
卒業記念品向け音響機器のご提案卒業記念品向け音響機器のご提案
贈って喜ばれる音響機器を用途と予算に応じてご提案贈って喜ばれる音響機器を用途と予算に応じてご提案



ご提案の概略
防災備品・卒業式に 5万円セット
　　　　▼
総合学習・講演会に 10万円セット
　　　　▼
避難訓練・交通安全指導に 15万円セット
　　　　▼
ダンスの授業用に 20万円セット
　　　　▼
運動会の練習・各種集会に 25万円セット
　　　　▼
運動会・お遊戯会に 70万円セット

■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。

■ PAシステムで実績のあるユニペックスブランドの音響機器は、パワフルでクリアーなだけでなく、学校様向け音響機器に
必要な設置性・耐久性を備えています。

■今回ご提案いたします各種セットは一例にすぎません。お客様のニーズと予算に合わせ、組み換え可能ですので、お気軽に
各営業所までお問い合わせください。



5 万円
セット

防災備品・卒業式に

A-プラン  防災備品に最適。サイレン付防滴メガホンセット

+
防滴
IP54

15W防滴メガホン

TR-315S
¥26,000（税抜価格）

サイレン付
防滴
IP65

6W防滴メガホン

TR-215SA
¥19,400（税抜価格）

サイレン付

雨の中でも使用できるユニペックスの防滴メガホンは防災備品に最適です。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。クリアーホーンを採用し視界が
良好な15Wタイプと防滴性能の高いコンパクトな6Wタイプをセットにしました。

セット合計 ¥45,400（税抜価格）

15W315m（音声）
500m（サイレン）

6W250m（音声）
315m（サイレン）

●出力と通達距離※

※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。

B-プラン  卒業式のスライドショーを快適に。300MHzワイヤレス送信機

WM-3500 ¥47,000（税抜価格）

ワイヤレス送信機

WM-3500
¥47,000（税抜価格）

300MHz

パソコンに接続※1することで、スライドショーや動画の音声を体育館の300MHzワイヤレス
受信機に送信することができます。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。また、ワイヤレスですので、式の途中にプロジェクターやパソコンを台に
乗せて移動させる場合に大変便利です。

卒業式
入学式

●音楽付スライドショー
●来賓挨拶DVD放映
●思い出DVD・学校紹介DVD放映

各種集会
研究授業

●音楽付スライドショー
●DVD放映

WM-3500

体育館の
大型スピーカー

ワイヤレス
受信機※2

300MHz

体育館の放送設備プロジェクター

※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をご購入ください。

ホーンプラグ
コード１ｍ付属



総合学習・講演会に 10万円
セット

ちょっと拡声が必要な時に。コンパクトなワイヤレススピーカーセット

+ ワイヤレスマイクロホン

WM-3000A
¥35,000（税抜価格）

300MHz

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。
コンパクトですので、持ち運びに便利。簡単に設置でき、すぐに
拡声できます。総合学習の発表会や多目的室での講演会など、
小規模な会場で少し大きな声が必要な場合に最適です。

セット合計 ¥105,000（税抜価格）

ワイヤレスモニタースピーカー

WAS-05A
¥70,000（税抜価格）

300MHz

WAS-05A

WM-3000A

●持ち運びに便利で、すぐに拡声ができます。

WAS-05A

WM-3000A

プロジェクター

パソコン

携帯音楽プレーヤー

●パソコンや携帯音楽プレーヤーを繋ぐことで、
　音楽とマイク音声のミキシング放送もできます。

※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。

最大出力
8W



避難訓練・交通安全指導に 15万円
セット

屋外でしっかりと拡声したいときに。防滴ワイヤレスメガホンセット
ワイヤレスチューナー内蔵の防滴形メガホンです。雨天時でも安心
して使用することができます。定格出力30W最大出力45W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。

セット合計 ¥139,000（税抜価格）

防滴スーパーワイヤレスメガホン

TWB-300
¥88,000（税抜価格）

300MHz

最大出力
45W

メガホンスタンド

ST-110
¥14,000（税抜価格）

防滴
IP65

本体
防滴
IPX5

+

防滴形ワイヤレスマイクロホン

WM-3400
¥37,000（税抜価格）

300MHz

+

本体上部にホイッスル
ボタン付。ボタンを押す
だけで通達距離1000m※
のホイッスル音を出すこと
ができます。

※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（ホイッスル）

●出力と通達距離※



ダンスの授業用に 20万円
セット

防滴形ワイヤレスアンプ

WA-371CD
¥149,000（税抜価格）

チューナー1台付/CD付
300MHz シングル

セット合計 ¥196,000（税抜価格）

最大出力
60W 防滴

IPX4

ハンズフリーで拡声できる。ヘッドセット形マイクとワイヤレスアンプセット
体育科のダンスの授業など、体を動かしながら拡声したい時には、ヘッドセット形マイクロホンがお勧めです。ハイパワーな
ワイヤレスアンプは体育館でも、十分に音楽を響き渡らせることができます。また、トーン切換機能付ですので、音楽に合わせた
音質をお選びいただけます。内蔵のCDプレーヤーはCDの他にSD・USBの再生が可能で多彩な音源に対応しています。

+ ワイヤレスマイクロホン

WM-3130
¥47,000（税抜価格）

300MHz ヘッドセット形

自由に曲げられる
フレキシブルパイプ

ウインドスクリーン付
マイクロホン

プラグ抜けを防止できる
締付けねじ付プラグ

使用する曲に合わせて切り換えられます。

マイクコード（長さ1ｍ）
肌に当たる部分を保護する
保護パッド 髪型を崩さない耳掛け式

ヘッドバンド

適切な角度に調整できる
パイプ回転部

●高機能ヘッドセット形マイクロホン●トーン切換機能

再生

CD
SD USB

DC IN
 12V

DC IN 12V

0 10

ダンス
ミュージック

スピーチ
ノーマル

トーン切換 エコー

外部電源 蓄電池

定格入力が25W以上
のスピーカーを接続して
ください。
保護回路を内蔵した
スピーカーを推奨
します。

注意

※CDプレーヤーはギャップレス再生には対応していません。



運動会の練習・各種集会に 25万円
セット

防滴
IP65 ワイヤレスチューナーユニット

SU-350
※WA-371CDに1台組込済
¥28,000（税抜価格）

300MHz シングル
防滴形ワイヤレスマイクロホン

WM-3400
２本 ¥74,000（税抜価格）
※１本 ¥37000（税抜価格）

300MHz

これ一台で運動会の練習・集会運営が可能。防滴形ワイヤレスアンプセット
デジタルアンプと2ウェイ3スピーカーを搭載し、運動場や体育館
での使用でも、十分に響き渡るクリアで迫力のあるサウンドを実現
しました。ワイヤレスアンプとして初の防滴形ですので、屋外で雨
が降ってきた時でも安心して使用することができます。

セット合計 ¥251,000（税抜価格）

+ +防滴形ワイヤレスアンプ

WA-371CD
¥149,000（税抜価格）

チューナー1台付/CD付
300MHz シングル

最大出力
60W 防滴

IPX4 再生

CD
SD USB

ライン出力

レピーター盤

学校内放送設備
アンプ 既

存
の
運
動
場
放
送
設
備

上記メディアのMP３/WMA形式の楽曲を再生することができ
ます。パソコンを使って手軽に楽曲の追加・入替ができるので、
運動会や集会など複数の楽曲を扱う場合に便利です。

ライン出力を運動場や体育館の常設スピーカー用アンプに接続
すれば、既存の放送設備を利用して音楽を流したり、拡声することが
できます。

●学校の放送設備と接続できます。

●音楽CD・CD-R/RW・SD/SDHC・
　USBメモリーの再生が可能です。 CD SD USB

※CDプレーヤーはギャップレス再生には対応していません。



運動会・お遊戯会に 70万円
セット

100W
×2(4Ω) 再生

CD
SD USB

持ち運びができる本格的PA機器。キャリングアンプセット
100W+100W（4Ω）のデジタルアンプを搭載し、運動会やお遊戯会
の放送設備として十分なパワーをもっています。CDプレーヤーや
ミキサー、音質調整機能、ワイヤレスチューナーすべてが本体に一体化
して組み込まれていますので、配線も最小限で済みます。内蔵のCD
プレーヤーはCDの他にSD・USBの再生が可能で多彩な音源に対応
しており、運動会やお遊戯会で複数の曲を使用する場合に便利です。

セット合計 ¥669,000（税抜価格）

ワイヤレスチューナーユニット

DU-3200A
¥45,000（税抜価格）

300MHz ダイバシティ
キャリングアンプ

CGA-200DA
¥320,000（税抜価格）

CD付 Digital
防滴形ワイヤレスマイクロホン

WM-3400
¥37,000（税抜価格）

300MHz

防滴形2ウェイスピーカー

EWS-120
２本 ¥170,000（税抜価格）
※１本 ¥85,000（税抜価格）

スピーカースタンド

ST-25
２本 ¥60,000（税抜価格）
※１本 ¥30,000（税抜価格）

ダイナミックマイクロホン

MD-56T
２本 ¥30,000（税抜価格）
※１本 ¥15,000（税抜価格）

ワイヤレスアンテナ

AA-382
２本 ¥7,000（税抜価格）

300MHz

※１本 ¥3,500（税抜価格）

許容入力
120W

防滴
IP65

防滴
IPX4

防水コード
20ｍ付属

※CDプレーヤーはギャップレス再生には対応していません。


