


安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

製品をご使用の際は、使用上
の注意に従ってください。

このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。

このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。

このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

注意事項を読んでください。

注意事項を守ってください。

すべての警告に従ってください。

すべての注意事項に従ってください。

水の近くで使用しないでください。

お手入れの際は、乾いた布を使用してください。

液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置

を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れが

あるので、使用しないでください。

取扱説明書に従って設置してください。

暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音

楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かな

いでください。

電源プラクは、危険 防止のために、正しく使用し

てください。アース端子付の電源プラグは、2つ

のブレードのほかに棒状のアース端子が付いてい

ます。これは、安全のためのものです。ご利用の

コンセント差込口の形状に合わないときは、専門

の業者にコンセントの取り替えを依頼してくださ

い。

電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないよ

うに注意してください。特にプラグ部、コンセント

差込口、本 装置の出力部分に注意してください。

付属品は、メーカが指定しているものを使用して

ください。

音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テー

ブルに載せて使用してください。設置の際、ケー

ブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の

原因にならないよう注意してください。
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雷が鳴っているときや、長時 間使用しないときは、

プラグを抜いてください。

修理やアフター・サービスについては、専用窓口

にお問い合わせください。電源コードやプラグが

損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物

を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらさ

れたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、

修理が必要となります。

本装置は、正常に動作していても熱を発生します

ので、周辺機器とは最低 15センチ離し、風通し

の良い場所でご利用ください。

本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピー

カで長時間、大 音量で使用すると、難聴になる恐

れがあります。（聴力低下や、耳鳴りを感じたら、

専門の医師にご相談ください）。

水がかかるような場所に置かないでください。花

瓶、缶飲 料、コーヒーカップなど、液体が入った

ものを本装置の上に置かないでください。

警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさ

ないでください。
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＜お問い合わせ＞

inMusic Japan株式会社
カスタマー・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23
オーク南麻布ビルディング6階

http://inmusicbrands.jp/denon_dj/support/　

[ WEB ] http://inmusicbrands.jp/denon_dj/



ユーザーガイド
はじめに 
同梱品 

・VL12 Prime（本体） ・45 RPM アダプター ・電源ケーブル

・ヘッドシェル ・カウンターウェイト＆スケールリング ・ユーザーガイド/ 保証書

・フェルトマット ・追加カウンターウェイト

・ターゲットライト ・RCA ステレオケーブル

サポート

製品の最新情報（システム要件、互換性など）、および操作方法や修理などにつきましては、
DENON DJ のホームページをご覧ください。 

接続 

VL12 Prime VL12 Prime 

DJ  コンセント

(フォノ入力へ)

コンセントミキサー



機能 
トップパネル

1. 電源スイッチストロボライト：ストロボライト上部に配置されているダイヤルを回して、VL12 
PrimeのON/OFF を切り替えます。
プラッターの縁を照らすストロボライトは、プラッターが一定の速度で回転しているかを示しま
す。プラッターを回転させて、ライトが当たっている垂直のラインを確認してください。ライン
が静止しているように見える場合は、正常に回転しています。もしもラインが動いたり、ぶれた
りする場合は、正常に回転していない状態です。

2. スタート/ストップボタン：このボタンを押すと、プラッターの回転がスタートまたはストップ
します。プラッターが動作しない場合は、プラッターが正しく設置されているかを確認してくだ
さい設定 > プラッターを参照。

3. 33/45 切り替えボタン：これらのボタンのどちらかを押して、プラッターの回転速度（RPM）
を設定します。選択中の回転速度ボタンは点灯します。

4. 45 回転用アダプターホルダー：45回転用アダプタを使用しない時は、ここに収納してくださ
い。

5. プラッター：使用する前に、モーターの上にプラッターを設置します。プラッターの詳細な設置
方法については、設定 > プラッターを参照してください。

6. ターゲットライト：ターゲットライト付属品は、暗い環境でも針の位置を確認することができま
す。ライトをオンにする場合はコネクタに接続し、オフにする場合はコネクタから外します。
注：破損防止のため、ターゲットライトを外してから VL12 Primeを梱包または輸送してくだ
さい。 



7. ピッチフェーダー：このフェーダーを動かして再生スピードを調整します。中央が回転数 0%で
す。ピッチレンジボタンを使用して、ピッチフェーダーのフルレンジを設定します。

8. ピッチレンジボタン：このボタンを押すと、ピッチフェーダーのフルレンジ±8%、±16%、
±50%を順番に切り替えることができます。ボタン上部のライトは選択中のピッチレンジを示
します。

9. ピッチリセットボタン：このボタンを押すと、ピッチフェーダーの位置に関係なく、プラッター
の回転数が 0%に戻ります。

10. トーンアーム：トーンアームレバーを上げた状態で、トーンアームを静かに動かし、プラッター
の上部に移動させます。トーンアームレバーを手前に倒すとトーンアームが下がり、レコードの
再生がスタートします。

11. トーンアームロックナット：このナットでヘッドシェルとカートリッジをトーンアームに固定し
ます。ヘッドシェルを緩める場合は時計回りに回し、締める場合は反時計回りに回してくださ
い。締めすぎにご注意ください。

12. ヘッドシェル：このヘッドシェルにカートリッジ(別売)を取り付け、ヘッドシェルをトーンアー
ムロックナットに固定します。カートリッジを使用する前に、プラスチックカバーを外してくだ
さい。ヘッドシェルは交換可能で、一般的なカートリッジと互換性があります。
注：破損防止のため、ヘッドシェルを外してから VL12 Primeを梱包または輸送してくださ
い。

13. トーンアームクリップ：レコードを再生しない場合は、トーンアームをトーンアームクリップに
置いてください。外側のくぼみは一時的にトーンアームを置く場合に使用しトーンアームを動か
したり、上下することができます、内側のくぼみは固定時に使用します。
注：破損防止のため、トーンアームをクリップ内側のくぼみに固定してからVL12Primeを梱包
または輸送してください。

14. トーンアームレバー：このレバーを動かしてトーンアームを上下させます。針を移動させる場合
はトーンアームを上げ、レコードを再生させる場合はトーンアームを下げます。

15. アンチスケートダイヤル：このダイヤルを回して、レコードの再生中に針が内側に引っ張られる
力を補正します。通常は 0 に設定してください。頭出しやスクラッチの際に針が飛ぶ場合は、少
しずつ設定値を上げて調整してください。

16.  カウンターウェイトとスケールリング：カウンターウェイトはレコー ド針に適切な圧力がか
かるように、ヘッドシェルとカートリッジのバ ランスを調整するものです。トーンアーム
の調整については、設定 > トーンアームを参照してください。
注：重いヘッドシェルを使用している場合、付属の追加カウンターウェイトを装着してトーンア 
ームの調整を行ってください。

17. 高さ調整ダイヤルとロックレバー：この大きなダイヤルを回してトーンアームの高さを調整しま
す。アンチスケートダイヤル上部に設置されたロックレバーを時計回り、または反時計回りに回
して、高さ調整ダイヤルのロックと解除を行うことができます。適切な高さの設定方法について
は、設定 > トーンアームをご覧ください。 



サイドパネル

左サイド 

1. トルクスイッチ：のスイッチを使用してプラッターのトルクを調整します。Hiに設定するとプ
ラッターの回転力が強くなり重く感じます。Loに設定するとプラッターの回転力が弱くなり軽
く感じます。

2. プラッターカラーノブ：このノブを回してプラッターを縁取るライトの色を設定します。

3. プラッターブライトネススイッチ：このスイッチでプラッターを縁取るライトの明るさを調整し
ます。 

右サイド 

1. 電源入力端子：付属の電源アダプタを使用してこの入力とコンセントを接続し、電源を入れ
ます。

2. フォノ出力端子（RCA）：この出力端子をミキサーのフォノ入力端子に接続します。

3. アース端子：レコードの再生時にノイズが発生する場合は、VL12Primeがアースに接地されて
いない可能性があります。その場合、アース線を使用して、この端子をミキサーのアース端子に
接続してください。 



設定 
プラッター 
プラッターの裏面にある２つのピンを、モーターの穴に合わせてゆっくり
と下ろし、軽く押して固定します。ぐらつかず、正しく固定されているこ
とを確認してから、スリッ プマットをプラッターの上に置きます。 
重要 
! プラッターが正しく設置されていない場合、ターンテーブルの性能が低
下し、プラッターの回転が不安定になったり、モーターが損傷する恐れ
があります。 

! レコードを再生する場合は、常にスリップマットを使用してください。
スリップマットを使用しない場合は、レコードまたはターンテーブルに
傷がつく恐れがあります。 

トーンアーム

重要：適切な針圧や重さグラム単位やトーンアームの高さミリ単位については、カートリッジの取扱
説明書を参照してください。 

1. カートリッジがトーンアームに取り付けられていることを確認します。ヘッドシェルを緩める場
合は時計回りに回し、締める場合は反時計回りに回してください。締めすぎにご注意ください。
プラスチック製のカバーニードルカバーは、ターンテーブルの使用前に取り外してください。

2. トーンアームにカウンターウェイトとスケールリングを取り付け、カウンターウェイトが最も前
方に来るまで時計回りスケールリングを正面に見てに回します。
注：この位置がカートリッジに適用される最大針圧です。

3. カウンターウェイトを装着すると、ヘッドシェルを上下した時に重さと抵抗を感じます。重さと
抵抗を感じなくなる位置まで、カウンターウェイトを時計回りに回しますスケールリングを正面
に見て。正しく取り付けると、トーンアームが宙に浮く状態になり、針圧 0 グラムであることを
示します。

4. カウンターウェイトを動かし、トーンアームが宙に浮くポイントがピボットポイントから離れた
新しい位置にある場合、スケールリングの 0 が 12 時の位置になるまで回します。

5. 最後に、カウンターウェイトとスケールリングを希望の重さになるまで反時計回りに回します。
スケールリング 1 周は 3gです。一回転して0を超えた場合は、現在の数値に3gを足して計算し
てください。
この方法で希望の重さに達しない場合は、カウンターウェイトとメモリをトーンアームから取り
外し、追加のカウンターウェイト付属品を装着してから、再度ステップ2から設定を行ってくだ
さい。稀なケースですが、ご使用のヘッドシェルとカートリッジが通常よりも重い場合もありま
す。

6. アンチスケート・ダイヤル上部に設置されたロックレバーを反時計回りに回して高さ調整ダイヤ
ルのロックを解除します。針をレコードの上に置き、トーンアームが水平になるように調整しま
す。ロックレバーを時計回りに押して、高さ調整ダイヤルをロックします。 

4 g 



付録 
技術仕様 

モーター ドライブ クォーツ・ダイレクトドライブ

トルク High: 5.0 kgf/cm (starting/instant); 3.4 
kgf/cm (stable) 
Low: 3.2 kgf/cm (starting/instant); 1.4 
kgf/cm (stable) 

スタートタイム 0.4 秒以下 

ブレーキシステム 電子ブレーキ 

プラッター 素材 アルミ・ダイキャスト

直径 332 mm 

重量 2.2 g 

トーンアーム 有効長 238 mm 

オーバーハング 25 mm 

オフセットアングル 20.5°

スピード 33⅓ 、45 RPM 
ワウフラッター：< 0.05%  (JIS-weighted)

アウトプット PHONOレベル、ステレオ RCAケーブル接続 

ピッチレンジ +8% 、 +16% 、 +50%

端子 RCA出力（L/R） x 1 セット 
電源アダプター端子 x 1 

電源 端子 IEC 

入力電圧 100‒240 VAC 、 50/60 Hz 

消費電力 65 W 

外形寸法 約 451 x 355 x 150 mm（W x D x H） 

重量 約 12.4 kg 

※ 仕様は断りなく変更される場合がございます。

商標とライセンス 
Denon は、株式会社ディーアンドエムホールディングスの商標であり、米国およびその他の国で登録されてい ます。 
Denon DJ 製品は、inMusic Brands, Inc. が製造しています。�その他すべての製品名および会社名は、各社の商標
または登録商標です。  
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  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無料修理規定

1. 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示
        ください。 
2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には弊社カスタマー  
        サポート部へご相談ください。 
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 
（イ） ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。 
（ロ） お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。 
（ハ） 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。 
（ニ） 消耗部品を取替える場合。
（ホ） 本書のご提示がない場合。
（ヘ） 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

4.     inMusic Japanは、製品の使用不可能または不具合に基づく損害、また法律の定める範囲内での
        人身傷害を含める、いかなる二次的、及び間接的な損害賠償の責任を負いません。保証条件や本保証に
        基づきinMusic Japanが負う責任は、販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修理は、
        inMusic Japanでのみ行われるものとします。

* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
   したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後
   についてご不明の場合は、お買上げ の販売店または弊社カスタマー・サポート へご相談ください。
 

inMusic Japan株式会社 カスタマー・サポート
〒106-0047 東京都港区南麻布３－１９－２３ オーク南麻布ビルディング６F 
お問い合わせ： http://inmusicbrands.jp/denon_pro/support/

・ 本書に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。 
・ 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。 
・ 本書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

製品名：

製造番号：

ご購入日：

保証期間：ご購入日から一年間

お客様

お名前：

ご住所：

ご住所：

お電話： お電話：

販売店名




