
水のかかる場所でも 安心してご使用いただけます水のかかる場所でも 安心してご使用いただけます

プール用メガホンのご提案プール用メガホンのご提案



■ご提案させていただきますのは、水際でも安心してご使用いただける、防滴メガホンのラインアップです。
■優れた防滴性能と高い拡声能力が、水泳指導や監視業務における事故の防止に役立ちます。
■手軽に使えるコンパクトタイプから、業界初の大出力タイプまで豊富にラインアップしております。

ご提案の概略
【シリーズ別メガホンのご提案】

掲載されている機器の性能は、アイコンで表記されています。 性能をよくご理解頂き、使用環境に最適な機器をお選びください。

SDカード
SD・SDHCカードに対応しています。
音源の録音・再生ができます。

SDHC

防滴
防滴性能を表しています。
雨の中やプールサイドなどで使用する場合、　
このタイプのメガホンをお選びください。

IP 65
防滴

乾電池
乾電池で動作するメガホンです。
使用する乾電池の種類と本数を表しています。

8本
単一形

乾電池

音声通達距離
拡声した音声の通達距離を表しています。通達距離

800m ホイッスル通達距離
ホイッスルの通達距離を表しています。
指示・合図を送る際に役立ちます。

通達距離

1000m

出力
最大出力と定格出力を表しています。
出力の大きいメガホンは、より遠くまで音声を
届ける事ができます。

最大

45W
定格

30W

TWB-3 0 0シリーズ
▼

TWB-3 0 0シリーズ【オプション】
▼

TR-315 / TR- 215シリーズ
▼

[付録]プール用メガホン比較表

大規模 プール 小規模 プール

噴流水をガード

TWB-300 シリーズ
業界初の防滴&大出力を実現。
オプションの追加により
ワイヤレスマイクの使用や
SDカードによる音源再生も可能。

噴流水をガード

TR-215 シリーズ
最も軽量・小型な
コンパクトタイプ。

TR-315 シリーズ
中程度の出力。
拡声時の視界が良好な
クリアホーンタイプ。

水の飛沫をガード



本体は
噴流水もガードする
防水性能 IPX5

防滴スーパーワイヤレスメガホン
ワイヤレスチューナー内蔵
TWB-300
オプション取付部に、ワイヤレスチューナーユニット1台を標準装備。
ワイヤレスマイクWM-3400（別売）をご使用になれます。
下部にあるスロットには、ユニットを追加で1台増設できます。
ホイッスル付なので、指導や監視の際に指示・合図を送るのに役立ちます。

防滴スーパーワイヤレスメガホン
ワイヤレスチューナー無し
TWB-300N
オプション取付部に空きスロットが2ヶ所あり、追加でユニットを2台まで
組み込むことができます。
※SDレコーダーは1台のみ組込み可能。
ホイッスル付なので、指導や監視の際に指示・合図を送るのに役立ちます。

TWB-300 シリーズTWB-300 シリーズTWB-300 シリーズ

水泳指導や監視業務、案内・誘導のリピート放送からイベントのBGM放送まで、幅広くご使用いただけます。
女性にも持ち運びしやすい優れた重量バランスで、移動も楽々、角型なので収納もしやすいです。
ワイヤレスチューナーユニットの増設で、最大4本のマイクを同時使用可能です（有線×2＆ワイヤレス×2）。
オプションユニットの増設で、スマートフォンとBluetooth®接続しての音源再生や、SDカードの音源再生にも対応します。

ワイヤレスチューナー内蔵／無しの 2タイプをお選びいただけます。

通達距離

1000m
8本
単一形

乾電池 通達距離

800m最大

45W
定格

30WIP X5
防滴 ※IPX5は、本体の防滴性能です。

※別途サイレン付モデルもございます。詳しくは、最寄りの販売店にお問い合わせください。

移動時も安心な、
ソフトタイプの
可倒式アンテナ。

有線マイクや外部の音楽プレーヤーを
入力できる外部入力端子を装備。

付属のハンドマイクは
水の飛沫もガードする
防水性能 IPX4。

使わない時は、収納部に
すっきり収納。

電池収納部は、
交換がスムーズな
ワンタッチロック式。

ワイヤレスチューナーや各種ユニットを
組み込むことができるオプション取付部

各操作ボタンを1箇所に集約。
各音量（外部入力･マイク･オプション）･
SD操作･ホイッスルボタンを簡単操作。

品番をクリックされますと製品情報のページがご覧いただけます。クリック

http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01270#TWB-300
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01270#TWB-300N


TWB-300 シリーズTWB-300 シリーズ【オプション】TWB-300 シリーズ【オプション】

Bluetooth®ユニット
BTU-100
Bluetooth®機能を搭載したPCやスマートフォン、
タブレットなどの音源を、ワイヤレス再生できます。
マイク音声とのミキシング放送も可能です。

300MHz
ワイヤレスマイクロホン
WM-3130
髪型が崩れにくい耳掛け式。
女性の方や、動きの激しいダンス等の指導に最適です。
※この機種は防滴ではありません。
※TWB-300Nをご使用の場合、ワイヤレスチューナー
　ユニットSU-350も必要になります。

SDレコーダーユニット
SDU-300
音源の録音・再生機能を追加。
案内放送や誘導放送を一定間隔で繰り返し自動放送で
きます。
マイク音声とのミキシング放送も可能です。

SDHC

300MHz
ワイヤレスマイクロホン
WM-3400
シャワーやホースによる噴流水がかかっても大丈夫な、
防滴タイプのワイヤレスマイクです。
※TWB-300Nをご使用の場合、ワイヤレスチューナー
　ユニットSU-350も必要になります。

IP 65
防滴

マイクコードを気にせず動き回りたい。

スマートフォンやタブレットの音源を
BGMに使いたい。

両手を自由に使いたい。
ダンスやエアロビクスの指導をしたい。

BGMを流したい。
案内放送や誘導放送を自動化したい。

防滴&大出力に加え、優れた拡張性を誇る防滴スーパーワイヤレスメガホンTWB-300。
ご使用目的に応じたオプションの追加により、さらに便利に使いやすくなります。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録
商標で、日本電音株式会社はこれらの商標を使用する許可を受けています。

品番をクリックされますと製品情報のページがご覧いただけます。クリック

http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=040&bunruicode=00600#WM-3400
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=090&bunruicode=01650#BTU-100
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=040&bunruicode=00600#WM-3130
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01270#SDU-300


防滴メガホン ホイッスル付
TR-315W
ホイッスル付なので、指導や
監視の際に指示・合図を送る
のに役立ちます。

防滴メガホン
TR-315
ホイッスル無しの
ノーマルタイプ。

防滴メガホン ホイッスル付
TR-215WA
ホイッスル付なので、指導や
監視の際に指示・合図を送る
のに役立ちます。

防滴メガホン
TR-215A
ホイッスル無しの
ノーマルタイプ。

防滴構造により噴流水もしっかりガード。
万が一、シャワーやホースの噴流水がかかっても大丈夫です。
従来モデルと比べて大幅な軽量化を実現していますので、
長時間の使用でも疲れません。音質はマイルドで明快なので、
耳に優しく聞き疲れしません。

TR-215 シリーズTR-215 シリーズTR-215 シリーズTR-315 シリーズTR-315 シリーズTR-315 シリーズ

防滴構造により水の飛沫をしっかりガード。
プールサイドでも安心して使用できます。
拡声ターゲットの確認がしやすいクリアホーンを採用して
いますので、指導や監視などに最適です。クリアでシャープな
音質は、遠くまで音声を伝えます。

最大

20W
定格

15W 6本
単二形

乾電池 通達距離

315m
通達距離

500m
IP 54
防滴

最大

10W
定格

6W 6本
単三形

乾電池 通達距離

250m
通達距離

315m
IP 65
防滴

※別途サイレン付モデルもございます。詳しくは、最寄りの販売店にお問い合わせください。

ホイッスル付／無しの 2タイプをお選びいただけます。 ホイッスル付／無しの 2タイプをお選びいただけます。

水の飛沫もガードする
防水性能 IP54

軽く、手にフィットする
バランスのとれたグリップ。

トークスイッチ･ボリューム･ホイッスル※はワンハンド･ワンタッチの簡単操作。

ボディは全て抜群の強度と軽さを持つ高耐候性ASA樹脂を使用。

移動や待機時に便利な肩掛けベルト

ウェーブラインホーンは
耳に優しい音質を実現。

噴流水もガードする
防水性能 IP65

視界が良好なクリアーホーンは
クリアでシャープな音質を実現。

※TR-315WA、TR-215WA

品番をクリックされますと製品情報のページがご覧いただけます。クリック

http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01280#TR-315W
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01280#TR-315
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01280#TR-215A
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01280#TR-215WA


最大出力

名称

品番

ホーンサイズ
（mm）

定格出力

防水性能

電池

特長

音声
通達距離

ホイッスル
通達距離

・シャワーやホースの噴流水がかかっても大丈夫です（本体）。
・拡張性に優れ、ワイヤレスマイクの増設やSDカードを
　使用した音源の録再生が可能です。
・移動も楽々、収納しやすい角型ボディ。

45 W

800 m

IP X5

単1形 8 個

30 W

1000 m

20 W
15 W

315 m

IP 54

単2形 6 個

ー

TR-315 TR-315W
防滴メガホン

TWB-300 TWB-300N
防滴スーパーワイヤレスメガホン

208
218

343

・シャワーやホースの噴流水がかかって
　も大丈夫です。
・最軽量のコンパクトメガホン。

10 W
6 W

250 m

IP 65

単3形 6 個

ー

TR-215A TR-215WA
防滴メガホン

155

※本体（付属マイクはIP X4）

315 m

・水の飛沫がかかる場所でも、安心して
　使用できます。
・視界が良好なクリアホーンを採用して
　います。

500 m

プール用メガホン比較表プール用メガホン比較表プール用メガホン比較表
品番をクリックされますと製品情報のページがご覧いただけます。クリック

http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01280#TR-315W
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01280#TR-315
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01280#TR-215A
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01280#TR-215WA
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01270#TWB-300
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=100&bunruicode=01270#TWB-300N



