
お知らせ

VR-700は、スタンド（KS-18Z）にも設置することができます。 

• KS-18Zの組み立てかたについては、KS-18Z の取扱説明書をご覧ください。 

• 本体をKS-18Z に設置するときは、滑り落ち防止のため、必ずKS-18Zのアームにクッション（スタンド付属）が
貼られていることを確認してください。 

• 本体をスタンドに設置するときは、本体とスタンドの間に手を挟まないように注意してください。 

• 本体をスタンドに設置するときは、必ず2人以上で作業してください。 

• 他のスタンドと組み合わせて使うと、不安定な状態となって落下や転倒を引き起こし、ケガをする恐れがあります。

※VR-700をスタンド（KS-G8）に設置する場合は、取扱説明書P.18をお読みください。

スタンド（KS-18Z）への設置のしかた

VR-700で再生可能なMP3フォーマットについて

フォーマット MPEG-1 audio layer 3

サンプリング周波数 44.1 kHz

ビット・レート
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps、
VBR (Variable Bit Rate)

拡張子 .mp3
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リア・パネル側 
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ゴム足Bがアームの外側に当たるよう
に、スタンドの横幅を調節します。

VR-700の前面と
スタンドの前面を
合わせます。

ー 取扱説明書とあわせてお読みください ー 
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Notice

 

The VR-700 can be placed on a stand (KS-18Z).

• For details on how to assemble the KS-18Z, refer to the KS-18Z owner’s manual.

• When placing the VR-700 on the KS-18Z , first make sure that the cushions (supplied with the stand) have been affixed to the arms of the KS-18Z. 

The cushions help prevent the instrument from slipping and falling off. 

• When placing the VR-700 on the stand, be careful not to pinch your fingers between the instrument and the stand.

• When lifting the VR-700 onto the stand, make sure to enlist the help of at least one other person.

• Using the VR-700 with any other stand may produce an unstable situation, possibly causing the instrument to fall or overturn, and 
resulting in injury or damage.

 

fig.VKvsKS-G8.eps

 

* When placing the VR-700 on a stand (KS-G8), see p. 18 in the owner’s manual.

 

Placing the VR-700 on a Stand (KS-18Z)

Format of MP3 Files Playable on the VR-700

 

Format

 

MPEG-1 audio layer 3

 

Sampling Frequency

 

44.1 kHz

 

Bit Rate

 

32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps, VBR (Variable Bit Rate)

 

File Extension

 

.mp3
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Front (keyboard) side

Rear panel side

Top View
Align the front of the 
VR-700 with the 
front of the stand.

Adjust the width of the stand as necessary 
so that rubber feet “B” can be positioned so 
they are at the outer side of the arms. 

 

– Please read this in conjunction with the owner’s manual –
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