
防災行政無線用スピーカー

次世代防災スピーカー
近くの音量感を抑え、
広いエリアへ音をクリアに届ける。

SC-B series
防災用ソノコラムスピーカー

防災行政無線用スピーカーに新ラインアップ

防災用ソノコラムスピーカー　仕様

SC-B120
(グレー)

SC-B120K
(コーヒーブラウン)

SC-B60
(グレー)

SC-B60K
(コーヒーブラウン)

SC-B50
(グレー)

SC-B50K
(コーヒーブラウン)

SC-B60M
(グレー)

SC-B60MK
(コーヒーブラウン)

SC-B30
(グレー)

SC-B30K
(コーヒーブラウン)

SC-B50

ROHS10物質対応

SC-B60SC-B120 SC-B60M SC-B30
120W
83Ω（120W）、170Ω（60W）
ハイインピーダンス100系

119dB（1W/1m換算値）

116dB（1W/1m換算値）

380Hz～8kHz
75m/s （瞬間最大風速）
水平:約130°,垂直:約20°（1kHz）
水平:約90°,垂直:約15°（2kHz）
ホーンスピーカー×8
－20℃～＋55℃
IPX5
本体ケース （アルミニウム） :マンセルN7.0 近似色 ライトグレー 耐塩塗装
上下ふた （アルミニウム） :マンセルN4.0 近似色 グレー 耐塩塗装
前面パネル、防虫ネット （ステンレス） :マンセルN1.0 近似色 ブラック 耐塩塗装
取付ボルト類 （ステンレス）
幅１７９mm 
高さ１500mm
奥行１98mm（突起物除く）
約19kg
ロー・コントロールスイッチ付き、 
防虫ネット付き、 落下防止ワイヤー（別途調達）取付用金具付き

60W
170Ω（60W）、200Ω（50W）
ハイインピーダンス100系

118dB（1W/1m換算値）

115dB（1W/1m換算値）

450Hz～8kHz

水平:約125°,垂直:約40°（1kHz）
水平:約85°,垂直:約20°（2kHz）
ホーンスピーカー×4

幅１79mm
高さ７2５mm
奥行１98mm（突起物除く）
約9.8kg

防虫ネット付き、 落下防止ワイヤー（別途調達）取付用金具付き

50W
200Ω（50W）、330Ω（30W）
ハイインピーダンス100系

118dB（1W/1m換算値）

115.5dB（1W/1m換算値）

60W
170Ω（60W）、200Ω（50W）
ハイインピーダンス100系

118dB（1W/1m換算値）

115.5dB（1W/1m換算値）

幅１79mm
高さ134５mm
奥行１98mm（突起物除く）
約17kg

30W
330Ω（30W）、500Ω（20W）
ハイインピーダンス100系

118dB（1W/1m換算値）

114dB（1W/1m換算値）

※SC-B120K、SC-B60K、SC-B50K、SC-B60MK、SC-B30Kは本体ケース・
上下ふたがマンセル7.5YR2/2近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装になります。

品 番
定 格 入 力

定格インピーダンス

出力音圧レベル
（約2kHz）

出力音圧レベル
（ＪＩＳ Ｃ ５５０４）
周 波 数 特 性
耐 風 速

指 向 角 度

使 用スピーカー
使 用 温 度 範 囲
防塵・防水性能

外 装

寸 法

質 量

付 帯 機 能

環 境 対 応

OPEN（受注生産）

お問い合わせは下記取扱店へ

ご使用の際のお願い
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

http://www.unipex.co.jpホームページアドレス

受付時間／9:00～17:00
（土・日・祝日除く）

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答えします。
価格・在庫・修理、カタログのご請求は、最寄りの営業所または取扱店へお申し付けください。

0120-56-5245 通話料無料

PHS・携帯電話からのご利用は、
072-855-3334（通話料がかかります）

お客様ご相談センター

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。
なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

2020年11月現在
本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、
所定の消費税が課税されます。

札幌営業所
〒065-0016
仙台営業所
〒984-0015
東京営業所
〒110-0008
横浜事務所
〒220-0023
新潟営業所
〒950-0922
金沢営業所
〒920-0362
静岡営業所
〒422-8037

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
札幌市東区北十六条東13-1-7-101
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
仙台市若林区卸町 3-6-11
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東京都台東区池之端 2-3-17
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
横浜市西区平沼 1-33-21
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新潟市中央区山二ツ 3-17-6
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
金沢市古府 1-77-T1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
静岡市駿河区下島 152-5

TEL.
FAX.
TEL.
FAX.
TEL.
FAX.
TEL.
FAX.
TEL.
FAX.
TEL.
FAX.
TEL.
FAX.

（011）733-2101（代）
（011）733-2103
（022）232-1295（代）
（022）232-1297
（03）3821-3721（代）
（03）3827-5423
（045）326-4476（代）
（045）326-4486
（025）287-3611（代）
（025）287-3613
（076）240-4577（代）
（076）240-6737
（054）238-1446（代）
（054）238-1453

名古屋営業所
〒466-0051
大阪営業所
〒556-0005
岡山事務所

高松営業所
〒760-0079
広島営業所
〒733-0032
福岡営業所
〒810-0074
鹿児島営業所
〒890-0052

本社／CS課
〒573-1132

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名古屋市昭和区御器所 1-3-29
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大阪市浪速区日本橋 4-2-7
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高松市松縄町 1030-6-203
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
広島市西区東観音町 17-10 2F
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
福岡市中央区大手門 3-9-15
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鹿児島市上之園町 8-12

大阪府枚方市招提田近3-6

TEL.
FAX.
TEL.
FAX.
TEL.
FAX.
TEL.
FAX.
TEL.
FAX.
TEL.
FAX.
TEL.
FAX.

TEL.

（052）871-1671（代）
（052）872-4128
（06）6632-2855（代）
（06）6644-1624
（086）244-2317（代）
（086）244-4461
（087）868-1181（代）
（087）868-1331
（082）535-5511（代）
（082）535-5513
（092）721-5000（代）
（092）721-5089
（099）250-0220（代）
（099）257-3327

（072）855-3334（代）



SC-B60

SC-B50

SC-B120 SC-B60M

通達距離に優れたスピーカー8連

ハイパワータイプ
導入しやすいスピーカー4連

ミニコンパクトタイプ

防災用ソノコラムスピーカー
防災行政無線用スピーカーに新ラインアップ

全機種
共通仕様

複数のスピーカーを縦一列に
並べたラインアレイ方式を採用
しました。アレイ効果で広い
指向性を持っています。市街地
など隙間なく放送したい場合に
最適です。

4方向設置時
2kHz指向性イメージ

4方向設置時
2kHz指向性イメージ

※正面軸を0dBとしたときの、音の指向性を表したもので、通達距離を表すものではありません。

従来型ホーンスピーカー
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

強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。さらにアレイ効果により、従来型ホーンスピーカーを凌ぐ高い音圧を実現しました。

1230m
860m

820m
580m

750m
530m

780m
545m

490m
350m

理論値

推奨値

SC-B30 SC-B60SC-B60M SC-B50 SC-B120

ネオジウムマグネット（ネオジム磁石）採用

※２【通達距離の算出条件】
 ・JQA無響室にて測定した1W/1mでの実測値（出力音圧レベル）を基に通達距離を算出しています。
 ・出力音圧レベルはJIS C 5504による1kHz、1.5kHz、2kHz、3kHzの4点平均値です。
 ・1W/1m時の出力音圧レベルより定格W/1m時の出力音圧レベルを算出し、75dBまで音圧が減衰する距離を通達距離としています。
 ・理論値は周囲環境（温度、湿度、風速、反射等）を考慮していません。
 ・推奨値はJIS規格に基づいた空気吸収を考慮した実使用状態に近い値です。

※１ 設置環境により、通達距離は変わることがあります。

明瞭度切換機能を内蔵し、
スピーカー本体だけで明瞭度
を切り換えることができます。

「ロー・コントロールスイッチ」を
ONにすることで、低域を
抑制し、より聞き取りやすい
拡声を実現します。

近くの音量感を抑え、広いエリアへ音をクリアに届ける 明瞭度切換機能内蔵

ラインアレイ方式で広い指向性を実現

高い音圧と優れた通達距離

 ※SC-B50/60/120シリーズ

二重構造の前面パネル

丈夫なステンレス製の前面パネルと防虫
ネットで鳥虫の侵入を防止します。

※落下防止ワイヤーは
　別途調達です。

※瞬間最大風速です。

落下防止対策従来型から置き換えがしやすいミニコンパクトタイプ

本体背面に落下防止
ワイヤー取付用金具を
装備しています。

耐風速75m/s※

スリムな筐体は横風に強く、風の強い場所
にも対応する耐風速75m/s※仕様です。

スピーカー4連のミニコンパクトタイプなら、従来型スピーカーに近いサイズ感ですので、通常
強度のポールに４本設置することができます。スピーカーの設置条件（高さやスピーカーの
大きさ）がある場合でも、対応できる場合がございますので、お問い合わせください。

 ※SC-B30/60Mシリーズ

シミュレーションソフト

ユニペックス独自の音達シミュレーション
ソフトにより、現地に最適なスピーカー
導入をサポート致します。詳しくはお問い
合わせください。

SC
-B

 series

落下防止
ワイヤー
取付用
金具

およそ
50cm

およそ
70cm

特設サイトで視聴できます
QR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

防滴
IPX５

耐風速
75m/s

塗装仕様
耐塩

方式
ラインアレイ

前面パネル

防虫ネット
付き

取付可能

落下防止
ワイヤー

ハイ
50w

ハイ
60w

ハイ
120w

※SC-B60M/SC-B30 取付イメージ※SC-B60/SC-B50 取付イメージ

イコライザー内蔵のため、数種類のソノコラムを
混ぜて取り付けることや、従来型スピーカーと
組み合わせて一つの子局へ設置もできます。

様々な組み合わせで設置可能

音圧75dB

従来型
スピーカーとの
組み合わせも
可能です

SC-B30

ハイ
60w

出力音圧
115dB

出力音圧
116dB

ハイ
30w

出力音圧
114dB

出力音圧
115.5dB

出力音圧
115.5dB

機能

ロー・
コントロール

機能

ロー・
コントロール

機能

ロー・
コントロール

周波数

ロー・コントロールスイッチ作動イメージ

低
低

高

高
OFF ON

音圧

従来型スピーカーが球面状に音が広がるのに対し、防災用ソノコラムスピーカーは垂直
方向の広がりを抑え、近隣への騒音になりにくい特徴があります。また遠方に対しては、
音量減衰が比較的に少ないため、狙ったエリアへ音をクリアに届けることができます。

［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

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

0dB 0dB

防虫ネット
（ステンレス）

前面パネル
（ステンレス）

ロー・コントロールスイッチ

防水構造のトランスBOX


