
最大
6w

定格
3w

乾電池

4本
（単3形）

蓄電池

4本
（HR15/51）

３WAYSONO ST I C K
デジタルアンプ搭載。
新設計によるハウリング低減効果を実現し
幅広いシーンでスマート拡声。

マイク形拡声器/MDS-100

※特許登録 出願中
・意匠登録済み
・商標登録済み

15、40ページ

観光ガイド 学校屋外イベント 打ち合わせ

病院・クリニック 災害対策備品 感染症・飛沫対策案内・呼び出し

防雨
IP X３

防水性能 I PX 3 (防雨形 )
屋内外を問わず様々な場所でご使用いただけます

ウエストホルダー

WH-100

マイクスタンド

MT-4

新発売

便利なオプション

・小雨程度なら安心して使用できます。
・電池カバーを閉めてグリップ部を垂直にした状態で使用してください。



近日発売

52ページ

ご要望の多かった大出力化に加え、様々な機能
を新規搭載し大幅にパワーアップ。
ご要望に応じてシステムをご提案いたします
ので、お気軽にお問い合わせください。

ユニット式 卓上形船内指令装置
TT-121
TT-61

【120W トークバック6回路モデルを新ラインアップ。】

AC
100V

DC
24V

定格
120w

TT-121

EIA規格
4U

金具別売

定格
60w

TT-61

豊富なオプションユニットに対応

SLOT-in オプションユニットを2台まで
組み込むことができます。

増設アンプの接続で240Wに出力アップ ※TT-121のみ

POWER AMPLIFER　TZ-120

出力UP
240W120W

増設アンプ

TZ-120 近日発売

出力条件を設定可能な
ライン出力

出力条件は、内部ディップスイッチの切換
で下記から選択することができます。
①常時出力
②一斉時のみ（通常/緊急どちらか選択）
③特定回線を選択時のみ
④外部起動時のみ音声出力

トークスイッチOFF時の
発振防止ミュート回路搭載

使用していないトークバックマイクからの外来
ノイズの混入やハウリングを防止します。

MIC MUTE CIRCUIT MUTE

DC電源ノイズを遮断する
AC/DC電源切換回路搭載

AC電源回路に電圧が加わると、DC電源回路を
切断し、DC電源からのノイズ混入を防ぎます。

AC-DC POWER
Switching circuit

AC（主電源）

DC（非常電源）

操船指令や船内放送を快適に行うための便利な機能

出力レベル表示灯

緊急一斉放送切換ボタン

通常
一斉

緊急
一斉

切換 一斉一斉

OFFON

5回線スピーカースイッチ
LED表示灯

船首 舷側 機関室 通路 船尾

トークバックマイク
LED表示灯

船首 舷側 機関室 通路 船尾

G/A（ゼネラルアラーム）
F/A（ファイヤーアラーム）に対応

G/A・F/A警報時に信号を受けると、BGMを停止し、非常
放送モードへ自動切換するG/A・F/A起動端子を搭載して
います。またマイク放送時にベルブザーを停止するための
接点を出力するG/A CUT端子を搭載しています。

F/A

G/A

火災
警報装置

非常
警報装置G/A -REMOTE

F/A -REMOTE
G/A  CUT 



【明瞭度と音圧を両立。直下の音量感を抑え、広いエリアへクリアに放送。】

特設サイトで視聴できます
二次元コードをスキャン
もしくは下記アドレスを
アドレスバーに入力してください
http://www.unipex.co.jp/sc-b_series/

防災用ソノコラムスピーカー防災用ソノコラムスピーカー
シリーズ

120ページ

SC-B

●近隣への騒音になりにくく、遠方に対しては、明瞭で均一な音を届けることができます。

丸形ホーンスピーカーをラインアレイ方式で配置&ネオジウムマグネット採用

●防災行政無線用にチューニングを
行った独自設計の高性能な丸形ホーン
スピーカーを、縦一列に並べたライン
アレイ方式で採用しています。

●磁気回路に強い磁力を誇るネオ
ジウムマグネット（ネオジム磁石）
を採用した高い音圧を持つホーン
スピーカーを、防災向けにチュー
ニングして搭載しています。

ホーンマウス イコライザー

ダイヤフラム
<断面イメージ>

直下の音量感を抑え、広範囲に音をクリアに届ける

［従来型スピーカー］ 音の広がり方イメージ

［防災用ソノコラムスピーカー］ 音の広がり方イメージ

騒音になりやすい

音量感を抑えた周波数特性で、
騒音になりにくい

音量の減衰が大きい
音がこもって聞こえる

音量の減衰が少ない
音がクリアで聞き取りやすい

●防災用ソノコラムスピーカーは、従来スピーカーよりも
明瞭度が向上する周波数の高い部分（2～8kHz）で
安定した再生が可能となりました。

明瞭度に優れたクリアな音質特性
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●防災用ソノコラムスピーカー●従来型スピーカー

ネオジウム
マグネット採用

NETIS登録商品

登録番号 KK-190019-A

国土交通省 新技術情報提供システム

※国土交通省では、公共工事全体を取り巻く課題の解決に向けて、
民間の優れた技術を公共工事で積極的に活用することを打ち出し、

　施工者が NETIS 登録技術を活用した場合、①工事成績評定での加
点や、②総合評価落札方式での加点対象となります。

https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS

防災用ソノコラムスピーカー SC-Bシリーズは
新技術情報提供システムNETISへ登録されています。

詳細はNETISウェブサイトをご確認下さい。



●優れた音圧で遠方まで音を届けることができます。広い周波数特性で風や障害
物など悪条件に比較的強く、残響音が発生しにくいです。

【親局に最適な優れた音圧を実現。庁舎屋上や避難所のシンボル。】

防災用ホーンコラムスピーカー

●防災用ホーンコラムスピーカーは、従来スピーカーよりも
高い出力音圧レベルを持っています。

優れた音圧と広い周波数特性
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●防災用ホーンコラムスピーカー●従来型スピーカー

イコライザー

ダイヤフラム

ネオジウム
マグネット採用

ホーンマウス

広い周波数特性で、
適度に音をしっかり届ける

騒音になりやすい

広範囲にしっかり音を届ける

［従来型スピーカー］ 音の広がり方イメージ

［防災用ホーンコラムスピーカー］ 音の広がり方イメージ

音量の減衰が大きい
音がこもって聞こえる

音量の減衰が少ない
優れた音圧で音を届ける

シリーズHC-B

角形ホーンスピーカーをラインアレイ方式で配置& ネオジウムマグネット採用

<断面イメージ>

●磁気回路に強い磁力を誇るネオ
ジウムマグネット（ネオジム磁石）
を採用した高い音圧を持つホーン
スピーカーを、防災向けにチュー
ニングして搭載しています。

●防災行政無線用にチューニングを
行った独自設計の高性能な角形ホーン
スピーカーを、縦一列に並べたライン
アレイ方式で採用しています。

121ページ

NETIS登録商品

登録番号 KK-190019-A

国土交通省 新技術情報提供システム

※国土交通省では、公共工事全体を取り巻く課題の解決に向けて、
民間の優れた技術を公共工事で積極的に活用することを打ち出し、

　施工者が NETIS 登録技術を活用した場合、①工事成績評定での加
点や、②総合評価落札方式での加点対象となります。

https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS

防災用ホーンコラムスピーカー HC-Bシリーズは
新技術情報提供システムNETISへ登録されています。

詳細はNETISウェブサイトをご確認下さい。



約110°

約40°
約110°

約40°

指向角度
（イメージ図）

使用環境に応じて
縦・横どちら向きにでも設置できます。

5°
縦2台設置
（イメージ図）

取付金具の
角度調節機能により
スピーカー面を揃えて
設置することができます。

●新開発のφ10cmダイナミックスピーカーにより、クリアな音の再生

が可能です｡

●線状音源理論の採用により、指向性があり、距離に対する音圧減衰

が少なく、必要な空間に音声通達が可能です。

●取付角度を調整できるステンレス製スピーカー取付金具を付属。

　縦に2台並べて設置することもできます。

●防滴形ですので、屋外や雨のかかる軒下にも設置できます。

屋外にも設置できる
防滴形コンパクトスピーカー

コンビニ

理髪店

酒屋

本屋

薬局

喫茶店

アパレル

一般診療所・歯科診療所

●設置場所を選ばない、コンパクトでスマートなBGMアンプ

です。

●ゆうせん/BGM放送中でもマイク放送可能な、ミキシング

回路付き。

●放送時、人の声に多く含まれる周波数帯域を調節するボイス・

　コントロール機能付き。

●ハイ・ローインピーダンススピーカー出力端子付き。

　いずれのスピーカーでも接続可能です。

●2系統のハイインピーダンススピーカー回線スイッチ付き。

●専用の金具（別売）でラックマウントも可能です。

小規模店舗向けBGMアンプ

※日本消防検定協会認定品
※取付金具付き 防滴性能

IPX4
ハイ
20W

防滴形コンパクトスピーカー

CWS-20T
新発売

111ページ

ハイ・ロー
20W

卓上形コンパクトアンプ

BC-20
近日発売

48ページ
AC

100V
金具別売
1U
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