
業務用放送設備
非常用放送設備
サウンドシステム
キャリングアンプ
ワイヤレスアンプ

メガホン

学   校   用
放送設備
カタログ



運動会
ハイパワー&オールインワンのキャリングアンプ

チャイムや呼出放送等の校内放送では、信頼性が求められます。
集会や運動会の音楽再生では、高い音響性能が必要とされ、
体育の授業や避難訓練で使用するメガホンやワイヤレスアンプは、
持ち運びのしやすさや、拡声性能・防滴性能が重視されます。
業務用音響機器を取り扱うユニペックスは、
それぞれの教育環境で必要とされる音のニーズにお応えします。

快適な教育環境をサポートする
の音響機器

─1─

P.6

プール指導
水のかかる場所でも安心の防滴形メガホン

P.9

発表会・講演会
コンパクトで簡単に使えるワイヤレスモニタースピーカー

P.9

安全指導・避難訓練
防災備品としても最適な防滴スーパーワイヤレスメガホン

P.8
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体育・ダンス
音楽に合わせてトーン切換ができる防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ

P.7

卒業記念品
予算に合わせて学校で大変喜ばれる各種セットをご提案

P.10

スライドショー
スライドショーや動画の音声を体育館の放送設備にワイヤレス送信

P.9

体育館放送
高音質なEncoreシリーズの音響機器でシステムをトータルに構築

P.5

校内放送+非常放送
用途や設置場所に合わせた放送設備で学校全体をカバー

P.3



校内放送+非常放送
チャイム/音楽のタイマー制御・エリア放送

職員室 放送室

■職員室からでも放送できるリモートマイク

■校内放送と非常放送で学校全体をカバー

通常校内放送設備は放送室に設置しますが、職員室に
リモートマイクを設置することで、職員室からも呼出放送が
行えます。その際、5回線のスイッチを操作することで、
エリア放送が行えます。

非常放送は最新の消防法に適合し、棟別・階別放送等、
きめ細かい設定で放送できます。校内放送は5回線の
リレーボックスを追加することで、校舎別等のエリア放送に
対応しています。非常時には校内放送の信号を遮断し、
非常放送を優先して放送することができます。これらの
放送設備は校舎の規模に合わせて回線数を増やすことも
できます。

■豊富なスピーカーのラインアップから用途や
　設置場所に最適なスピーカーを選択
廊下には両面スピーカーを使用したり、屋外には防滴形
スピーカーを設置したり、用途や設置場所に最適なスピー
カーをご提案いたします。
運動場用のスピーカーはホーンスピーカーと同等の防滴
性能を持ちながら、コーン紙スピーカーに迫る高音質な
放送ができるワイドレンジスピーカーをご提案しました。
運動会時等、近隣に与える騒音にも配慮した放送が
行えます。

■プログラムタイマーでチャイムや音楽を制御
プログラムタイマーに1週間のプログラムを登録し、
ミュージックチャイムの音源で定時自動放送が行えます。
内蔵されたチャイムやラジオ体操等の音源の他に、SD
カードにお好みの音源を収録して使用することもできます。
専用ケーブルを使用することで99チャンネル、最大99曲の
音源を選択放送できます。

LHA-15T
¥22,000（税抜）

MZ-1143
¥114,000（税抜）

DT-1800
¥74,000（税抜）

ミュージックチャイム

プログラムタイマー

ワイドレンジ
スピーカー

RMM-105A
¥39,600（税抜）

リモートマイク
5回線用

BR-50
¥46,000（税抜）

5回線
リレーボックス

校内放送のエリア別放送

制御

音声

MZ-1143に付属の専用ケーブル1本で簡単接続
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校　舎

ワイドレンジ
スピーカー

ホーン
スピーカー

道　路
民　家



EWA
非常放送用

壁掛非常用放送設備 EWAシリーズ

非常放送用

非常放送（警報・避難指示）

BX +
校内放送用

ユニット式卓上アンプ BX-120DB
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●音声警報や第2タイマーによる一斉放送に
対応した非常用放送設備です。

●フルマトリックス方式を採用し、棟別・階別
放送等、きめ細かい設定で放送できます。

●蓄電池を内蔵することで、停電時でも非常
放送を行うことができます。

●内蔵されたマイコンが異常を検知し、定期
点検が容易です。

●定格出力120W。CD・SD・USBを再生
できるCDプレーヤーを搭載しています。

●マイク3回路を含む各種入力を9回路備え、
それぞれのミキシング放送が可能です。

●ワイヤレスチューナーやSDレコーダー等の
ユニットを追加できます。

●オートフェーダー機能を搭載しており、マイク
放送が入るとBGMの音量を減衰します。

システム例

第1校舎

廊下 廊下

第２校舎

運動場

職員室

1-1

1-2

放送室

体育館

体育館のステージ
放送設備 P.5

CS-289A
¥14,200（税抜）

BX-120DB
¥158,000（税抜）

BR-50
¥46,000（税抜）

RMM-105A
¥39,600（税抜）

MD-58
¥22,000（税抜）

MZ-1143
¥114,000（税抜）
DT-1800
¥74,000（税抜）

EWAシリーズ

校内放送用

校内放送（チャイム・呼出放送）

PWA-120
MBT-120

CS-293LA
¥8,100（税抜） LHA-6T

¥9,000（税抜）

LHA-15T
¥22,000（税抜）

CT-380A
¥17,000（税抜）

CT-151
¥9,000（税抜）

職員室のマイクから
放送可能

120W・蓄電池内蔵

タイマーで
チャイム等を制御

非常時には
校内放送を
停止

アッテネーター付

両面スピーカー

エリア放送可能

120W・CD内蔵



体育館放送
Encore
高音質音響システム

アンコールシリーズ

入学式・卒業式・発表会・各種集会

●Encoreシリーズの音響機器は、迫力ある
コンサート会場の余韻を愉しむかのような
何度でも聴きたくなる音をお届けします。

●AVミキサー、パワーアンプ、グラフィック
イコライザー、スピーカー等、豊富な機器を
ラインアップ。システムをトータルに構築する
ことができます。

●施設に合わせた音響特性やお客様のニーズ
に対応した設備をご用意しています。詳しく
は各営業所までお問い合わせください。

システム例

■ハウリング・残響対策

■指向性をコントロールしやすいスピーカー

ハウリング・サプレッサー付マルチ
プロセッサー、ハウリング対策に
有効なイコライザー搭載AVミキ
サー等、体育館の音響設備で重要
なハウリング・残響対策も考慮された
システムを構築することができます。

水平120°垂直40°の指向角度を持ち（縦長方向設置）、
必要な空間に音声通達が可能です。さらに壁面連結金具で
微調整が行えますので、残響対策にも力を発揮します。
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¥52,000（税抜）
HMB-80HA

¥68,000（税抜）
WM-8240

¥51,000（税抜）
WM-8100A

¥43,000（税抜）
WR-2400

斡旋商品
CWX-20BJFB-200

¥185,000（税抜）
ENX-1520 ¥170,000（税抜）

ENA-2104

¥22,000（税抜）
MD-58

¥124,000（税抜）
WTD-8121

¥60,000（税抜）
DU-8030

¥20,000（税抜）
AA-810

斡旋商品
Drive Rack PA2

斡旋商品
CD-200SB

¥35,500（税抜）
SA-923

×4

×2

×2

組み込み

HMB-80HAは
簡易防球構造になっています。

ハウリングはスピーカーから
出力された音声がマイクに
入ることで発生します。

【ハウリングの発生】

マイク
アンプ

スピーカー

キーン!!

800MHz ダイバシティ

CD/SD/USB 再生

※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。



運動会
CGA
仮設形音響システム

キャリングアンプ CGA-200DA

朝礼・地区運動会・訓練・行事

●定格出力100W×2（4Ω）の大出力デジタル
アンプを採用しています。

●CDに加え、SDカードやUSBメモリーの再生
も可能なCDプレーヤーを搭載しています。

●最大4台のワイヤレスチューナーを搭載する
ことができます。

●音質調整機能やオートフェーダー機能等、
便利な機能が充実しています。

●スピーカーやマイク等の配線を全てコネク
ターで接続することができ、素早くセッティング
することができます。

スピーカー2本セット
ワイヤレスマイク2本、有線マイク2本 ワイヤレスマイク2本、有線マイク2本

スピーカー4本セット

■運動場放送設備に接続可能

■様々な機能がキャリングアンプ1台に集約

デジタルアンプ

ミキサー

音質調整

オートフェーダー

CD/SD/USBプレーヤー

アルミケース一体型

ワイヤレスアンテナ※
ワイヤレスチューナー※

ライン出力を校庭のレピーター盤に接続することで、
運動場のスピーカーから音を出すことができます。

従来の様に複数のデッキ等をたくさんのコードで接続
する必要はありません。このキャリングアンプには下記の
機器や機能が集約されています。スピーカーコードと
電源コードを接続するだけですぐに使うことができます。
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¥320,000（税抜）

¥3,500（税抜）

¥54,000（税抜）

¥45,000（税抜）

¥15,000（税抜）

¥85,000（税抜）

¥30,000（税抜）

100W×2（4Ω）100W×2（4Ω）

セット合計

¥1,015,000（税抜）
セット合計

¥751,000（税抜）

※ライン出力が接続可能なレピーター盤等がある場合に限ります。 ※別途オプション機器

CGA-200DA

AA-382

DU-8200

×1

×2

×2

WM-8400

MD-56T

EWS-120

ST-25

×2

×2

×4

×4

CGA-200DA

AA-382

DU-3200A

WM-3400

MD-56T

EWS-120

ST-25

¥320,000（税抜）

¥3,500（税抜）

¥45,000（税抜）

¥37,000（税抜）

¥15,000（税抜）

¥85,000（税抜）

¥30,000（税抜）

×1

×2

×2

×2

×2

×2

×2

ライン出力
レピーター盤

校内放送用アンプ
既
存
の
運
動
場
放
送
設
備

800MHz ダイバシティ300MHz ダイバシティ

CD/SD/USB 再生CD/SD/USB 再生



ヘッドセットマイク・
Bluetooth®ユニットセット

外部スピーカー高音質セット

体育・ダンス
WA
防滴&ハイパワー

防滴形ワイヤレスアンプ WA-7 シリーズ

運動会の練習・集会・総合学習

■WAとスマートフォン等がワイヤレスで接続

■ダンス指導に最適なトーン切換機能&
　ヘッドセットマイク

Bluetooth®ユニットBTU-100を組み込むことで、WA
本体から離れた場所からでも、スマートフォン等の
Bluetooth®機器に収録した音楽を再生することができ
ます。

ダンス音楽に合わせて音質を変えられるトーン切換機能を
WA本体に搭載しています。また、ダンス指導の際には、
身振りをしながら指示を出せるヘッドセットマイクが便利
です。

●最大出力60W、定格出力40Wのハイパワー
を実現しました。

●防滴形（IPX4）ですので、突然の雨でも安心
して使用することができます。

●CDに加え、SDカードやUSBメモリーの再生
も可能なCDプレーヤーを搭載しています。

●最大3台のワイヤレスチューナーを搭載する
ことができます。（1台内蔵済）

●AC100V電源、単2形乾電池10本または、
オプションでDC12V電源や蓄電池でも
駆動することができます。
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800MHz ダイバシティ300MHz ダイバシティ

CD/SD/USB 再生

¥21,000（税抜）
ST-80

¥6,000（税抜）
SA-705

防滴形40W

¥173,000（税抜）
WA-872CD

¥47,000（税抜）
WM-3130

¥59,000（税抜）
WM-8131

¥32,000（税抜）
BTU-100

¥32,000（税抜）
BTU-100

防滴形40W

¥118,000（税抜）
WA-372

50W

¥19,000（税抜）
CRB-50

自由に曲げられる
フレキシブルパイプ

髪型を崩さない耳掛け式
ヘッドバンド

セット合計

¥278,000（税抜）
セット合計

¥197,000（税抜）

選曲
スタート
ストップ

※BTU-100は、Bluetooth®機能搭載のスマートフォン、
音楽再生プレーヤー等の携帯機器、タブレットを含めた
PCと接続できます。

※BTU-100は、HSP（ヘッドセットプロファイル）、HFP
（ハンズフリープロファイル）に対応していない為、ヘッド
セットマイクや、ハンズフリーマイクとの接続ができま
せん。

※電子レンジや、無線LANなどが同じ周波数帯を使用して
いる為、混信等が発生し、電波が途切れたり、ノイズが
発生したりすることがあります。

※電子レンジや、無線LANなどの機器から10m以上離して
お使いください。

※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。



TWBスタンドセット サイレン付メガホンラインアップ

安全指導・避難訓練
防災備品・災害時の避難誘導 TWB

大出力&ワイヤレス

防滴スーパーワイヤレスメガホン TWB-300/300S

■防滴形で災害時の拡声に最適

■運動場でも十分に拡声

●最大出力45W、定格出力30Wの大出力
メガホンです。

●防滴形（IPX5：メガホン本体）ですので、突然
の激しい雨でも安心です。

●最大2台のワイヤレスチューナーを搭載する
ことができます。（TWB-300/300Sは1台
内蔵済）

●単1形乾電池8本または、オプションで
DC12V電源でも駆動することができます。

防滴形のワイヤレスマイクWM-3400と組み合わせて使用
することで、災害時等でも天候を気にすることなく拡声
できます。

音声通達距離800ｍ、ホイッスル・サイレン通達距離
1000ｍのハイパワーなメガホンですので、屋外でも
しっかりと拡声できます。避難訓練の拡声放送や交通
安全指導に最適です。
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防滴形

サイレン

サイレン サイレン

ホイッスル

30W

300MHz シングル

¥37,000（税抜）
WM-3400 TR-315S

TWB-300S

防滴形

防滴形 防滴形

防滴形

¥37,000（税抜）
WM-3400

¥14,000（税抜）
ST-110

防滴形

¥88,000（税抜）
TWB-300S

30W

防滴形

¥88,000（税抜）
TWB-300

6W15W

¥26,000（税抜）
TR-315S

¥19,400（税抜）
TR-215SA

サイレン サイレン6W15W

¥32,500（税抜）
TRM-119

¥35,000（税抜）
TR-215CS

※通達距離は周囲の騒音により、カタログ記載の数値よりも短くなる場合があります。

30W800m（音声）
1000m（サイレン）

15W315m（音声）
500m（サイレン）

※メガホン本体をホイッスル付のモデル
　TWB-300に変更することもできます。

壁に掛けて充電・
　　収納できます。

充電池
内蔵モデル

金属製
ホーン採用

セット合計

¥139,000（税抜）



プール指導
体育授業・部活動・安全講習会

総合学習・外部講師・PTA

入学式・卒業式・集会

発表会・講演会

スライドショー

TR-315/215シリーズ

水のかかる場所でも安心の防滴形

防滴メガホン

コンパクトで軽量な6WのTR-215シリーズ（IP65）、使用中も視界が
良好なクリアーホーンを採用した15WのTR-315シリーズ（IP54）、共に
防滴形でプール指導等に最適です。

WM-3500
パソコン等を接続し、音声・音楽をワイヤレスで送信

ワイヤレス送信機

パソコンに接続※1し、スライドショーや動画の音声を体育館の300MHz
ワイヤレス受信機に送信できます。体育館のスピーカーから音が出せるので
高音質なスライドショーが楽しめます。

WAS-05A
ちょっと拡声が必要な時にスピーディーに設置

ワイヤレスモニタースピーカー

スピーカーとマイクだけのシンプルなワイヤレス放送設備です。コンパクトで、
簡単に設置でき、すぐに拡声できます。小規模な会場で少し大きな声が
必要な場合に最適です。
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ホイッスル6W6Wホイッスル15W15W

300MHz 送信機

300MHz

300MHz シングル

防滴形

¥21,600（税抜） ¥26,000（税抜）
TR-315

5W

¥70,000（税抜）
WAS-05A

¥35,000（税抜）
WM-3000A

¥47,000（税抜）
WM-3500

TR-315W
¥15,800（税抜） ¥19,400（税抜）

TR-215WATR-215A

体育館の
大型スピーカー

ワイヤレス
受信機※2

体育館の放送設備

プロジェクター

パソコン

パソコンや携帯音楽プレーヤーも
接続することができます。

※1 パソコンと接続される場合はプラグ変換アダプターが必要です。
※2 体育館に300MHz受信機が無い場合や、接続ができない場合は、
　　別途ワイヤレス受信機WR-3000が必要です。

※パソコンや携帯音楽プレーヤーと
　接続される場合は接続コードが必要です。



卒業記念品
学校寄贈用・部活動寄贈用

卒業記念品として最適な音響機器を用途と予算に
応じてご提案いたします。各種セットはお客様の
ニーズと予算に合わせ、組み換え可能です。セットの
詳細は卒業記念品向け音響機器の提案書をご覧
ください。

5 万円
セット

25万円
セット 70万円

セット

15万円
セット10万円

セット

─10─

300MHz 送信機

300MHz シングル

300MHz シングル

CGA-200DA
AA-382
DU-3200A
WM-3400
MD-56T
EWS-120
ST-25

×1
×2
×1
×1
×2
×2
×2

運動会やイベントに最適な仮設形
放送設備です。防滴形のスピーカー
とワイヤレスマイクで屋外でも安心
して使用できます。

300MHz ダイバシティ

CD/SD/USB 再生 CD/SD/USB 再生

WA-371CD
SU-350
WM-3400

×1
×1
×2

これ一台で運動会の練習・集会運営
が可能です。防滴形ワイヤレスアンプ
と防滴形ワイヤレスマイク2本の
セットです。

300MHz シングル

TWB-300
WM-3400
ST-110

×1
×1
×1

TR-315S
TR-215SA

×1
×1

避難訓練の拡声放送や交通安全
指導に最適な防滴形メガホンと防滴
形ワイヤレスマイクのセットです。
屋外でもしっかりと拡声できます。

WM-3500 ×1

防災備品に最適な防滴メガホン
セットです。サイレン付ですので、非常
事態を即座に知らせることができ
ます。

集会等でのスライドショーの
音楽送信に最適です。

WAS-05A
WM-3000A

×1
×1

コンパクトなワイヤレススピーカーと
ワイヤレスマイクのセットです。持ち
運びに便利で簡単に設置でき、すぐに
拡声できます。

※ワイヤレスアンプ本体にワイヤレス
　チューナーが1台内蔵されています。

A-プラン

B-プラン

※別途300MHzのワイヤレス受信機器をご用意ください。

ユニペックス 卒業記念品 検索

セット合計

¥251,000（税抜）
セット合計

¥669,000（税抜）

セット合計

¥139,000（税抜）

セット合計

¥45,400（税抜）

セット合計

¥105,000（税抜）

¥47,000（税抜）



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。

ご使用上のご注意
●カタログ掲載商品は特定用途を対象にした業務用で、電気工事などが必要な場合があります。
　お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
●商品は正しく設置されないと、火災・感電・落下・転倒などの原因となります。
●水・湿気・湯気・ほこり・油成分（油煙／油粒）などの多い場所に設置しないでください。
　火災・感電・故障・破損などの原因になることがあります。
●海辺部、温泉地帯などの金属の錆びやすい場所では、本体や付属金属の耐久性が低下する
　場合があります。

http://www.unipex.co.jp
ホームページアドレス

●登 録 機 関 ：
●認 証 範 囲 ：

●登録証番号 ：

（財）日本品質保証機構（JQA）
業務用拡声機器 ・ 音響機器の設計 ・ 開発 ・ 製造
および付帯サービス（引取り修理、部品の供給）
JQA-QM3324（ISO9001）、JQA-EM3752（ISO14001）

日本電音（株）は国際規格
　　　　　　　の認証登録企業です。

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

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

●商品の使用頻度や環境による部品劣化により、故障・事故につながる恐れがあります。
　常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることを
　お勧めします。
　点検の費用など、詳しくは工事店などにご相談ください。
＜点検義務について＞
　非常用放送設備は、消防法により、有資格者による保守点検などが義務づけられています。

お問い合わせは下記取扱店へ

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。

2023年6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
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
営業推進課

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
（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
（06）6636-2530（代）
（06）6647-8019

（072）855-3334（代）


