
Vlrcstax
Professional Single CD Player

GDre@5
取 扱 説 明 書

ご注意

本機は、ファイナライズされていないCD― R/RWデ ィスクを再生することはできません。

本機は、「CD― DA」 フォーマット及び「M P3」 フォーマットの作成に対応しています。

パソコン等でCDを 作成された場合、それ以外のデータには対応しておりません。

また、同じCDの 中に「CD― DA」 、「MP3」 のデータが両方入っている場合、

「CD― DA」 のデータが優先され、「M P3」 のデータは再生することができませんので、

ご注意下さい。

※MP3の 再生においてはサポー トされない機能がありますのでご注意下 さい。

詳 しくは P.20を 御覧下さい。

③  CDの標準規格に準拠 していない「コピーコン トロールCD」 などのディスクに

つ いて は本機 の動作保 証 を致 しかね ます。標 準規格 CDの 再生時 に

支 障 が な く、上 記 の 特 殊 デ ィ ス ク再 生 時 の み 支 障 が あ る場 合 は、

該当するディスクの発売元にお問合せ下さい。

ベスタクス株式会社

〒154-0023

東京都世田谷区若林 118-6
TEL 03-3412-701l  FAX 03-3412-7013
WEB www_vestaxjp
Printed in JAPAN
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ご あ い さ つ

この度は、Vestax CDX-05プ ロフェッショナルシングルCDプレイヤーを

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本機の性能を最大限に発

揮させるとともに、末永くご愛用頂くためにも、ご使用前にこの取扱説明書

をよくお読み頂きますようお願い致します。

本  機
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本 機 の 特 長

●D」用CDプ レイヤーに求められる機能・性能に対応し、かつ、音質にこだわったDJ用 シングル

CDプ レイヤーです。

●厳選された電子部品と独自の回路を通すことにより、CD特有のデジタル音をアナログ感ある

音質に仕上げています。これにより、D」 プレイの際のアナログとの音差を減らしMIXを行い

易<し ました。

●フランジャー、ディレイ、フィルターの3種類のエフェクトを搭載しており、自動検出もしく

は手動設定したBPMに同期させることができます(同 時に使用できるのは1系統までです)。

●通常のCDデータ以外にMP3フ ァイルの再生にも対応しています。CD―R/RWに記録したMP3
ファイルを再生することが可能です。(但 し、MP3再生はCUEポイントやループ再生などの

機能に制限があります。)

●CD全体の時間数や曲の長さから個々の曲を判別し、最大100曲 の再生時設定を本体内に記憶

させるトラックメモリー機能が搭載されています。CUEポイントL00Pポイント、BPM値など

をあらかじめ仕込んでおくといった作業も行えます。

●ジョグダイアルには、サーチ、スクラッチ操作に便利なタッチスイッチ付きジョグダイアルを

採用しています。これにより、アナログターンテープルと同様の操作が可能となります。また、

TASCAMの下「
一Mlと接続することにより、ジョグダイアルの代わりに当社ターンテーブル等

を使ってキューイング・スクラッチ等の操作することが出来ます。



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

注 意

この表示を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取使いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみ発生が

想定される内容を示しています。

絵 表 示

電源プラグを
コンセントから抜け

● 記号は行為を強制したり表示する内

容を告げるものです。図の中に具体

的な表示内容 (上 図の場合は電源プ

ラグをコンセントから抜け)が描か

れています。

⑪
降●記号は禁上の行為であることを告げ

るものです。図の中に具体的な表示
内容 (上 図の場合は分解禁止)が描
かれています。

電源指を挟まれな
いよう注意抜け

△記号は注意を促す内容があることを

告げるものです。図の中に具体的な

表示内容 〈上図の場合は指をはさま

れないように注意)が描かれています。

△ 警 告

e ::]鰭餞攣葬判嶽夢濁]醜瑚 軍]文〔[
雪ラZ孫ふら抜け  ・ 景百襲a貸霊皇琶たヒ菫基濫 ここお菫警漫菖宇歯宮焚威           

切り、その後電源プラグをコンセント

⑪ ・けm加……憾…拡は
水槽での使用禁止

△ 注 意

ｅ
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● お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なつてください。

● オーディオ機器、スピーカー等の機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従つて接続

してください。又接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したリコー ドを延長したりすると発熱し、

やけどの原因となることがあります。

● 電源を入れる際には音量を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力傷害などの原因となることがあります。

● 5年 に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器の内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしない

と火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、掃除費用に

ついては販売店などにご相談してください。

● ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて

聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

● 調理台や加湿器のそばなど湯煙が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

● く・らついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

● 電源コードを熱器具に近付けないでください。コー ドの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

● 窓を開めきつた自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に湿度が高くなる場所に放置しないでください。部品に悪い影響を

与え、火災の原因となることがあります。

● 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

● 電源プラグを抜くときは、電源コードを引つ張らないでください。コー ドが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

必ずプラグを持つて抜いてください。



ご使 用 上 の ご注 意

電源について
● 雑音を発生する装置(モ ーター、調光器など)や消費電力の大きな機器とは、異なるコンセントを使用して下さい。
● 接続する際は、誤動作、スピーカーなどの破損を防ぐため、必ず全ての機器の電源を切ってから行ってください。

設置について
● この機器の近くにパワーアンプなどの大型の トランスをもつ機器があると、ハム (う なり)を 誘導するこ

とがあります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えてください。
● テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ画面に色むらが発生したり、ラジオから雑音が

出ることがあります。この場合は、この機器を遠ざけて使用 して下さい。

お手入れについて
● 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞った布で汚れをふき取って下さい。汚れが激 しい

ときは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布で乾拭きしてください。
● 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアルコール類は、使用 しないで下さい。
● 故障の原因となりますので、市販の接点復活材。潤滑スプレーの中でも、シリコンオイル製は使用しないで下さい。

修理 について
● お客様がこの機器を分解、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

りする場合があります。
● 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を 、製造打ち切り後、6年間保有

しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障個所に
よっては修理可能な場合がありますので、お買い上げの店または、当社商品の取り扱い店にご相談ください。

その他の注意について
● 故障の原因となりますので、スイッチ、ツマミ、入出力端子などに過度の力を加えないで下さい。
● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐためにプラグを持って行って下さい。
● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからないように、特に夜間は音量に十分注意して下さい。
● 輸送や引越 しの際は、この機器が入っていたダンボール箱と緩衝材、または同等品で梱包して下さい。

コンパ ク トデ ィスクについて
七色に輝く美しい面が表面で、レーベル面が裏面です。従来のレコー ドプレイヤーと異なり、コンパクトディ
スクプレイヤーはレーザー光線のスタイラスでディスクの下側からディスクに触れることなく情報を読みとり
ます。従って、従来のレコー ドのように使っているうちに性能が劣化するようなことは全くありません。

■ディスクの表面にキズを付けないように大切に扱ってください。
■ディスクを大切にするため次のような場所に置くことは避けてください。

● 直射日光を受けたり、暖房器具などの発熱体に近い場所
● 湿気やホコリの多い場所
● 窓ぎわで雨などがかかるおそれのある場所

■ディスクの表面はいつもきれいに
コンパクトディスクの表面には最大約60億個の情報が入っています。ディスクの表面を拭くときは必ずコン
パクトディスク専用のクリーナーを使用 して図のように拭いてください。

● 放射状方向にふぃてください。 ● 円周方向にはふかないでください。

※従来のアナログディスク用のクリーナーを使用すると、コンパクトディスク表面に悪影響をあたえますので使用しないでください。
■ディスクはディスク用のケースに入れて正 しく保管 しましょう。

結露現 象 につ い て
冬季など本機 を戸外から暖房中の室内に持ち込んだり、本機 を設置 した部屋の温度を暖房などで急に上げた

りすると、動作部やレンズに露がつきます。露がついたままではレーザー光線による信号読みとりができなく
なり、再生できません。結露の程度にもよりますが、1～2時間そのまま放置 し、本機 を室温に保てば露が消え
て再生可能になります。また、夏期にクーラーやエアコンの風が直接当たるところでも結露が生 じる場合もあ
ります。その場合は本機の設置場所を変えて下さい。



1.各部の名称と機能

ップパネル1‐ 1.ト

1.EJECT
ディスクを取り出しします。

ご注意
ダイレク トモー ド (プ リセッ ト、P20)がオフ

のとき、ディスク再生中はこのキーを押 しても

ディスクをイジェク トしません。

2.REL00P/EXIT,L00P START,L00P END
ループポイン トの設定、消去、ループ再生のオン/

オフ、リループ再生を行います。ボタンを押すと点

灯 します。 (P.10)

3.SKIP
トラックを選択 します。

MP3フ ァイル再生モー ド時は、SHIF丁キーとの組み

合わせでディレク トリを選択 します。

4.SEARCH
サーチを行います。

5.CUE
点灯時に押すと、キューポイントに戻り待機 します。

キューポイン トで待機 しているときにこのキーを押

し続けるとキューポイン トより再生 します。キーを

離すとキューポイン トに戻ります。 (P.9)

TIME/匡 NttE R/SHiF丁 キーを押 しながらこのキーを

押すとキューポイン トの設定方法を切 り替えます。

(P9)

MP3フ ァイル再生時にはサーチ機能は働きません。



6.PLAY/PAUSE
再生、一時停止を行います。再生中はキーが点灯 し、

一時停止中はキーが点減 します。

7.T:ME/ENTER/SH!FT
タイムモー ドを切 り替えます (ト ラックリメイン、 ト

ラック経過時間、および トータルリメイン)。

トラックリメインモー ド時はLCD内 のREMAINイ ンジ

ケーターが点灯 します。 トータル リメイン時は、 トラ

ック表示部に総 トラック数表示 と総残 り時間表示 をし

ます。ただし、 トラックの終わり5秒間は現在の トラッ

ク番号が点滅表示 し、 トラックの始めの5秒間は現在の

トラックが点灯表示 します。

また、他のキーとの組み合わせで以下の機能になります。

SH:FT+PLAY MODE:プ ログラムエディッ ト

SHIF丁 +CUE―PLAY  :ト ラックメモリーリコール

SHiFT+CUE^SE丁   :ト ラックメモリー

SHIFT+TAP    :パ ラメーター表示切 り替え

SHIFT+ジ ョグ   :プ リセット

SH!FT+L00P END :ル ープ終了ポイン ト編集

SHiF丁 +CUE      :CUE機 能切 り替え

8.PLAY MODE/PGM ED:T
再生モー ドを選択 します (全曲、1曲 、プログラム、全

由リピー ト、1曲 リピー ト、プログラムリピー ト)。

全 曲 再 生 モ ー ド:表示は特になし

1 曲 再 生 モ ー ド:LCD内の
｀
SiNGLE″インジケー

ターが点灯 します。

プログラム再生 モー ド:LCD内 の
｀
PGM″インジケータ

ーが点灯 します。

全曲リピー ト再生モー ド:LCD内 のゝLビどL00Pマンジ
ケーターが点灯 します。

1曲 リピー ト再生モー ド:LCD内のb!NGL欧 スヽ
‐
L00P‐

インジケーターが点灯 します。

プログラムリピート再生モード:LCD内の
｀
PGM″と

｀
L00Pイン

ジケーターが点灯 します。

TIME/ENttER/SHIFTキ ーを押 しながらこのキーを押す

とプログラムエディットモー ドになります。 (P18)

9.LCD
再生時間など、本機の様々な情報を表示 します。

(デ ィフォル ト表示は、時間表示REMAIN、 丁EMPO)

10.EFFECT SYNC/FLANGE/F!LTER/DELAY
EFFECT SYNC

FLANGE

FILT E R

DELAY

エフェクトタイムをBPMに 同期 させます。

(P.14)

フランジャーエフェクトをオン/オフします。

(P14)
フィルターエフェク トをオン/オ フします。

(P.14)

ディレイエフェク トをオン/オ フします。

(P14)

11.TAP/D:SPLAY
このキーを数回押すことにより、BPMを 計測すること

ができます。 (P ll)こ のキーを押すと、TAP LEDが

カウン トに合わせて点減 しパラメーター表示部が一時

的にBPM表示に切 り替わります。

TIME/ENttER/SHIFTキ ーを押 しながらこのキーを押す

とパラメーター表示部のモー ドを切 り替えることがで

きます。  TEMPO‐>KEY―>TAP― >BPM―>(FDR)―>

12.CUE―PLAYノ TRK RECALL/DEL
CUE― PLAY機能をオン/オ フします。

丁lME/ENttER/SHIF丁 キーを押 しながらこのキーを押す

とトラックメモリーをリコールするモー ドになります。

プログラムエディッ ト時は、現在表示 している トラッ

クをリス トから肖1除 します。 (P9)

13.CUE… SET/TRK MEMO/:NS
CUE―SE丁キーを押 した後、CUE l‐ 3キ ーを押すとCUE
l‐3ポイン トを登録 します。

TIME/ENttER/SHIFTキ ーを押 しながらこのキーを押す

と トラックメモリーモー ドになります。

プログラムエディット時は、プログラムの追加をします。

(P16)

14.CUEl‐ 3
CUE^SETキ ーと合わせでC∪El-3ポイン トを登録 しま

す。 (P.9)CUE l-3ポイン トが登録 されているとき、

CUE― PLAY機能がオフの場合は、キーを押すと登録 さ

れているポイン トに戻 り待機 します。またCUE― PLAY
機能がオンのときは、キーを押す度に登録 されている

ポイン トからスター トします。

15.ジ ョグダイアル
ジョグダイアルには以下のような機能があります。

● サーチ

● ピッチベンド

● スクラッチ

● ブレーキタイム設定

● キーコントロール

● プリセット

● エフェクトパラメーター

● サンプラーテンポ/レ ベル

● プログラムエディット

● トラックメモリー番号選択

16.REC
このキーを1度押すとサンプリング待機状態 (点滅)に
なり、次に押すとサンプリングを開始(点灯)し ます。

再度押すとサンプリングを停止 (消灯)し ます。 (P15)

サンプリング時間は最大で8秒間です。



17.L00P ON/OFF
サ ンプラーのループ再生 をオン(点 灯 )/オ フ します。

(P15)

18.PLAYキ ー

このキーを押 している間サンプラーが再生します。(P15)

キーを離すとサンプラーは停止 します。

サンプラーループ再生中にこのキーを押すと、サンプ

リングデータの頭から再生を始めます。

19.MASTER TEMPO/KEY
マスターテンポ機能をオン/オ フします。(P12)
マスターテンポ機能がオフのとき、このキーを押 しな

がらジョグダイアルを回すとキーコン トロールを行い

ます。(P12)

20,PITCH RANGE
ピッチレンジを設定 します (=“,10,50,1∞ ,0/Ol。 (P ll)

21.BEND+/一
ピッチベンドを行います。(P12)

22.PITCHフ ェーダー

再生テンポを調整 します。(P.11)

23.SCRATC H
スクラッチ機能をオン(点灯)/オ フします。スクラッチ

機能がオンのとき、ジョグダイアルでスクラッチを行

うことができます。(P.13)

24.BRAKE
ブレーキ機能 をオン(点灯)/オ フします。またこのキー

を押 しながらジョグダイアルを回すとブレーキタイム

を設定 します。(P13)

25.REVERSE
リバース再生をオン(点灯ソオフします。(P.15)

1‐2.LCD

26.M
メモリー内に現在選択 されている トラックのメモ リー

データがある場合、このインジケーターが点灯 します。

27.MP3
MP3フ ァイルが記録 されたディスクが挿入 されたとき

に点灯 します。

28.TRACK
トラック番号表示部の表示

29.REMAIN(デ ィフ ォル ト表 示 )

時間表時モー ドがリメインモー ド時に点灯 します。

30.SINGLE
再生モー ドが1曲再生モー ド時に点灯 します。

31,PGM
再生モー ドがプログラム再生モー ド時に点灯 します。

PGM L00P[ヨ ALL

Ю

32.L00P
リピー ト再生時に点灯します。

33.S
l曲 リピー ト再生時に点灯します。

34.ALL
全曲リピート再生時に点灯します。

35.時間表示部
トラック番号、時間表示などをします。

36.CUE…PLAY
CUE― PLAY機能がオンのとき点灯 します。

37.タ イムア ドレスバー

トラック内における現在のおおよその再生位置を表示

します。

〇

針



38.EFF
エフェクトがオンのとき、パラメーター表示部にエフ

ェクトのパラメーターを表示しているときに点灯ます。

39.TEMPO(デ ィフォル ト表示 )

バラメーター表示部がテンポ値を表示しているときに

点灯します。

40.KEY
パラメーター表示部がキー値を表示しているときや、

キーが0%以外に設定されているときに点灯します。

41.TAP
TAPキ ーで入力したBPMを 表示 しているときに点灯 し

ます。

42.BPM
自動計測したBPMを 表示しているときに点灯します。

43.FDR
MP3フ ァイルが記録されたディスクを挿入時、フォル

ダ番号を表示しているときに点灯します。

44.パ ラメーター表示部

様々なパラメーターを表示します。

45,M.TEMPO
マスターテンポ機能がオンのとき点灯します。

1¨3.リ アパネル

46.OUTPUT端子 (RCAピン)

アンバランスアナログライン出力端子です。

47.D:GITAL OUTPUT端 子 (COAX:AL)
S/PDIFフ ォーマットのデジタル出力端子です。ビッチ

コントロールがオンのときでも、常に44.lKHzの デジ

タル信号を出力します。

48.FADttR START端 子 (ミ ニジャック)

フェーダースター トに対応 した外部ミキサーなどを使っ

て本機をフェーダースター トする際に使用 します。 (P171

この場合、フェーダースター トを行うミキサーにオーデ

ィオ信号も接続 してください。

(TiP:ス ター ト、GND:バ ックキュー)

49.T「‐LINK端子 (MIN:DiN 6P)
丁ASCAMの スクラッチコン トローラー、丁丁‐Mlと 接続

します。

50,POWERス イッチ
本機の電源をオン/オ フします。

51.AC電源入カコー ド

専用の電源アダプター (ベスタクス DC-8 DM)
を接続 して下 さい。

8



2.基本操作

2-1.CUE

本機は再生を開始 したいポイン

して登録することができます。

卜をキューポイン トと

キューポイン トが登録

されていると、CUEキ ーを押すことによりあらかじめ

登録されていたポイントにロケー トすることができます。

キューポイン トの登録

キューポイントの登録方法は右記の2通 りがあります。

(SHIF丁キーを押しながらCUEキ ーを押すことにより

キューポイントの登録方法を切り替えることができます)

一時停止中にCUEキ ーを押 したポイン

トをキューポイン トとして登録 します。

最後に再生を開始 したポイン トをキュ

ーポイン トとして登録 します。

Ｅ

　

ゴ

Ｈ
日
　
―
」

Ｆ
」
　
日
‐

Ｔ‐ＭＥ̈
（［〕）ｍ

キューポイン トの確認再生

キューポイントで待機中にCUEキ ーを押 し続けると、

キューポイントから再生を開始します。CUEキ ーを離

すとキューポイン トに戻り待機 します。

CUEキ ーを押 して確認再生中にPLAYキ ーを押すと通

常再生になります。

2…2.CUEl…3

CUEl‐3ポイントの登録
1.登録したいポイントをサーチします。
2C∪ E― SETキ ーを押します。パラメーター表示部に

5[と が表示されます。
3 CUEl-3の どれかのキーを押 します。

写 )◎

キューポイン トが登録 されると、対応するキーが点灯 し

ます。

一時停止中、CUE― PLAY機能がオンのときCUE l-3ポ イ

ン トの登録操作をすると、自動的に再生を開始 します。

一時停止中、CUE―PLAY機能がオフのときC∪ El‐3ポ イ

ン トの登録操作をすると、対応するキー (CUEl‐3)が
3回点滅 し、その後点灯 します。

ご注意
CUE l-3を 登録 した直後3秒間は、別のCUE l‐ 3ポ

イン トを登録することはできません。

CUEl-3ポ イン トの確認再生

キューポイントで待機中にCUEl‐3キーを押し続けると、

対応するキューポイントから再生を開始します。キー

を離すとキューポイントに戻り待機 します。

CUEl-3キ ーを押 して確認再生中にPLAYキ ーを押すと

通常再生になります。

2…3.CUE‐ PLAY
CUE 13キ ーを使ってC∪ E―PLAYス タートを行うこと

ができます。CUE― PLAY機 能がオンのとき (LCD内 の

CUE‐ PLAYイ ンジケーターが点灯時)、 CUE l‐ 3キ ー

を押すことによりC∪ E― PLAYス ター トを行 うことがで

きます。

C5T)…
)◎ ◎ ◎

9

CU匡―PLAY機能がオフのとき (LCD内 のCUE― PLAY
インジケーターが消灯時)CUE l-3、 キーを押すと、

対応するキューポイン トにロケー トし、待機 します。



2‐4.A¨Bループ再生

ループポイントの設定

●ループポイントを登録する場合は現在ループ再生中

でないことを確認してください。ループ再生中はル

ープポイントの設定はできません。

●ループポイントは常に上書き可能です。

●ループポイントは同― トラック内で登録 してください。

トラックをまたぐループ再生には対応 していません。

●L00P ENDポ イン トはL00P STARTポ イン トより

後ろにしか設定できません。

●ループのリバース再生は出来ません。

1.再生中または一時停止中にL00P STARTキ ーを押 しま

す。このとき、L00P SttARTキ ーが点灯 し、LOOP
ENDキ ーが点減 します。

2再生中または一時停止中にL00P ENDキ ーを押 します。

このとき、L00P SttAR丁 キー、L00P ENDキ ーが点灯

し、REL00P/EXITキ ーが点滅 します。再生中にルー

プポイン トを設定 した場合、シームレスにループ再生

を開始 します。一時停止中にループポイン トを設定 し

た場合はループ開始点で待機 します。

ぐD
(´菫〕

L00P

①

C
ル ープ再生 の解 除

ループ再生中にREL00P/EXiTキ ーを押すとLOOPキ ー

が点灯 しループ再生を解除 し、そのまま再生を続けます。

このときループポイン トは消去されません。

また、C∪ Eキ ーやCUE l-3キ ーなどでループ区間外に

ロケー トされた場合、REL00Pキ ーが点灯 しループ再

生 を解除 します。このときもループポイン トは消去 さ

れません。

」００Ｐ①
「

″
i。,.｀、

｀ヽ、、:二じノ

(菫)

リループ再生
ループポイントが登録済みでループ再生が解除されて

いるとき、REL00Pキ ーを押すことにより、再度ルー

プ再生をシームレスに開始することができます。

」００Ｐ①(D
、量)

L00P STARTポ イントからの再生
ループ再生中にL00P STARTキ ーを押すと、ループ開

始ポイン トから再生を始めます。

L00P

崚 )
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ループ終了ポイン トの編集
ループ再生中にLOOP ENDキ ーを押すとループ終了ポ

イントを変更します。

SHIFTキ ーを押 しながらL00P ENDキ ーを押すとルー

プ終了ポイン トをジョグダイアルで変更できます。

L00P ENDキ ーを押すと、L00P ENDポイン トを確定

し、L00P ENDポ イン ト編集モー ドを抜けます。

r´

ii調?ラ

く、、1雌 _メ

Ｔ‐ＭＥ̈
（［〕）̈

+

(I悔)
(、 畿ヽ /シ

ループ終了ポイン トの編集 は、現在のループ終了

ポイン トより後ろには移動できません。

2… 5。 再生ピッチの調整

ピッチレンジ
本機は±6、 10、 50、 100%(お よび0%)の ビッチコントロール

機能を搭載 しています。PITCH RANGEキ ーを押すことに

より、6→ 10→50→ 100→0→6の順でピッチレンジを変更

することができます。パラメーター表示部に設定された

ピッチレンジが一時的に表示 されます。0%を 選択 した

場合、ビッチレンジ表示は行わず、パラメーター表示部

のテンポ表示が 一一―になります。

Ｐ‐ＴＣＨ

ＲＡＮＧＥ

〔
［
［
〕

ビッチフェダー
ビッチフェーダーを使ってピッチコントロールを行います。

現在の再生ピッチはパラメーター表示部に表示されます。

BPMお よびTAPキ ー

本機は再生 している曲のBPMを 自動計測 します。自動

計測 したBPM値 はパラメーター表示部のモードをBPM
に設定することによって表示することができます。

ＡＭ川（［〕）一̈ｗ̈丁APキ ーを1.5秒間以上押 し続 けると、手動入力 した

BPM値 を,肖 去 します。また、下APキ ーを押 しながら1.5

秒以内にジョグダイアルを回すとBPM値を微調整する

日

日

ＰＭ

日

日

Ｂ

ヨ
＋

Ｔ‐ＭＥ̈
《ｆｆ‐‐〕）ｍ

+6
。。3N■/編

TAP

TAPキ ーを数回押すことにより、BPMを 手動で計測す

ることができます。手動計測 されたBPMは パラメータ

ー表示部に一時的に表示 されます。またTAPキ ーの上

のLEDが BPM値に連動 して点滅 します。このBPM値 は

ピッチを変えると運動 して自動的に変化 します。

+

ことができます。



自動計測 したBPM値や丁APキ ーで計測 したBPM値は、

エフェクターのビー トパラメーター用 として使用する

ことができます (P14)。 丁APキ ーでBPMを 計測 し

ている場合は丁AP BPM値が、丁AP BPM値 が無い (消

去 した)場合は自動計測 したBPM値 がエフェク トビー

トパラメーター用として使用 されます。

2‐6.ピ ッチベンド
再生中にBEND+/― キーやジョグダイアルを回すことに

より、再生スピー ドを一時的に早 くしたり遅 くしたり

することができます。

BEND+キ ーを押すかジョグダイアルを時計回りに回す

と再生スピー ドが早 くなり、キーを離すまたはジョグ

ダイアルを止めると元の再生スピー ドに戻ります。

BEND―キーを押すかジョグダイアルを反時計回りに回

すと再生スピー ドが遅 くなり、キーを離すまたはジョ

グダイアルを止めると元の再生スピー ドに戻ります。

ご注意

●スクラッチ機能、またはエフェクトがオンのとき、

ジョグダイアルはピッチベン ド機能に使 うことは

できません。

●最大ピッチベン ド幅は±10%です。

●マスターテンポ機能がオンのとき、ビッチベン ド

時もキーは変わりません。

2‐7.マ スターテンポ
MASTER TEMPOキ ーを押すことにより、テンポを変えて

もキーが変わらないマスターテンポ機能をオン /オ フする

ことができます。マスターテンポ機能がオンのとき、LCD内
のM.TEMPOイ ンジケーターが点灯 します。

マスターテンポ機有しがオンのとき、パラメーター表示部の

キー表示 (KEYイ ンジケーター点灯時)は 一 ― ―になり

ます。

ＭＡＳＴＥＲ̈
〔［［〕

…

3.応用操作

3¨1.キ ーコン トロール
本機 は±6お よび±lo%の キーコン トロール機能 を搭

載 しています。キーコン トロールレンジはテンポレン

ジに連動 します。ただし0%時および±loo%の 時、キ

ーコン トロール機能は働きません。

MASTER ttEMPOキ ーを押 しながらジョグダイアルを

回すとキーを設定することができます。また、操作中

にジョグダイアルを押すと0%に戻ります。

ち

)+
ＭＡＳＴＥＲ

¨

〔
中
中
〕

+ ヨ日

●マスターテンポ機能がオンのときは、キーコン ト

ロール機能は働 きません。

●キー値は実際のキーの変化量を表示するため、キ

ーコン トロール値 とテンポ値の合計になります。
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3… 2.ス クラッチ
SCRATCHキ ーでジョグダイアルによるスクラッチ機能

のオン/オ フを行うことができます。 ●再生開始直後 (CUE― PLAY、 トラックスキップ、

ループ再生を含む )3秒間はリバース方向のスク

ラッチ再生はできません。

●MP3再生時、リバース方向のスクラッチは最大7

秒まで可能です。

●マニュアルフィルターエフェク トがオンのとき

(P14)は ジョグダイアルでのスクラッチはでき

ません。

3¨3.ブレーキ
BRAKEキ ーを押すと、ブレーキ機能をオン/オ フするこ

とができます。ブレーキ機能 をオンにすると、再生か

ら一時停止状態にするときに、アナログターンテーブ

ルのように、徐々にビッチを下げながら再生 を止める

ことができます。

ブレーキ機能がオンのとき、BRAKEキ ーが点灯 します。

ブレーキタイムの設定

BRAKEキーを押しながらジョグダイアリレを回すとブレーキタイ

ムを設定することができます。ブレーキタイムは1秒から5秒まで、

0.1秒単位で設定することができます。

ブレーキタイムの初期設定値は、03秒です。
+

Ll一 月L′ E   F5
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 口 ‐ ‐ 口 ‐ 口

回 □ 回 回 ■

3¨4.エフェクト
本機にはフランジャー、フィルター、およびディレイエフェクトが

搭載されています。

各エフェクトキーを押すと、それぞれのエフェクトをオン/オフする

ことができます。

EFFECT SYNCキ ーを押すと、エフェクトタイムをBPMに合わ

せることができます。

SH!FTキーを押しながら各エフェクトキーを押すと、それぞれの

エフェクトレベルを調整することができます。

エフェクトタイムの設定
エフェクトをオンにすると、ジョグダイアルでエフェクトタイムを設

定することができます。

…………… EFFECT

巨∃巨∃匝∃+

このとき、パラメーターディスプレイにエフェクトタイムが表示さ

れます。

スクラッチ機能がオンのとき、ジョグダイアルでエフェクトタ

イムの設定はできません。

13



エフェク トタイムをBPMに合 わせる

エフェクトをオンにし、さらにEFFECT SYNCキ ーも

オンにすると、エフェクトタイムを現在のBPM値 (TAP
BPMま たは自動計測したBPM)に 合わせることができ

ます。ジョグダイアルを使ってビー トを設定すること

きができます。

―
EFFECT

□ 日 □ → 国 )

このとき、パラメーターディスプレイにエフェクトビ

ー トが表示されます。

スクラッチ機能がオンのとき、ジョグダイアルで工

フェク トビー トの設定はできません。

エフェク トレベルの設定
SHIFTキ ーを押 しながら各エフェクトキーを押すと、

それぞれのエフェクトレベルをジョグダイアルで設定

することができます。
このときパラメーターディスプレイにエフェク トレベ

ルが表示されます。

フランジャー
FLANGEキ ー を押 す とフランジャーエ フェク トを

オン/オ フすることができます。
エフェクトタイム :lomsec-1 6sec(デフォルト:500msec)

エフェクトビート:32,16,8,4,2,1,1/2(デフォルト:1)

エフェクトレベル :o-loO(デフォルト:50)

フィル ター

FILTERキーを押すとフィルターエフェクトをオン/オ フ

することができます。
エフェクトタイム :lomsec-1 6sec(デフォルト:2sec)

エフェクトビート:32,16,8,4,2,1,1/2(デフォリレト:4)

エフェクトレベル :o-loO(デフォルト:50)

デ ィレイ
DELAYキ ーを押すとディレイエフェクトをオン/オ フす
ることができます。
エフェクトタイム :l msec-3,500msec(デ フォルト:500msec)
エフェクトビート:32,1,3/4,1/2,1/4(デフォルト:1)

エフェクトレベル :o-loO(デフォルト:50)

鼈 +□ 日 国 ゆ

フィルターエフェクトにはオートフィルターとマニュアルフィルター

の2種類があります。

オートフィルター設定時は、フィルターの周波数が設定したエフェ

クトタイムまたはエフェクトビートで自動的に変化します。
マニュアルフィルター設定時は、ジョグダイアルでフィルター周波数

を手動で変化させることができます。

F!LTERキーを15秒以上押すと、オートフィルターとマニュアル

フィルターの切り替えることができます。

マニュアルフィルター設定日寺は、フィルターエフェクトをオン

にするとスクラッチ機能がオンのときでも、ジョグダイアルで

フィルター周波数を変化させることができます。
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3…5.リ バース再生
REVERSEキ ーを押すと、リバース再生のオン/オ フを

行 うこ とが で きます。 リバ ー ス再 生 モ ー ド時 は

REVERSEキーが点灯 します。

ご注意

●一時停止後3秒間、リバース再生はできません。

● リバース再生時はCUE― PLAY、 ループポイン ト

の作成、およびオー トキュー機能は働きません。

●ループの リバース再生は出来ません。 リバース

再生中にREL00Pキ ーを押すと、リバースが解

除され、通常ループ再生になります。

3…6.サンプラー
本機には8秒のサンプラーが搭載されています。

サンプリング

ご注意

●サンプリングを行う場合はサンプラーが停止していること

を確認してください。

●サンプリングデータの消去はできません。サンプラーは常

に上書きが可能です。

1再生中または一時停止中にRECキーを1回押します。このとき

RECキーが点滅しRECスタンバイ状態になります。

2再生中または一時停止中に再度RECキ ーを押すと録音が

開始しRECキーが点灯します。

3再生中または一時停止中に再度RECキーを押すとサンプリ

ングを終了し点滅を3回行いRECキ ーが消灯します。

(憂>

(軍>

RECキーを押してから、最大録音時間の8秒を経過すると、自動

的にサンプリングを停止します。

ＳＡ Ｍ ＰＬＥＲ

（

Ψ

一
一

十

一
響

ＳＡ Ｍ ＰＬＥＲ

Ｏ

サンプラーの再生
サンプリング終了後、PLAYキーを押している間、サンプラー再

生します。PLAYキーを離すとサンプラーは停止します。

SAMPLER

(:歪≫

サンプラーのループ再生
L00Pキーを押すとサンプラーループ再生をオン/オフします。

サンプラーループ再生がオンのときは、L00PキーとPLAYキ

ーが点灯します。

SAMPLER

q_惨
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サンプラーのピッチコントロール
L00Pキ ーを押 しながら、ジョグダイアルを回すことに

より、サンプラーのビッチコン トロールを行 うことが

できます。ピッチコン トロールレンジは±32%で 、0.1%
単位で可変可能です。

⊂ )

①

∈E)

+

サ ンプラーの再生 レベルの設定
PLAYキーを押しながらジョグダイアルを回すことによ
り、サンプラーの再生レベルを調整することができます。
再生レベルの可変範囲は0(無音)か らloo(通常再生
レベル)です。

SAMPLER

(、、YLリ

f‐熟.撃‐
｀

) +

3‐7.ト ラックメモリー/リ コール
本機 は トラックごとに再生設定 をメモリーすることが
できます。最大100曲 の トラックメモリーが可能です。

メモ リー

1.SH:F丁 キーを押しながらTRK MEMOキ ーを押してメモ
リーモードにします。

2.LCD内 のパラメーター表示部に空のメモリー番号が表
示 されます。

1回                      ‐

1  高圧′:目    目|

3.必要に応 じてジョグダイアルでメモリー番号 を選択 し
ます。

朴̈（］》̈
＋

Ⅲ̈
《〔〕）̈

4.ENTERキ ーを押 します。このとき、選択 されたメモリ
ー番号に既にデータがある場合、LCD内に-5」

j― E― と
表示 します。続 けてENTERキ ーを押すと現在の トラッ
クの情報を上書 きします。他のキーを押すとメモリー
をキャンセル します。

Ｔ‐ＭＥ̈
（〔〕》̈

トラックメモリー可能な情報
● DISC!D
● CUEl-3ポイン ト

● L00Pモ ー ド

C)TAP値
● ブレーキ オン/オ フ

● マスターテンポ オン/オ フ

●キューポイント

● L00P A/Bポ イント

●再生モード

●タイムモード

●ブレーキタイム

リコール

1.SH!FTキ ーを押しながらTRK RECALLキーを押してリコール
モードにします。現在選択されているトラックのメモリーデータ

禦 梁 [嵩 顧 翌 笈 ;1%
CuE‐ PLAY

Ⅲ̈
（〔〕）̈

します。

+
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回

　

日

日 1-EIE月 :Lと EI‐ ゆ

2 ENttERキ ーを押すと、トラックメモリーデータにメ

モリーされている トラックとその トラックメモリー

データを呼び出します。   .晰

◎

この機能を使うことにより、キューポイントやループ

ポイン トのメモリー/リ コールも可能です。ただし、

リコールした直後はフラッシュスター トやシームレス

にループ再生に移行することはできません。―旦

キューポイン トから再生やループ再生 を行 うと、

次回からはフラッシュスター トやシームレスに

ループ再生に移行することができます。

3‐8。 フェーダースタート
フェーダースター トに対応 した外部 ミキサーから本機
をフェーダースター ト〃 ッヾクキューさせることができ
ます。リアパネルのFADER SttART端子 と外部 ミキサ
ーを付属のフェーダースター トヶ―ブルで接続 してく

ださい。このとき、オーディオ信号もフェーダースタ
ー トを行うミキサーに接続 してください。
丁:P:ス ター ト (50ms以 上のローパルス)

GND:バ ックキュー (50ms以 上のローパルス)

3-9.T~「‐Ml(TASCAM)で の 再 生
本機はアナログターンテーブルにセットされた丁丁―Ml
(丁ASCAM)と 接続することにより、ジョグダイアル
の代わりに、アナログターンテーブルで操作をするこ
とが可能です。

丁T― Mlを使用する際は必ず本機のスクラッチ機能をオフ
にして下さい。正常に動作しないことがあ↓プます。

セッティング
17~「―Mlの接続ケーブルを本機の7F‐ LINK端子に接続 し、

Ttt Mlの電源を入れます。

2.SHIF丁キーを押 しながらPLAYキーを押 して、本機 と

の調整を行ないます

Ｔ‐ＭＥ̈
（［〕）̈

ご注意

TT‐ Mlを使用する際は必ず調整を行なってから、ご使用く
ださい。調整を行なわずに使用すると正常に働かない恐れ
があります。
詳しくは、丁ASCAM ttT― Mlの取扱説明書をよくお読み
ください。十
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3‐10,プログラム再生
本機は最大3Cl曲 のプログラム再生機能を搭載 しています。

プログラムは電源をオフに してもメモリーされます。

ただしCDを取り出すとプログラム内容は消去されます。

プログラム再生中にCUE1 3キーを押すとプログラム再生

は解除されます。

プログラムの作成
1,SHIF「 キーを押しながらPLAY MODE/PGM ED!丁 キー

を押しプログラムエディットモードにします。

|+POE
2プログラム番号がパラメーター表示部に表示されます。

SKlPキ ーで トラックを選択 します。

HH SK:P HH

3 ENTERキ ー また はジ ョグダイアル を右 に回 して次の プ

ログラム番号を表示 します。

42～ 3を くり返します。

5 SH!FTキ ーを押 しながらPLAY MODE/PGM EDI丁キー

を押 しプログラムエディッ トモー ドを終了 します。

Ｔ‐ＭＥ̈
（［〕）帥

_TCK F「 口E r:r rf (E_Er ＋
Ｔ‐ＭＥ̈
（［〕）ｍ

◎

日
日

プログラムの変更
1.SHIFTキ ーを押 しながらPLAY MODE/PGM EDITキ ー

を押 しプログラムエディットモー ドにします。

●+POこ
(PGM EDIT'

ゅ 1日

TTK F「

日E

2.プログラム番号がパラメーター表示部に表示されます。

変更 したいプログラム番号 をジョグダイアルで選択 し

ます。

llヨ
llL

3.SK!Pキ ーで トラックを変更 します。

H・I SKIP I・ |・ l

□ □〕→日yK監口里ュ… ll ll l l

日
日

42～ 3を くり返 します。

5.SH!FTキ ーを押 しながらPLAY MODE/PGM EDITキ ー

を押 しプログラムエディッ トモー ドを終了 します。

《̈［〕）̈
＋

Ｔ‐ＭＥ̈
（〔〕）̈

→ 日FⅨ F「 口E
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プログラムの追カロ

l SHIFTキ ーを押しながらPLAY MODE/PGM EDITキ ー

を押しプログラムエディットモードにします。

十◎

日
TttK F「

□5

2.プログラム番号がパラメーター表示部に表示されます。

プログラムを追加 したい位置のプログラム番号をジョ

グダイアルで選択 します。

ゆ 目yKF「 日圧 ll ll_l

“̈^口》̈
IACK F「 口圧 ヨ

」
日
日Ｔ‐ＭＥ̈

（〔〕》̈

3 CUE‐ SET/INSキ ーを押します。

4.SKIPキ ーで トラックを選択 します。

HH SK:P 口H

日
日 □ Ell→

:日yK監
.里ユ… 肥

5.2～ 4を くり返します。

6.SHFTキ ーを押しながらPLAY MODE/PGM EDITキ ー

を押しプログラムエディットモードを終了します。

（̈〔〕》̈
＋

Ⅲ̈
《［〕）ｍ

プログラムの削除
l SHIFTキ ーを押 しながらPLAY MODE/PGM EDITキ ー

を押 しプログラムエディットモー ドにします。

TAACK 
-tt | -,,! ! I t- t- t-tt It) | | | t-Jt-I l-t I

2プログラム番号がパラメーター表示部に表示 されます。

削除 したいプログラム番号をジョグダイアルで選択 し

ます。

3.CUE PLAY/DELキ ーを押 します。

《̈［〕）̈
＋

Ｔ‐ＭＥ̈
（［〕）̈

鵬̈《］》̈
ロョ F「 日E lll l

42～ 3を くり返 します。

5 SHIFTキ ーを押 しながらPLAY MODE/PGM EDITキ ー

を押 しプログラムエディットモー ドを終了 します。

（̈〔〕》̈
＋

Ⅲ̈
《［〕）̈

ゥ .yK F「 □E llご
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3‐11.MP3フ ァイルの再生
本機は以下のフォーマッ トで記録 されたMP3フ ァイル

を再生することができます。

ディスクフォーマッ ト :IS09660 Leve11

ディレク トリ数 :最大254デ ィレク トリ

ファイル数 :最大255フ ァイル

ファイルフォーマット :MPEG l Audio Layer 3

ビッ トレー ト :32kbps～ 192kbps,

固定ビットレー ト

サンプリング周波数 :44 1KHz,ス テレオ

ファイル拡張子 :mp3,Mp3,mP3,MP3

●マルチセッションで記録 されたディスクの場合、

最初のセッションに記録 されたファイルのみを再

生 します。

●可変ビッ トレー ト (VBR)の ファイルの再生はで

きません。

● MP3再生においては以下の機能はサポー トしてお

りません。

―CUEお よびCUE l-3機 能
―CUE― PLAY
―ル ー プ再 生
―サ ー チ
ーリバ ー ス再 生
―トラ ック メモ リー

…トー タル リメイ ンタ イ ム表 示
―リメ イ ン タイム
ータ イム ア ドレスバ ー表 示

●MP3再生時、リバース方向のスクラッチは最大

7秒 まで可能です。

MP3フ ァイルの再生
l MP3フ ァイルが記録 されたディスクを挿入 します。
2 SKIPキーでファイルを選択 します。

3.PLAY/PAUSEキ ーを押 します。

SHiF丁キーを押 しながらSKIPキ ーを押すと、ディレク

トリ単位でスキップすることができます。

ご注意

●本機 はテキス ト表示には対応 しておりません。
ファイル番号 を トラック表示部に、ディレク ト

リ番号 をパラメーターディスプレイに、それぞ
れアルファベット順に表示 します。

ジョグダイアルでバラメーターを選択 します。

3‐12.プ リセットメニュー
SHIF丁 キーを押 しながらジョグダイアルを回すとプリ
セッ トメニューを呼び出 し選択 します。

プリセットメニューを選択後、ENTERキ ーを押 します。
各プリセッ トメニューの現在設定 されているパラメー

ターがパラメーター表示部に表示 されます。

+冊̈
（い〕）̈

すま抜

確定します
。

　
　
　
　
　
　
一

ＥＮＴ　
　
　
　
　
　
　
伽Ⅲ̈

《〔］》̈
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プリセット番号 内容 パラメーター (★ :デフォルト) 希鮨育ヒ

]|[」 Fと と

oJ[_rlL目 J

un]lJ I「 [[[

oH「 [ln・J

F月 ご[「

日
ｒ
　
ｌ
」

Ｆ

月

CDフィルター

タイマースタート

ダイレクトモード

TOCリードモード

プリセットの初期化

メモリーオールクリア

]FF ,日 ¬

]FF・ ,8,¬

]FF★ ,]n

,月」と

,5月F,[]F

5」
「

[―

5」
「

[―

CDフィルターをオン/オフします。

タイマースタート機育旨をオン/オフします。

ダイレクトモードをオン/オフします。ダイレクトモードがオンの

とき、ディスク再生中でもディスクのイジェクトが可能になり

ます。またディスクを挿入すると自動的に再生を開始します。

TOCリードモードを選択します。

「
□「 :標準のサーボ値を使用します。

月」と :毎回サーボを調整します。

FADERスタートモードを選択します。

[」  :CDをフェーダースタートします。

5月言 :サンプラーをフェーダースタートします。

[]月  iCDとサンプラー両方をフェーダースタートします。

プリセットメニューを初期化します。

全てのメモリーデータを消去します。

3…13.バ ックアップメモリー
電源をオフにしても、以下の設定をバッテリーバック

アップします。

●タイムモード

●再生モード

●CUE… PLAYオ ンノオフ

●ブレーキオンノオフ

●ブレーキタイム

●マスターテンポオン/オ フ

●テンポレンジ

●プリセットメニュー設定

●キューモード

●プログラム

●エフェクトオンノオフ

●リバース再生オンノオフ

4.定格および性能

使用デイスク

チャンネル数

量子化ビット数

サンプリング周波数

DAコ ンバータ

アナログ出力

出カインピーダンス

規定出カレベル

最大出カレベル

デジタル出力

フォーマットIEC60958

8cm/12cm
CD― DA/CD― R/CD―RW
2チ ヤンネル

16ビ ッ ト

44.lkHZ

(ピ ッチ可変時も441 k HZで 出力)

詳細別途

RCAピ ンジャック

lkΩ 以下

-10dBV(032V)

+6dBV(2.OV)

Coaxial

丁ype‖

電源                 DM/100V AC,50-60HZ
消費電力          1lW
外形寸法 (WXHXDmm) 242x300X85
質量           5 9kg

(注 )以下の性能はキーおよびテンポが0°/。 のときのものです。

周波数特性

ダイナミックレンジ

S/N上ヒ

歪み率

FADER START端子

TT― LINK端子

10-20kHZ,+0/-1 0dB

98dB
98dB(IHF― A)

0.006%以下

φ35ミ ニホンジャック

MIN:DIN端 子
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5.故障かな ?と思ったら

本機の調子がおかしぃとき、修理に出される前にも
それでも正常に動作しないときは、お買い上げにな

う一度点検してください。
つた販売店にご相談ください。

電源が入らない。 電源 コー ドがつなが ってぃな t 電源 コンセ ン トにつな ぐ。

浚1奏 をはじめてもすぐに停
止してしまう。 |

デ イスクの表 と裏 を逆に装着 している。 レーベル面を上にして装着する。

デイスクのくもりなど。 i'( 7ta < b, tfit*ry4.
音が出ないち 出カコードが正しく接続されていなし

またははずれている。
正 しく接続 す る。

接続のための端子やプラグが汚れている。 汚れを拭きとって接続する。

プレイヤーがボーズモードになってぃる。 PLAVPAUSEキ ーを押して、演奏する。
音が歪む、雑音が饉る: 出カコー ドが正 しく接続 されてぃない。 オーデ ィオ ミキサー及 びアンプの ライ

ン入 力端子へ接続 する。 フォノ端子 、
マ イク端子 へは接続 しないで下 さい。

接続のための端子やプラグが汚れている。
テレビからの影響 を受けている。

汚れを拭 きとって接続する。
テレビの電源を切る。または本機を離す。

特定のディスクで大きなノ
イズ

`出

る。演奏が中断し
ています。

デ イス クに大 きな キズ ゃ そ りが あ る。 デ イスクを交換 する。

l-t zthr&ffitrEh(r\6" ティスクの汚れを拭き取る。

姦こだ皐冒Fttllる
、FM 本機が影響してぃる。

纏量2騨手?「
かヽテレビから離す。

鵞量1じ 9浴 ]乳Fデ
イスクポーズ状態で lo分 間以上操作 しない

と自動的 にデ ィス クの回転 を停止 し、
スタンバ イモー ドに入 る。

を開始しfttFのボタンを押すと,寅奏

エラーメッセージ
本機が正常に動作ができない場合は、
行ってくださぃ。

LCD内 にエラーコー ドを表示 します。以下に示す表でエラー内容とその処置を

20秒以内に丁OCが読みとれない デイスクに傷がある
→デイスクを交換 してくださぃ。
デイスクが汚れてぃる
→デイスクをクリーニングしてくださぃ。

デイスクを交換 してくださぃ。

5秒間GFS信号が検出されない

フォーカスがかからない

サブQコ ー ドが検出できない

5秒以内にローディングが終了 しない トレイに異物がないか確認 してくださぃ

F>4 )ar--71

電源を再投入 してくださぃ
デッキ間の通信エラーです

fr*BRevo>r - -T-{
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◆ステレオ音のエチケット
楽 しい音楽も時と場所によっては気になるもので

す。隣近所への配慮 (思 いやり)を 十分にいたし

ましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第

で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間に

は小さな音でも通りやすいものです。お互いに気

を配り、快い生活環境を守りましょう。

日本 音 楽 著 作 権 協 会

◆著作権について
●放送やレコー ド、その他の録音物 (ミ ュージッ

クテープ、カセッ ト、CDな ど)、 音楽作品は音

楽の歌詞、楽曲などと同 じく著作権法により保

護 されています。

● したがって、それから録音 したテープを売ったり、

議ったり、配ったり、貸 したりする場合、および

営利 (店のBGMな ど)の ために使用する場合に

は、著作権法上、権利者の承諾が必要です。

●使用条件は場合によって異なりますので、詳 し

い内容や申請その他の手続きについては「日本

音楽著作権協会」 (JASRAC)の 本部または最寄

りの支部にお問い合わせ下さい。

本部
〒151‐ 3540東 京都渋谷区上原3‐6‐ 12

TEL:03-3481‐ 2121(大 代表)FAX:03‐3481‐2150

北海道支部 (業務地域 北海道 )

〒060‐0001札 幌市中央区北一条西3‐2大和銀行札幌ビル

TEL:011-221‐ 5088 FAX:011‐ 221‐ 1311

盛岡支部 (業務地域 岩手・青森 。秋田)

〒020‐0034盛 岡市盛岡駅前通 15‐20ニ ッセイ盛岡駅前ビル

TEL:019-652-3201 FAX:019-652‐ 4010

仙台支部 (業 務地域 宮城・山形 。福島)

〒980‐0021仙 台市青葉区中央2‐ 2‐ 6住友銀行仙台ビル

TEL:022-264-2266 FAX:022-265‐ 2706

景獅託農毒撃酬諸轡ギ覗21劉 日本邸鈴既曰レ
TEL:026-225-711l FAX:026‐ 223‐4767

李露託基露翼キ糖な書電易島褥今_:弓電ιりうしィビル
TEL:048-643‐ 5461 FAX:048-643-3567

幸霜ま::0"L轟う卿 ど責実上野共同ビル
TEL:03-3832‐ 1033 FAX:03-3832-1040

季iVi::6庸躍僣』可:艮「I♀ξ蓄:」轟ξ牛目哨
TEL:03-3562-4455 FAX:03-3562-4457

西東京支部 (業務地域 東京23区 の西部)

〒160-0022新 宿区新宿5-175新宿中央ビル

TEL:03‐ 3232-8301 FAX:03-3232‐ 7798

1:`↑差|ミ量孝(子キ詈慇鷲み管贅曇.上映等
〒160‐ 0022新宿区新宿5‐ 17‐ 5新宿中央ビル

TEL:03-5286-1671 FAX 1 03-5286-1670

幸1醇::1席欄銅厖鉗し1託りち習Dレ

TEL:042-529-1500 FAX:042-529-1515

寧憂薫::洗議勇撃翠:ど薦譜IL綜通横浜ビル
TEL:045-662‐ 6551 FAX:045-662-6548

静岡支部 (業務地域 静岡)

〒420‐0857静 岡市御幸町11-30エ クセルワー ド静岡ビル

TEL:054-254-2621 FAX:054-254‐ 0285

宰i諄話0宴馨睾ご鷲程樫鴇暑_ちテ馬L古屋三井ビル東館
TEL:052-583-7590 FAX:052-583‐ 7594

北陸支部 (業務地域 石川・富山・福井)

〒9200853金 沢市本町 1‐ 5‐ 2リ ファーレ

TEL:076‐ 221‐3602 FAX:076-221‐ 6109

卒醐 漢毒畢瑞諸午fttL悪肇罫事ξ誓貧ル長刀帥 京都三井Dレ

TEL:075-251‐ 0134 FAX:075‐ 251‐ 0414

李盟こ::81椛器調鏑舷4響催田ビル
TEL (06)244-0351 FAX (06)244-1970

神戸支部 (業務地域 兵庫 )

〒6500024神 戸市中央区海岸通6番地建隆ビル‖

TEL:078-322-0561 FAX:078-322-0975

宰;]:[::21橘鞣:Ёζ:ili4躍粘き罫又 帰』レ
TEL:082-249-6362 FAX:082-246-4396

甲硼 2輻 駆」」脇 」言1:L雪 1:営:ilゅレ
TEL:087-821‐ 9191 FAX:087-822-5083

4劉蓼託11雉暴 端 占檻 璧L9
TEL:092‐ 441-2285 FAX:092-441‐ 4218

零漫た電彗秘進嘉鍵撃聟冥ギ髪鼎暑LFザ砕ムビル
TEL:099‐ 224‐ 621l FAX:099‐ 224‐6106

鷲罰離認1『乖肇幣う島島爵ゝJ久茂地セントラルビル
TEL:098-863-1228 FAX:098-866‐ 5074
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保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」
年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

お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打
切り6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。

漏畠
`絆

¥撃モ翡ゝ留魂糧ヂ督L鵬 ご依頼くだれ、

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

躍:驚腱轟 :[:厭ぜ,1種毒嬌まit理
させoヽただきます。

お買い上げの日

お買い上げ店名
(  ) 一

Vestax Corporation SEP.o4CDX05」 ②
D00829200B


