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法的放棄
ここに含まれる記述、写真、意見
の全体または一部に依拠して、い
かなる人が損害を生じさせた場合
にも、Music Tribe は一切の賠償責任
を負いません。技術仕様、外観お
よびその他の情報は予告なく変更
になる場合があります。商標はす
べて、それぞれの所有者に帰属しま
す。Midas、Klark Teknik、 
Lab Gruppen、Lake、Tannoy、
Turbosound、TC Electronic、 
TC Helicon、Behringer、Bugera、 
Aston Microphones および Coolaudio  
は Music Tribe Global Brands Ltd.  
の商標または登録商標です。 
© Music Tribe Global Brands Ltd. 
2022 無断転用禁止。

限定保証
適用される保証条件と  
Music Tribe の限定保証に関する
概要については、オンライン上 
musictribe.com/pages/ 
support#warranty にて詳細 
をご確認ください。
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2600-VCO コントロール
コントロール
(1) INITIAL OSCILLATOR 

FREQUENCY（初期オシレータ
ー周波数) – VCO の初期周波
数を選択します。オーディオ
モードでは範囲は 10 Hz ～ 10 
KHz です; 低周波モード（ LF ）
では範囲は 0.03 Hz ～ 30 Hz  
となります。

(2) FINE TUNE（微調節）– 2600 
VCO を別の VCO またはインス
トゥルメントに合わせて、調
節範囲 ± 0.4 オクターブでチ
ューニングできます。

(3) PULSE WIDTH（パルス幅）– 
パルス波の幅を手動で、 
10% ～ 90% の間で制御し
ます。

(4) OUTPUTS（出力）– サイン波、
三角波、ノコギリ波、および
パルス波の各出力です。すべ
て同時使用が可能です。

(5) KEBD CV（キーボード CV ）入
力 – キーボードまたは  
MIDI ／ CV コンバーターか
ら 0 V – 10 V の範囲のコント
ロールボルテージを受け入
れます。

(6) (7), (8) - FM 入力およびレ 
ベル – VCO の周波数モジュレ
ーションへの入力および、モ
ジュレーションのレベルを制
御するアッテネーター。

(9) PWM（パルス幅モジュレー 
ション）入力およびレベル –  
パルス波幅の外部モジュレー
ションソース入力および、モ
ジュレーションのレベルを制
御するアッテネーター 。

(10) KYBD ON/OFF SWITCH（キーボ
ードオン／オフ）スイッチ –  
キーボードボルテージをオフ
に切り替え、VCO を低周波モ
ードにします。
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電源接続

モジュールには、標準の Eurorack 電源システムに接続するために必要な電
源ケーブルが付属しています。以下の手順に従って、モジュールを Eurorack 
ケースに接続します。

1. 電源またはラックケースの電源を切り、電源ケーブルを外します。

2. 電源ケーブルの 16 ピンコネクタを電源装置またはラックケースのソケ
ットに差し込みます。コネクタには、ソケットのギャップに合わせて配
置されるタブがあるため、正しく挿入することはできません。電源装
置にキー付きソケットがない場合は、ケーブルの赤いストライプをピ
ン 1 (-12 V) に向けて指定してください。

3. モジュール背面のソケットに 10 ピンコネクタを挿入します。コネクタ
には、正しい方向を取り付けるソケットに合わせて配置するタブがあ
ります。

4. 電源ケーブルの両端がしっかりと接続されたら、モジュールをケース
に取り付けて電源を入れます。 
 

取り付け
必要なネジは、ユーロラックケースに取り付けるためのモジュールに付属
しています。取り付ける前に電源ケーブルを接続します。 

ラックケースによっては、ケースの長さに沿って 2 HP 間隔をあけた一連の
固定穴や、個々のねじ板がケースの長さに沿ってスライドできるトラック
が存在する場合があります。自由に動くねじ板はモジュールの正確な位
置を可能にするが、各版はねじを取り付ける前にモジュールの取付け穴に
近い関係で置かれるべきである。 

取り付け穴のそれぞれがねじ付きレールまたはねじ板に合うように、ユー
ロラックレールに対してモジュールを保持します。ねじを途中で取り付け
て開始し、位置を微調整しながら、すべての位置合わせを行います。最終
的な位置が決まってきた後、 
ネジを締め付けて下ろします。

HOT USED

Red Stripe

200 mm ± 10 15 16

21
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Connect end P1 to the module socket
Connect end P2 to the power supply

+ 12V
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GROUND

+ 12V

- 12V

GROUND
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技術仕様
入力
キーボード CV
タイプ 1 x 3.5 mm TS ジャ

ック、DC 結合
インピー
ダンス

100 kΩ 、不平衡

CV 範囲 10 V 、1 V / oct。
FM 1 / 2/3 CV
タイプ 3 x 3.5 mm TS ジャ

ック、 DC 結合
インピー
ダンス

50 kΩ、不平衡

CV 範囲 10 V、1 V / オク
ターブ

PWM CV
タイプ 1 x 3.5 mm TS ジャ

ック、DC 結合
インピー
ダンス

75 kΩ 、不平衡

CV 範囲 10 V、通常  
1 V / 10%

出力 
TRI / SINE / SAW / PULSE
タイプ 4 x 3.5 mm TS ジャ

ック、DC 結合
インピー
ダンス

1 kΩ、不平衡

TRI レベル ±5 V
SINE レベル ±5 V
SAW レ
ベル

0 V / +10 V

パルスレ
ベル

0 V / +10 V

コントロール 
初期オシ
レーター
周波数フ
ェーダー

発振器周波数を
設定します  
(10 月の範囲)

微調整
ノブ

発振器の微調
整調整 (±0.4 
オクト)

オーディ
オ (Kybd 
オン） 
/ LF (Kybd 
オフ) スラ
イドスイ
ッチ

オーディオバン
ド (10 Hz～10 kHz) 
または  
LFO (0.03 Hz～30 
Hz) を選択し
ます 

FM 1 / 2/3 
フェー
ダー

FM 入力を減衰
させます (-∞ ユ
ニティゲインへ)

パルス
幅フェー
ダー

パルス幅調整 
(10% ～ 90%)

PWM フェ
ーダー

パルス幅変調減
衰器 (-∞ ユニテ
ィゲインへ)

力 
電源 ユーロラック
現在の
抽選

140 mA (+12 V), 
5 mA (-12 V)

物理的 
寸法 
(H x W x D)

129 x 81 x 42 mm 
(5.08 x 3.19 x 1.65")

ラックユ
ニット

16 HP

重量 0.15 kg  
(0.3 3 ポンド)
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We Hear You


