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はじめに

この度は、ベスタクスポータブルターンテープル handy traxを お買上げ頂きまして馘にありがと

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。

付属品について

本機をご使用になる前に、以下の付属品がそろっているかご確認ください。

handy traxフト体

くEPアダプターと針が本体に取り付いています。)
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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、あなたや他の人々への危害や

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。

△ 警告
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万―、燿が出ている.魔なにおいや書がするなど員常状菫のまま使用すると、火災・●電の原日となります。すぐにa鶴本体電源スイッチを切り、その後

必ruプ ラグをコンセントから燎いてください.饉が出なくなるのを薔■して販売店に●●をご依■ください。

万―、内

“

に水や員鞠などが入つた場合は、まずa●本体のuス イツチを切り、その後電澤プラグをコンセントから技いて、販売店にご違綺ください。

そのまま使用すると、火災・感電の日日となります。

万―、この■■を落としたり、キヤピネットを破損した場合は、■彗本体の電コスイッチを切り、その●EEプラグをコンセントから抜いて、籠売店にご

連綺ください。そのまま使用すると、火ll・ ●電の凛日となります。

● 鳳日場でlaemし ないてください。火災・●電のほ日となります。

ｅ
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● お手入れの口は安全のため電ヨプラグをコンセントから抜いて行なってください.
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与えることがあります。

■理台やm=日のそばなど湯饉が当たるような場所に日かないでください。火災・●電の原日となることがあります。

(らついた台の上や傾いた所など不安定な場所に■かないてください.落ちたり、倒れたりしてけがの原国となることがあります。
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ご使用になる前に

箱から本体と専用ACアダプターを取り出します。

電源について

●乾電池でお使いになるには

電池ケースカバーを矢印の方向にスライドさせはずし
ます。単一乾電池 6本を十一を間違えないように入れ
てから電池ケースカバーを開めます。

●家庭用電源 (AC100V)でお使いになるには

同梱されている専用ACアダプターをご使用ください。
専用ACアダプターを本機のアダプター端子に接続し、
コンセントにつないでください。

ダストカバーのはずしかた

ダス トカバーロックを矢印の方向ヘスライ ドさせロッ
クを外します。ダス トヵバーを上へ持ち上げるとダス
トカバーが外れます。

ダス トカ′ヽ一と本体の間のシー トは輸送時の傷を防ぐ
ものです。箱と緩衝材と一緒に保管し、輸送の際にご
使用ください。

ダス トカ′ヽ一ロック



各部の名称

トップ

ビッチヨ)

トーンコ)

レベルコント

サイド



レコード演奏のしかた

トーンアームをトーンアームホルダーからはずしアー

ムレストにのせます。

パワースイッチをONに します。

スピード切替えスイッチをレコードの回転数に合わせ

ます。

レコードをプラッターにのせトーンアームを持ち上げ
るとプラッターが回転し始めますので、 トーンアーム
針先を静かにレコード盤に下ろします。

請も :

躙 ◎④

レベルコントロールポリュームで音量を調節してくだ
さい。また、場合に応じてピッチコントロールポリュ
ームでビッチを、 トーンコントロールポリュームで音
質を調整してください。
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ドーナツ盤レコードを演奏する場合

EPア ダプターを本体から取 り外 し、センタースピンド

ルに取り付け、 ドーナツ盤 レコー ドをEPアダプターに

はめ込んでから演奏を始めて下さい。

ヘッドホンを使用する場合

レコードの音をヘッドホンで聴きたい場合は、ヘッド

ホンのプラグを本機のヘッドホン端子に接続してくだ

さい。

ヘッドホンはミニプラグ (3.5ミ リ径のプラグ)のつい

ているものを使用してください。

ヘッドホンのプラグを差し込むと、自動的にスピーカ

ーから音が出なくなります。音量の調節はボリューム

フェーダーで行ってください。

外部のオーディオ機器に接続する場合

レコードの音を録音したい、外部のオーデイオで聴き

たいなどの場合には、本機のライン出力端子から外部

機器のライン入力端子またはAUX入力端子に接続して

ください。

外部のオーディオ機器を接続する場合

ポータブルCDプレイヤーなどの外部のオーディオを本

機の内蔵スピーカーで聴きたいなどの場合には、外部

機器のヘッドホン出力端子またはライン出力端子から

本機のライン入力端子に接続してください。その際の

再生音はモノラルになります。 ポータブルCDプ レイヤーなど

ヘットホン端子ヘ

℃
○

ЭC

め
∪

―

¨

ミニコンポなど



収納、持ち運びの方法

パワースイッチをOFFに します。

トーンアームをトーンアームホルダーに収納します。

ダス トカバーのツメを本体に引っかけ、ダストカバー

を開めた後にダス トカバーロックを矢即の方向ヘスラ
イドさせロックします。
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レコード針の交換方法

レコード針は長い期間使用しますと、音質が悪くなリレコードをいためますので、お早めにお取り替えください。

交換針はベスタクス VR-lSSをご使用ください。

針の取り外しは、針ホルダーの先を少し押し下げてか

ら下方に抜き取ります。

取り付けは、針ホルダーの後方の端をカートリッジ中

央の凹部にスライドさせ、次いで先端を上方向に軽く

押し込みます。

取り付け後、針のカンチレバーがアマチュアのミゾに

正しくおさまっていることを確かめてください。

カンチレバーが正しい位置にないと、特性がいちじる

しく悪くなりますのでご注意ください。

カートリッジ

カンチレ′ヽ―



故障かな ?と思ったら

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、お買い求めになった販売店にご相談ください。

電源スイッチを入れても動作
しない。

アダプターが外れている。 確実に接続されているか確認してくださ
い 。

乾電池の十一が間違っている。 乾電池の十一が正しいか確認してくださ
い 。

乾電池が消耗 している。 新 しい乾電池に交換してください。

プラッターが回転しない。 ドライブベル トが外れている。 お買い求めになったお店にお問い合わせ
の上、修理に出してください。

内蔵スピーカーからレコード
再生音が出ない。

レベルコントロールボリュームがMINに
なっている。

レベルコントロールボリュームをあげて
ください。

ヘッドホン、ライン入力、ライン出力の
端子にプラグが挿入されている。

プラグを抜いてください。

ワーンという音がする。
(ハ ウリング現象)

スピーカーの振動が トーンアームに伝わ
つている。

音量を下げる。
設置場所を変えてみる。

正常な音質が得られない。 針先にホコリがついている。 針先のホコリは専用のクリーニングブラ
シなどでそっと取り除いてください。

針の取り付け方が不完全。 針は取扱説明書をよくご覧いただき、ゆ
るみのないようにきちんと取り付けてく
ださい。

針が消耗 している。 針を新品と交換してください。

演奏スピードが正しくない 回転数の設定が誤っている。 レコー ドに記載されている回転数に合わ
せてください。

ドライブベル トが劣化している。 お買い求めになったお店にお問い合わせ
の上、修理に出してください。
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保証、アフターサービスについて

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、販売店から受取つていただき内容を

よくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 |お買い上げ日から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。
この期間は通産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。

異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売

店に修理をご依頼ください。

(保証期間中であつても、内容によ り有償 となる場合があ ります。 )

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従つて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理さ

せていただきます。

便利メモ

お買い上げの日

お買い上げ店名
TEL(   )   ―

●お客さまがこの機器を分解、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また修理を

お断りする場合がございます。



主な仕様

モーター/ターンテープル

駆動方式 :

モーター :

プラッター :

回転速度 :

ビッチ範囲 :

ワウ&フラッター :

S/N IL:

トーンアーム

ベルトドライプ

DCサーボモーター

コ85 mm

331/3・ 45・ 78 rpm

±10%
0.25%以下

45 dB以上

形式 :

カートリッジ :

交換針 :

スピーカー

ダイナミックパランスシステム

CZ800-9(セラミックカートリッジ)

ベスタクス VR-lSS(サファイヤ針)

スピーカー :

インピーダンス :

電源・その他

77 mm

8 ohm

電源 :

耐久時間 に翻跛用D:
消費電力 :

寸法 :

重量 :

AC 12 V 3∞ mA
または DC 9V(単一乾電池×6本 )

約 65時間 (アルカリ乾電池)

7W
W370× D260× H97mm
2.O kg(乾電池含まず)

●仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了解ください。

バスタクス株式会社

本社

〒154-0023 東京都世田谷区若林 卜1卜6
Te!:03-3412-701l  Fax:03-3412-7013
Web:‖比p://― .vestax.com
E― n■」::infoOvetx.cOm
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