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安全上 の ご注意

この度は、VESTAX PDX― d3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 きますようお願い致 します。

特

徴

FULLタ

イム クォーッロ ックシ ンセサイザー方式 の採用によ
り、プラッターの回転を正確に制御 し、さらにPLL回 路 を2系
統搭載 し高安定性を実現 しました。
最大±12%の 範囲のビッチを、センタークリックを持たないピッ
チフェーダーでコン トロール し、その最大幅を±3%、 ±6%、
±12%か ら選択できます。
モーターのサーボ/ブ レーキを解除するMOTOR OFF機 能や、
逆回転 を行 うREVERSモ ー ドを世界で初めて搭載 しました。
ステイックコン トローラーは、ビッチベ ンド機能 とFAST/
SLOW機 能を持ち、曲の頭出しや、小節の頭合わせ等 、レコー
ドに触れず に行えます。
ハ イ トルク ダイレク トドライブ モーターの採用によ り、起動
トルクは1.6kg o all重 量級 ター ンテープルがわずか 0.研 X33%
rpm時 )で たち上が り、頭だ しがタイミングよく行えます。
トーンアームはフローティング サスペ ンシ ョンシステム採用
により、ハ ウリングを極力防止することに成功 しました。
ビッチフェーダーはデタッチャブル フェーダー システム方式
によリメンテナ ンスを容易にしました。
クォーッロックには、ON/OFF切 替えスイッチを採用 し、ビッ
チを変化 させていても、瞬時に定速回転 に切替えられます。
針先を照明するライ トは、取外 し可能なデ タッチ ャブル ミニ
ライ トを採用 しました。
電子ブレーキ機構 を採用 していますので、ワンタッチで素早 く
ブレーキがかか ります。
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●本機は交流(AC)電 源llXIV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。
●電源プラグをコンセン トか ら抜 くときは必ずプラグ
を持って抜いて下さい。無理 に コー ドを引 つ張 つた り
して抜 くとコー ドを傷めて しまい ます。
●水等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 りして電線が
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 り外 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、弊社 はその責任 を負いません。

設 置 卜の ご注意
常温(5〜 35℃ )、 通風が良い、頑文で電源電圧の変動
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。塗装力ヽまげる
ことがあ ります。
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 うえ、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、または弊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。

取扱 い上 の ご注意
1.針 先 や レコ ー ドに付 着 した ほこ りや ごみ は、よ く取 り除 い て くだ さい 。
針先 にほこ りやごみがついたまま演奏 します と、針先が レコー ド音溝に正確に接触
せず、音質が悪化するだけでなく、レコー ド盤や針先の損耗が早 まります。
トーンアームからシェルごと取はず し、柔 らかい穂先のはけか毛筆などで根元か ら
針先に向かつて、ていねいに取 り除いて ください。
また、レコー ド盤 も良質の レコー ドクリーナでよくふいて ください。
2.シ ェル 端 子 は時 々ふ い て くだ さい 。
シェルを トーンアームか らはず しておきます と、シェル端子にほこ りやごみがつ き、
接触不良を起 こし、雑音が発生 したり、ハムが大 きくなった り、また、音が出な く
なる場合があ りますので、柔 らかい布なとで 、シェル端子をふいてから、トーンアー
ムに取 りつけて ください。
3.シ ェル を着脱 す る場 合 、 ア ンプの ポ リュ ー ム を
電 源 を OFF″ に して か ら行 って くだ さい 。

″
0″

に す る か 、 ア ンプ の

ポリュームをあげた状態 でシェルの着脱 を行い ます と、不愉 1央 な音がす るだけでな
く、スピーカをいためる場合があります。また、シェルを着脱する場合は、針先保
護のため、針 カバーをして ください。

4.ハ ウ リン グ とハ ムにつ い て
ハ ウリングは、スピーカーからの音や振動がプ レーヤーに伝わ り、それを再 びカー
トリッジが拾い上げることによって生ずるものです。ポリュームを上げて、ウオー
ンとい うハ ウリングが発生するときは、ス ピーカーと本体 との位置関係 をチ ェック
し、音や振動が本機に伝わらないように対策 して ください。
ハムノイズは、他の電源製品から出る電磁波によるものです。本機周辺の電器製品
では特にアンプとの位置関係をチェック して ください。また、ハムやノイズはアー
スを正 しくとらない と発生 します。アース線 をアンプ、ミキサーのGND端 子にしっ
か り接続 してあるか どうかチェックして ください。

5.転 宅 な どで、遠 くへ 運 ばれ る とき。
購入時の包装材で、開相のときと逆の方法で包装 して ください。包装材がない とき
で も、次のことは必ず行つて ください。
●ターンテープルシー トとターンテープルを抜 き取 つて、傷のつかない ように包装
します。
●アームをアームレス トに戻 し、更にテープで結んで動かないようにして ください。
●ノ｀ランスウェイ トやシェル/カ ー トリッジは、アームから取はず し、傷 のつかな
い ように包装 して ください。
●本体は、毛布や、柔らかい紙で、傷のつかないように包装 して ください。
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お使 いに なる前 に
本機は一部の部品を取 り外 して包装 してお ります。部品が揃っ
てい るか確認 して ください。

1本

バ ラ ンス ウェイ ト

体

2.タ ー ンテー ブル

EPア ダプタ

3

ス リップマ ッ ト
4シ ェル ウエ イ ト

RCAケ ープル

5

デ タッチ ャブルライ ト

GNDケ ーブル

シェル

組立 て方

組み立て調整がすべて完了するまでは、電源プラグをコンセ ン
トに差 し込まないで下 さい。

ター ンテーブ ルの取 りつけ

1タ ーンテープルをセンタースピンドルにはめます。

オ ーノ｀一ハ ングの調整

2ス リップマットをのせます。
コ主意 :タ ーンテーブルを取 りつける場合、本体に当てないよ
うにご注意下さい。
(図 1)

◎¨

バ ラ ンス ウェー トの 取 付 け
1.バ ランスウェー トを トーンアー
ム後方か ら入れ (図 1)正 面か ら
見て左 回 り図1の 矢印の方向に
廻 します。

1カ ー トリッジを取付けましたら、次にオーバーハングの調整
をします。このオーバーハ ングが正 しく調整されていないと
再生音に歪みをきた した り、
針 とびを起こす原因 とな ります。
本機の標準オーパーハ ング値は 15 mmと なつています。定規
等 を使ってオーパーハングの調整をして下 さい。(図 3)
2カ ー リッジの取付けビス を ドライバーでゆるめます。
3 トーンアームをセ ンタースピン ドル上に移動 させて下 さい。
4針 先 とセンタースピンドルの間隔が 15mmに なるようにカー
トリッジを前後に動かします。
(ご 注意)カ ー トリッジを前後に動かす際、針先が指や ター

ンテープルに触れて破損す ることのない よう、慎重 に行って
下 さい。
5オ ーバーハ ングが正 しく調整できましたら、 トーンアーム を
アームレス トに戻 し、カー トリッジの取付けビスを締 めて固
定 します。
水平 (ゼ ロ)バ ラ ンス調整
カー トリッジの取付 け
1図 2を 参考に、ご使用のカー トリッジ説明書に従って取付 け
て下 さい。又、カー トリッジをヘ ッドシェルの先端 と平行 に
取付けます。
2.カ ー トリッジのリー ド線のL,R極 性 は以下のようになって
います。
・
・…L十
・
・…R十
赤のリー ド線・
自のリー ド線・
・
・…L―
・
・…R―
緑のリー ド線・
緑のリー ド線・
ご注意 :軽 いカー トリッジ(4g〜 5g)を 取付ける場合 は、付属
のシェルウェイ トをご使用 ください。

1ア ンチスケーテイングの 目盛 りを 0"に 合わせ ます。
2.針 先にふれない ように注意 して、針 カバーをはず し、 トーン
アームをアーム レス トか ら離 してフリーの状態 にします。
3.バ ランスウェー トを廻 しなが らトーンアームが水平 になるよ
うに調整 します。この時、キューイ ングレパーはFに 倒 して
おきます。
調整例 (図 4)
aバ ランスウェー トが後方に行 き過 ぎてい ます。
bバ ランスウェー トとカー トリッジのバ ランスが
とれた状態です。 トーンアームが水平になります。
cバ ランスウェー トが前方に行 き過 ぎてい ます。

(図 4)

4水 平バ ランスを調整 した後 トーンアームをアームレス トに戻
します。
(ご 注意)水 平バ ランス調整するとき、カー トリッジの針先

がターンテープルや本体に触れない ようにして下 さい。
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カウンター リング
・0″
目盛 り

Conical stylus
∽″く一
Ｃ∽ ﹁０一ｏ●

5.水平バ ランス調整後バ ランス ウェー トを動かない ように指で
ヽ
支え、カウンター リングだけを廻 し、アーム軸の中′
し
線にカ
ウンター リングの目盛 0"を 合わせます。(図 5)

E‖

ipticai stylus

GraphO
カウンターリング
バランスウェート

中心線
アームの高 さ調整

(ご 注意)バ ランスウェー トが動 いて しまった場合 は、 もう一

度水平バ ランス調整からや り直 して下 さい。
6バ ランスウェー トを図6の 矢印方向に廻 してカー トリッジ指
定の針圧に合 わせ ます。バ ランスウェー トを廻 します とカウ
ンター リングも一緒に動 きますから、カウンター リングを直
読み しなが ら摘Tな 針圧に調整 します。(図 6)

ご使用 カー トリッジにより
アームの高さ調整が必要 な
場合、アーム高 さ調整 ネジ
を廻 して調整 します。
(図 8)
アームの高 さ調整範囲は最
大6mmで す。
例
カー トリッジの寸法 15mm
高さ調整必要なし
カー トリッジの寸法 21mm
高 さ調整
+6mm

アーム高 さ調整ネジ

:

…・カー トリッ
H:・・

'は

アンチスケーテ イングの調整
1.ア ンチスケーテインクのツマミを、針圧と同じ値にします。
(図 7)(ご 注意)針 の形状により値が変わることがあります
ので、Graph① を参考にして調整 して下さい。
(図 7)

2正 しい針圧調整、ア ン
チスケーティング調整
は、歪みのない再生音
を得るため、また、針
や レコー ドを長持 ちさ
せる うえで も欠かせ な
い重要なポイン トです。
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法

キュ ーイ ング装置 の高 さ調整
アーム リフ トの高 さ(キ ューイングレパ ー を上げた状態での針
先 とレコー ド面の間隔)は 工場 出荷時に適正 の高 さに調整 して
いますが、ご使用 カー トリッジによつてとくに調整が必要な場
合は下記手順で調整 して下 さい。
1.針 先保護 のため針 カバーをします。
2タ ーンテープルが回転 しない ようにパ ワーSWを OFFに しま
す。

3キ ューイング高 さ調整ネジをプラス ドライバーでゆるめ、高
さを調整 して下 さい。(図

9)

グ高 さ調整ネジ

各部 の名称
フ ロ ン ト部
① EPレ コード用アダプタ
② ターンテーブル
③ センタースピンドル
④ カートリ ジスタンド
⑤ バランスウェート
⑥ アンチスケーティングつまみ
⑦ キューイングレバー
③ アームレスト
⑨ トーンアーム
⑩ ビッチコントロールフェーダー
⑪ ヘットシェル
⑫ デジタルディスプレイ
⑬ リバースボタン
⑭ フェーダービッチレンジ切換えボタン
⑮ モーターオフボタン
⑮ ベンドピッチレンジ切換えボタン
⑦ スティックコントローラー
⑬ クオーツロックON/OFFボ タン
⑩ デタッチャブルミニライト
④④ スピード切替えボタン
② スタート/ス ト・
ップボタン
,ソ

デ ジタル コ ン トロ ール 部
リア パ ネ ル 部
④ アウトプット(出 力)端子

O GND孵
①
④
②
④

りt― トイン端子
リモートアウト端子
パワースイッチ
電源コード
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4ク ォーツロ ック

プレーヤの設置

⑬ クォーツロ ックボタンを押す と、その上のledが 点灯 し、
ピッチフェーダーの位置に関係なく、33又 は45RPMに 正確に
ださい。
ロ
ックされます。その時qon(ク ォーツオン)と 約1秒 間表示 さ
2.ス ピーカシステムか らできるだけ離 して設置 してください。
+CX1 0と ピッチ表示されます。もう一度押すとクォー
れ、その後
3直 射 日光、ほこり、湿気などの多い場所や、暖房器具の近 く
ロ
LEDが 消えて、⑫ にqoF(ク ォーッオフ)
ツ
ックが解除され、
は避けてください。
と同様に表示されます。ク ォーツロック中は、ステ ィックコ
4通 風の良い場所を選んで 〈ださい。
ントローラーのピッチベン ド機能(縦 方向上下 )は 無効です。
5ラ ジオ(FM/AM)を 極端に近づけますと、ラジオに雑音が入
パ ヮースイッチをONに した場合の初期設定は、33RPM・ クォー
②
る場合があ りますので、できるだけ本機より離 してください。
ツロックオフの状態となっています。
接続 の しかた
5̲ス ティックコントローラーによる早送 り/ス ピー ドダウン
l PHONO端 子の接続
⑭ スティックコン トローラーを左に倒すと早送 りとなり、ス
PHONO端 子 側
ミキサー側
ピー ドが上が ります。この時⑫はFAS(フ ァース ト)と 表示 さ
→ PHONO
白色 (L)
■■ ■ ■ ■ の 入 力 端 子 へ
れます。逆に右に倒すと、⑫ にSb(ス ロー )と 表示され、回
→PHONO ■■国■■ の入力端子へ
赤色 (R)
転 スピー ドがダウンします。この機能はクォーツロ ック状態
黒色 (ア ース線 )→
の端子ヘ
でも有効です。
(ご 注意 )ア ース線の接続は必ず行
…って下さい。 アース線を 6ス ティックコントローラーによるピッチベ ンド
接続 しませんと電源ハ ム(プ ーンという音 )が 出ます。
⑭ スティックコン トローラーを縦方向前方に倒すと、設定さ
2電 源プラグの接続
れているピッチより更にマイナス側となり、逆に手前方向に
電源プラグを コンセントに接続 します。
倒すとプラス側となります。 どれ くらい可変す るか )ピ ッチ
ベ ンドレンジ)は ⑩ によって設定 します。その設定は、±1、
(ご 注意 )本 機は交流(AC)電 圧100Vで ご使用いただ くように
なっています。200Vの 電圧や直流(DC)電 源 には絶対接続 し
±2、 ±3、 ±6%の 中か ら選びます。①を押 した時、左の点
ないで ください。
滅 した数字と右の点灯 した数字が並びます。左側が今設定さ
れている数字で、右側が変更 したい目的の数字を表 します。
に設定 したい数字を表示させ 、 しば らく
デ ジタル コ ン トロー ルの しかた
⑬を押 し続け、右倶」
が点灯に変わ
り、右と同 じ数字となります。
すると左の点滅
1.フ ェーダー ピッチ レンジ切替え
ピッチベン ドレンジとなりま
しく設定された
この時の数が新
ーピッ
ェー
レンジ
チ
ダ
切替えボタンを押す事により、
⑭のフ
す。設定後はす ぐに、⑫は ピッチ表示に戻 ります。
±3%,± 6%,± 12%に 切替える事ができます。
ただ し、設定中は、G⑭ ⑮C④ ④② ボタンによる機能は無効
⑫デ ィスプ レイを見なが ら、⑭を押 し、設定 したい レンジを
となります。
表示するまで、連続押 し(約 1秒 以内の間隔で )し 、止めて下
さい。⑫が ピッチ表示に戻 ったとき、最終表示 した数値 に設
リモー トコン トロー ルについて
定されます。ただ し、 レンジ幅は、フェーダー 自体の電気的
2台 お持ちの方は リモー トコン トロールを楽 しむ事が出
本機を
性能限界 により、設定 した数値 より、±0.9%以 内で違 って
来ます。
きます。⑫デ ィスプ レイには、信頼性の高い ピッチ表示がさ
1直 径3.5ミ リのモノラルフォンプラグをご用意下 さい。(オ ー
れますので、フェーダーの位置より⑫を目安と して下さい。
デ ィオ/楽 器店などで別途お買求め下さい。)
2逆 回転
2リ
アパネルの① リモー トイン端子と、もう一機の① リモー ト
⑬ リバースボ タンを押 します。このとき⑫デ イスプ レイには
アウト
端子をケーブルで接続 します。
ron(リ バースオン)と 表示されボタン上のLEDが 点灯 します。
コントロール部 において、いずれかのボタンを最
3デ
ィジタル
もう一度押すと、逆回転機能が解除され、⑫ には、rOF(リ バー
マス ター機 に設定され、もう一方はス レーブ
た方が
し
初に押
スオフ)と 表示されて、ボタン上のLEDが 消えます。 ピッチ
に設定 され ます。その後はマス ターと同 じ働 きを ス レー
機
表示の土表示については、実際に回転 している方向が 十とな
プはし、全てのデジタル コントロールについて、マス ターの
ります。 ピッチフェーダー・ベ ンド機能も同様です。
た り操作を行うと、ス レーブ機 に触 らな くてもマ
設定を変え
3.モ ーターオフ
スターと同 じ動きを します。ス レーブ機の④か らさらに3台
モーターのサーポを中止 し、プラッターの慣性力で回り続け、
目の⑮に接続す ると、この3台 目もマスターと同 じ動 きを し
自然に停止 します。また、プラッターの側面などに指をあて、
ます。こうして4台 まで接続でき、 リモー トコン トロールに―
止まり方を可変させる事もできます。⑮モーターオフを押す
より同じ動きをさせ る事ができます。
ことによりこの効果が得 られ ます。⑫にはSoF(サ ーボォフ)
と表示されます。もう一度押すとモーターオフ機能が解除さ
れ⑫にはSon(サ ーボオン)と 表示 されます。モー ターオフ状
態の時、 ピッチフェーダー・ スティックコントローラー・ リ
バース・ スター ト/ス トップなどの機能は使えません。
1.外 部振動を受けない、しっか りした水平な場所 に設置 してく
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デ ジタル ピ ッチ メー ター につ いて
演奏 の しかた
メーターは電気的にモー ター駆動回路の発生させる回転数を
1レ コー ド盤をターンテーブルシー トにのせます。
読み取 って表示 します。その精度は、誤差01%未 満 という
2リ アパネルのパ ワースイッチを押 し電源をONに します。
高精度です。 ビッチ コントロールフェーダーの動きにつれて
3.針 カバーをはず します。
メーターも動きます。一般的にフェーダーのカープには誤差
ー
ンテーブルは
4ス ター ト/ス トップボタンを押 します。タ
ェーダーの位置で確認
が大きいとされている為、本機ではフ
します。
回転
5キ ューイングレバーを起こ します。 トー ンアームは上昇 し するよりも正 しく確認できるデジタルメーターを採用 してい
ます。
ます。
6ト ー ンアームを レコー ド盤上 に移動 します。
ご注意
7キ ューイングレバーを倒 します。 トーンアームは静 かに下
降 し演奏が始まります。
8演 奏が終わ りましたら、 トー ンアームをアーム レス トに戻
します。また、針先保護のため針 カバーをつ けてお いてく
ださい。

●逆回 しの際、使用する針によって音が歪む場合があ ります。
●電源をオフに して、すぐオンにすると、マイコンの リセット
がかからず、デ ィスプレイーの一部が表示 しない場合があ リ
ます。この時、オフにして しばらくしてからオンにすると正
常となります

9ス ター ト/ス トップボタ ンを押 します。 ター ンテーブルは
電子ブ レーキによりなめ らかに停止 します。その後、パワー
スイッチをまわ して電源をOFFに してください。
(ご 注意)ス タート/ス トップボタンを押さずにパワースイッ
チをOFFに した場合、電子ブ レーキは働きません。
10演 奏を一時中断する場合。
キューイング レバーを起 こ します。カー トリッジの針先は
レコー ド盤より離れます。
1l EPレ コー ドの演奏
EPレ コー ド用アダプタをセンタースピンドルにはめます。
12デ タ ッチ ャブル ミニライトについて
本機には演奏中に針先を照 らす 、取外 し可能 なデタ ッチ ャ
ブル ミニライトが付属されています。特 に必要のない場
合には、取 り外 してご使用になれます。

SPEC!FICAT10N
TURNTABLE

MOTOR
STARTING UP TIME
STARTING TORQUE
BRAKING SYSTEM
RAMBLE(S/N RAT10)
SPEED
PITCH

ARM

WOW&FLUTTER
TYPE
EFFECTIVE LENGTH
OFFSr ANGLE
OVER HANG
TRACKING ERROR
CUEING DIVICE

ANTI SKATING
STYLUS PRESSURE
ARM HIGHT
LIGHT
SPEED LOCK
DIMENSION
WEIGHT
POWER

DIREtt DRIVE QUARTZ
0 5sec(33/rpm)70°
1 6kg/cm

ELECTRONIC BRAKE
78dB(IEC 98A WTD)
33%⊇ m,45rpm
± 12%

(DETOUCHABLE 100mm FADER)

003%WRMS

STATIC BALANCE'S SYSTEM (ALMOST ZERO

ACOUSTIC F B)

230mm ± lmm
22°

15mm
+2° 32′

〜 +0°

32′

OIL DAMPLING TYPE
AD」 USTMENT RANGE O〜 70g
AD」 USTMENT RANGE O〜 70g
AD」 USTMENT RANGE 43〜 49mm
DETOUCHABLE MINI LIGHT DC12volt 100mA

QUARTZ LOCK
(W)450mm× (H)136mm× (D)370mm
llkg

AC 100V

Vestax Corporation
APRIL 1996 PDX‐ d3」 Vl
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