。loKHz ttt上を12dBブ ,ス ト又は、
カットできます。

4.EQ―Ю (イ コライザー。ロー)

低音補正用ノプです。10釧屹以下を12dBブ ースト又は、
カットできます。

NOTE:曲によっては、ロープーストでレベルオーバーと
なり、出力が歪む場合があります.マスターLEVEL MmR
でオーパーレベルにならない様に設定して下さい。

5.EFFEtt SW(エ フェクトスィッチ)

クZ二 (僧専堪:`」庭]怪驚手ξttFし
た外部エフェ

6.サ

】lili;:重』

`:7r二

[理轟[れたメインマイ

普v―
…

■o

71P肛 (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、 リアバネルに接続された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。

P9-1 ・・・・“・●● PHCIN0 1, LINE l, LINE 2
PG‖-2 ・̈“・̈ o Pl10N0 2, LINE 3, LINE 4

P04-3 “・̈・・“ PIloN0 3, LINE 5, LINE 6
P04-4“・・・・・・・ I狙脚 4,LINE 7,LINE 8

PHONO入力には、RIAAイ コライザーが入っています.

LINE 入力には、CDブレイヤー、TAPE DECK
の出力を接続して下さい。

NCIE: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
リッジを御使用になるときには、ヘッドアンプが必要とな
ります。

8.BEAT ImICAIDR(ビ ート・インジケーター)

入カソースの低周波数帯のビークレベル時に点灯します。
ゲインポリュームが最適な位置 (2時の方向)で点灯する
ように設定されていますが、曲によってゲインポリューム
やEQ―LOポ リュームで見やすい位置に微調整して下さい.

NCIE:

*曲によっては、ベース、バスドラムの音が入り混じり正
確にビートをカウントできないことがあります。

*ゲインポリューム、EQ―LOポ リュームで点灯レベルを
微調整できますが、出力がオーバーレベルにならないよ
うにご注意下さい.

Ｔ
■
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9.GAIN(ゲ イン・ポリューム)

各チャンネルの入カレベルを調整します。インブットフェ
ーダーとマスターフェーダーを7～ 8の位置にセットして
マスターLEDレペルメーターの+5dBが時 点々灯する位置
にセットして下さい.

10.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～ 8の
位置でお使い下さい.

11.CROSSFADER/― R

(ク ロスフェーダー・マスター切換SW)
各チャンネルを通った入力信号がクロスフェーダーを通る
か、通らないで直接マスターセクションに行くかどうかを
EIRす るスイッチです.そのチャンネルがクロスフェーダ
■を通っている場合はLEDが点灯します。クロスフェー

ダーを、効かせたくない場合は全てマスターにセットして
下さい。クロスフェーダーを使う場合、通常は剛 1と 2
のうちひとつ、P043と 4のうちひとつを選んで下さい.

NOII:PCM l,21は、クロスフェーダーの左端にアサインさ
れ、剛 3,4,は、クロスフェーダーの右端にアサインされ
ています。

12.CROSSFADER UNIT(ク ロスフェーダー)

クロスフェーダー・マスター切換SWで選択したPGM
の入カソースをセンターでミ

'ク

スします.

クロスフェーダーを動かした時、ノイズが目立つようにな
つた時には、クロスフェーダーユニット (CF-40)を
変換して下さい。ユニット両端の2本のネジと内部のコネ
クターで簡単に交換できます。

NOTE:ク ロスフェダーユニットを交換する際には、取り付
け方向を良くご確認下さい.

13.TRANSFORPR SIITCH(ト ランスフォーマーSW)
クロスフェーダーを左側、又は右側に振り切つた時、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カメ

容易に行えます。

マ ス タ ー tク シ ョ ン

14.『FECr RCV(エ フェクト入力調整ノプ )

リアバネルのmCT RCV 端子と接続した外部ユフェクタ
ーから入力する信号のレベルを調腱します。

15.EFFECr Sm (ェ フェクト出力副随ノプ)

リアバネルのL「FECr SED端子と接続した外部エフェクタ
ーに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の後から信号
を取り出しマスターフェー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トアウトにエコーをかける

等、様々なテクニックカイ吏えます。

16.TALK OVER SIITCH(ト ークオーバー)

このスイッチを押すことにより、メイン、サプマイク以外
の全てのソースのレベルがミュニトされ減少します。

17.TALK OVER LⅣ L
ミュートレベルは、このポリュームで調腱できます.左
いつばいで、6dBダウン.右いっばいで、5 0dBOミ ュー

ティングがかかります.

18.鵬釘m LⅣL (マスターレベル)

リアパネルのLINE OUr,PA Om端 子から出力される信号の
レベルを調整します.

19.RIER PEAK m MEIER
LEDノ 一ヽグラフによりL,Rの出カピークを表示します.

20.OPT10N PEAK LEVEL 剛
oP.ImlcAmRスイッチで選択したAUX∬mκ旺の何れかを
LEDパーグラフにより出カピークを表示します。

21.HOUSE LOUD A,B         
′

A、 B、 A+Bの 3観 のイコライザーがセットされてい

ます。耳障りな特定の中音域をカットし、高割哄 低音域
をブーストしています。
Aは、超低域がプーストされており、ヽBは、タイトになる

ようにセッティングされています。

22.OP.INDImTDR SIITCI

oPrloH EM LEVL回 で表示するソースの選択を
します.AUX ttmは 、ェフェクトセンドレベルを、CIE

は、CtE SELECrORて 選択したチャンネルのレベルを表示
させることができます.

23.SUB MIm SWITcI& LEVEL

リアパネルOSllB MIER O―から出力される信号の

レベルとソースの選択をします.

MIERは、マスター出力を、CIJEは、CtlE ttECmRで選択

したチャンネルのソースを出力させることができます.

モ ==タ
ー ー セ ク シ ョ ン

24.CUE SELECTOR

l～ 4のプログラム、マイクチャンネル、エフェクトレシ
ープレベルのキュー・モニ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は選択した
プログラムの内容が、又、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。

25。 EttL(ヘッドフォン・ポリューム)

ヘッドフォンのモニターレベルの調腱用ノプです.

26.H10S (ヘ ッドフォン端子)

このジャックにヘッドフォンを接続して下さい。

8～600Ω まで使用可能で、適正は150Ωです。
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π″vetx・ pmc4o
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―
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リ ア パ ネ ル   tダ ン シ
=ョ

ン

27.SUB MIC  く1/4 inch  PIЮ NO 」ACK〉
サブマイクの入力端子です。

28.MAIN MIC くXLR female 3 pin hot〉

メインマイクの入力端子です。

29.PHONO INPU「 L/R11,2,3,4,〕 くRCA PIN JACK〉

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。

30。 LINE INPU「 L/R〔 1～8〕 〈RCA PIN」 ACК〉

各ラインレベル機器の入力端子です、
CDブレイヤー、テープデッキ、VTR音声出力等を
接続して下さい。

31.6ND{グ ランドターミナル)

各PCMのターンテープルのアース端子を接続して
下さい。

32.LINE OUT L/R く1/4 inch  Pl10NO 」ACK〉
マスター出力の不平衡出力です。パワーアンプの入力に

・
接続して下さい。

33.PA OUr L/Rく XLR male 3 pin hot〉

マスター出力の平街出力です。パヮーアンプの入力に
接続して下さい。  .

34.LrrECr SEIID/RECEVEく1/4 inch tt JAC0
外部エフェクター (デ ィレイ、リバーヴ)等の入力とSEND
を、出力とにCEVEを接続して下さい。
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.

35.StlB urER OUT И  く1/4 inch PIKIMl」 ACK〉

サプマスター出力端子です。D」 ブース内でのモニターや
エントランス等のマスター出力とは別系統のパワーアンプ
の入力に接続して下さい。

36。 融 LER OUT 〈1/4 inch PHOЮ 」ACKb
CIIE SEECIDR SWで 選択した信号がモノラルで出力されま
す。DSG-1,101等の入力に接続しますと外部に音を出さな
いてサンプリングできます。
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PHC‐ 40 SPECIFICAT10N

IPUr SECT10N 定格入力 最大入力 インピーダンス

PHON0 1-4  L/R くRCA PIN JACK〉 ‐44dBV -18dBV 50 K oh国

LINE  l-8  L/R くRCA PIN JACX〉 ‐10dBV +20dBV 18 K chm

HAIN MIC くXLR femle 3 pin hct〉 BNCE -60dBV -20dBV 3 K ohn

SUB MIC   く1/4 inch PHOm JACD -60dBV -22dBV 3 Koh

mCr RCV L/Rく 1/4 inch PHONO JACD -15dBV +20dBV 16 K oh

OUTPUT SECT10N 定格出力 最大出力 最適イだ―タン〃出カイだ―カス

PA OUT L/R くXLR male 3 pin hot〉  BALANCE +4 dBV +25dBV 600oh口

"1」

ヒ/ 200ohE

LINE OUT L/R   く1/4 inch  PHONO JACK〉 - 10dBV +12dBV 600oh以上 /120ob

SUB MTER L/R く1/4 inch  PHONO JACK〉 - 10dBV +12dBV ЮK ohm以上/200血

SAMPLER OUT MONO (1/4 inch  PHONO JACXP - 10dBV +12dBV 10K ohm以 上 /220ohm

EFttm SEND 1/R く1/4 inch PHONO JACK〉 -10dBV +10dBV 10K ohn鯰川ノ 25011.7Kohm

肛DRЮNE 出力 く1/4 inch PHONO JACK〉 90mW 82ohm負 荷時

周波数特性 MIC (BALANCE +4dB)

LINE

30H2 - 20KHz
+0, -2 dB

ピークレベルインフケ‐ター 16 dot表示 皿 +10dB

ホールト機能  1～ 10dB 6 dot

ホールト時間  0.5sec
S/N比 MIC (BALANCE +4dB)

く入力換算>
120dB以上

電源 AC 100volt 50/60hz 10W

チャンネル 間クロストーク -65dB以下 菫 5 Kg

全高調波歪率 0.1% 以下 外形寸法 ■xHxD 482 x 135 x 220 口/m

外形寸法図
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