New Product Information

コンパクトミキサーの代名詞 VLZ4 シリーズ発売開始のご案内

HIGH HEADROOM/LOW NOISE コンパクトミキサー

実績のある性能
新たに搭載された Onyx マイクプリアンプ
VLZ3 シリーズと同じ価格
VLZ シリーズコンパクトミキサーが進化を遂げま
した。Mackie のフラッグシップモデル Onyx マイ
クプリアンプを搭載し『VLZ4 シリーズ』となり、今
秋発売開始予定です。25 年以上もライブサウ
ンドとレコーディング業界で定番であり続けた“戦
車級に頑丈な”Mackie による設計は新たな次
元へと進化をし続けます。
※Onyxマイクプリアンプ
新たにOnyxマイクプリアンプを搭載し、高価な他社のプリアンプに負けない優れた高品位なサウンドを実現しました。2基から最大で16
基のOnyxプリアンプを搭載した6品種のモデルを取り揃えパーソナルレコーディングからプロフェッショナルな現場まで対応可能。

※人間工学に基づいた新たなデザイン
プロフェッショナルな頑丈なボディーを持つVLZ4シリーズはデザインを一新。頑丈なデザインというだけで6年間見飽きてきたシルバー
の筐体をイメージしないでください。VLZ4シリーズは斬新なブラックパウダーコート仕上げ、最新の航空機のコックピットをイメージしたコ
ントロールとコントラストの強いノブを採用することにより、薄暗いライブハウスやレコーディングスタジオでも容易にセッティングが可能。

※Built-Like-A-Tank
ステージドリンクをこぼされたり、機材車から落とされてしまったりとＶＬＺシリーズは様々な経験のもと今に至る頑丈なボディーへと進化
してまいりました。このような経験から強靭なボディーと汚れに強いロータリー密閉型ポットを採用し、“戦車級に頑丈な”ＶＬＺシリーズは
他社製品が壊れてしまうような苛酷な環境でも安心してお使いいただけます。

※真のプロ仕様
ホームスタジオ向け超コンパクトモデル｢402-VLZ4｣からライブステージ用4Busミキサーまで、チャンネル数、価格、設置場所に応じ
て豊富なラインナップを取り揃えております。
【VLZ4コンパクトミキサーシリーズの主な特徴】
--------------------------------------------------------------------------------------

高級機にも匹敵する Onyx マイクプリアンプ
超ワイド入力ゲインレンジ（60db）
128.5db ダイナミックレンジ
+22ｄBu ラインインプット
拡張された低周波数レスポンス
0.0007％以下のディストーション（20Hz-50kHz）
高周波プロテクト
コンデンサーマイク用+48v ファンタム電源搭載
AUX センド/レベル/PAN/PFL ソロ/MUTE*
60mm ロングテーパーフェーダー*
3 バンド EQ（80Hz、2.5kHz、12kHz）*
3 バンド EQ/ミッドスイープ*
ステレオチャンネルには 4 ﾊﾞﾝﾄﾞ EQ*
マイクチャンネルにはローカットフィルター（100Hz）*
ALT3/4 ステレオバスを自由にルーティング*
ステレオリターン/ダイレクト/グループ/BUS アウト*
コントロールルーム/ヘッドホンアウトにさまざまなソースを
ルーティング*
高解像度の 12 セグメントメーター*
防塵性に優れた密閉型ロータリーポット
“戦車級に頑丈な“スチール製の筐体
丈夫なパウダーコートフィニッシュ
視認性にすぐれたコントラストの強いノブを採用
VLZ3 と共通のオプションが使用可能
*印の特徴は各モデルにより異なります。

出荷開始日：2013 年 9 月 30 日（月）
発売開始日：2013 年 10 月 2 日（水）
■402-VLZ4 (UPC コード：06 63961 03995 5)
標準価格￥19.950（税別￥19.000）税込市場予測価格￥13.600
■802-VLZ4 (UPC コード：06 63961 03993 1)
標準価格￥39.900（税別￥38.000）税込市場予測価格￥26.800
■1202-VLZ4 (UPC コード：06 63961 03978 8)
標準価格￥52.500（税別￥50.000-）税込市場予測価格￥35.800
■1402-VLZ4 (UPC コード：06 63961 03980 1)
標準価格￥73.500（税別￥70.000）税込市場予測価格￥49.900
--------------------------------------------------------------------------------------

出荷開始日：2013 年 10 月 11 日（金）
発売開始日：2013 年 10 月 13 日（日）
■1642-VLZ4 (UPC コード：06 63961 03973 3)
標準価格￥132.300（税別￥126.000）税込市場予測価格￥88.900
■1604-VLZ4

(UPC コード：06 63961 03982 5)

標準価格￥171.150（税別￥163.000）税込市場予測価格￥114.900

-------------------------------------------------------------------------------------■日本語ホームページ（準備中近日公開予定）
http://www.mackie.com/jp/products/vlz4-series-compact-mixers/

VLZ4 シリーズ発売開始に伴い VLZ3 シリーズは在庫がなくなり
次第販売終了となります。予めご了承ください。

音響特機株式会社 MACKIE ブランド・グループ
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 10-1
Tel 03-3639-7800 Fax 03-3639-7801
e-mail sales_mackie@otk.co.jp
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ミッドフォーマットミキサーVLZ 4-BUS シリーズミキサー発売開始のご案内

エフェクター内蔵 4-BUS ライブミキサーwith USB

実績のある性能
新たに搭載された Onyx マイクプリアンプ
VLZ3 シリーズと同じ価格
VLZ シリーズコンパクトミキサーが進化を遂げま
した。Mackie のフラッグシップモデル Onyx マイ
クプリアンプを搭載し『VLZ4 シリーズ』となり、今
秋発売開始予定です。エフェクターとコンプレッ
サーを搭載する 4-Bus ミキサーはライブバンドサ
ウンドに最適な選択です。“戦車級に頑丈な”
Mackie による設計は新たな次元へと進化をし
続けます。
※Onyxマイクプリアンプ
新たにOnyxマイク プリ アンプを 搭載し、高価な他 社の プリ アン プに負けない優れた高品 位な サウンドを実現 しました。 20基
（2404-VLZ4）から28基（3204-VLZ4）のOnyxプリアンプを搭載したモデルはプロフェッショナルなニーズに完璧に対応。

※RMFX+™ EFFECTS
デュアルランニングマンエフェクトはリバーブ、コーラスだけでなく最高に使い勝手のよいタッピングディレイも搭載し、ライブで即戦力の
エフェクターを豊富に装備。

※インラインコンプレッサー
4ch分の入力にはチャンネル独自にかけられるコンプレッサーを装備。ボーカルやベースギターなどのサウンドメイキングに役立ちます。
また4つのサブグループコンプレッサーも装備。ノブを回すだけで簡単にミックスバランスを整えることが可能。

※USBインターフェイス
USBインターフェイスを実装し、DAWソフトを使用し4トラックライブレコーディングができたり、ストリーミング配信も可能。またPCからの
音源も取り込むことができるので、ライブの合間のBGM配信もできます。さらにUSBからの信号をチャンネルに直接戻したり、EQをか
けたり、AUXセンドに送ることも可能。

※Built-Like-A-Tank
ステージドリンクをこぼされたり、機材車から落とされてしまったりとＶＬＺシリーズは様々な経験のもと今に至る頑丈なボディーへと進化
してまいりました。このような経験から強靭なボディーと汚れに強いロータリー密閉型ポットを採用し、“戦車級に頑丈な”ＶＬＺシリーズは
他社製品が壊れてしまうような苛酷な環境でも安心してお使いいただけます。
【VLZ4 4-BUSミキサーシリーズの主な特徴】
高級機にも匹敵する Onyx マイクプリアンプ
超ワイド入力ゲインレンジ（60db）
128.5db ダイナミックレンジ
+22ｄBu ラインインプット
拡張された低周波数レスポンス
0.0007％以下のディストーション（20Hz-50kHz）
高周波プロテクト
コンデンサーマイク用+48v ファンタム電源搭載
AUX センド/レベル/PAN/PFL ソロ/MUTE
60mm ロングテーパーフェーダー
6AUX センド（インサート/プリ・ポスト切替可）
内蔵/外部エフェクトの選択が可能な AUX センド
3 バンド EQ/ミッドスイープ
マイクチャンネルにはローカットフィルター（100Hz）
4ch 分の独立した入力コンプレッサー
4 サブグループ/4 インラインコンプレッサー
デュアル 32bit RMFX+™プロセッサー
4x2 24-bit USB インターフェースを内蔵
- サブグループ,マスターL/R の信号をレコーディング可能
- AUX 5/6 経由でお気に入りのプラグインをライブで使用可能
- BGM の再生に便利なメインへのステレオ･リターン、EQ や
AUX を使用するためにチャンネルに戻すことも可能

コントロールルーム/ヘッドホンアウトにさまざまなソースを
ルーティング
高解像度の 12 セグメントメーター
防塵性に優れた密閉型ロータリーポット
“戦車級に頑丈な“スチール製の筐体
丈夫なパウダーコートフィニッシュ
視認性にすぐれたコントラストの強いノブを採用
VLZ3 と共通のオプションが使用可能
--------------------------------------------------------------------------------------

出荷開始日：2013 年 10 月 11 日（金）
発売開始日：2013 年 10 月 13 日（日）
■2404-VLZ4 (UPC コード：06 63961 03990 0)
標準価格￥218.400（税別￥208.000）税込市場予測価格￥147.000

■3204-VLZ4

(UPC コード：06 63961 03991 7)

標準価格￥260.400-（税別￥248.000-）税込市場予測価格￥174.900

-------------------------------------------------------------------------------------■日本語ホームページ（準備中近日公開予定）
http://www.mackie.com/jp/products/vlz4-series-compact-mixers/

VLZ4 シリーズ発売開始に伴い VLZ3 シリーズは在庫がなくなり
次第販売終了となります。予めご了承ください。

ステレオリターン/ダイレクト/グループ/BUS アウト
音響特機株式会社 MACKIE ブランド・グループ
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 10-1
Tel 03-3639-7800 Fax 03-3639-7801
e-mail sales_mackie@otk.co.jp

