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ご提案の概略
夏祭り・盆踊りに必要な機器

▼
小規模システムセット例

▼
大規模システムセット例①、②

▼
オプション

■ご提案させていただきますシステムはキャリングアンプや卓上アンプと各種スピーカーを組み合わせた夏祭り・盆踊り
向け放送設備です。

■ 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、夏祭り・盆踊り向け放送
設備に必要な設置性・耐久性を備えています。

■会場の規模など、使用シーンに合わせたセット例をご提案いたします。また、オプションも多数ご用意しましたので、お客様の
ニーズに合わせて基本セットをカスタマイズすることができます。



夏祭り・盆踊りに必要な機器

夏祭り・盆踊り向け放送設備では、下記のような機器が必要になります。
機器の種類と大まかな役割について記載しましたのでご覧ください。

スピーカー
盆踊りの楽曲、夏祭りのBGMなどを出力
します。ラッパ形状のホーンスピーカーと
ボックス形状のコーン紙スピーカーがあります。
会場の広さや使用する楽曲に合わせて選択
してください。

アンプ
CDプレーヤーなどから出た音声信号を増幅
させてスピーカーまで送ります。盆踊りでは
大きな出力が必要になる場合があります。
使用するスピーカーに合ったアンプをご提案
いたします。

音楽プレーヤー
CDプレーヤーやBluetooth®受信機など、使用する音源に合わせてご用意ください。

マイクロホン
会場放送や歌い手の方用に
マイクが必要です。有線マイクに
加え、ワイヤレスマイクがあると
やぐらの上などで使いやすいです。

メガホン
誘導用や緊急用に本部テント
などにあると便利です。

・音量重視
・雨に強い
・低コスト
・音が遠くまで届く

UNI-PEXのCGAシリーズやBXシリーズなら
CDプレーヤーやワイヤレスチューナーも
内蔵できるので配線の手間も無く、
操作性・設置性に優れています。

UNI-PEXのCDプレーヤーユニットならCDに加え、
SDカード ・ USBメモリーの再生も可能です。
また、アンプ（CGAシリーズやBXシリーズ）に
内蔵しますので、省スペース化にも貢献します。

Bluetooth®受信機WR-2400をアンプに
接続すれば、スマートフォンなどの音源を使用
することができます。

ホーンスピーカー

2ウェイスピーカー

・高音質
・防滴形でないものもある
・設置がしやすい
・音が広がる

CD SDHC USB

※モノラル出力になります。



小規模システムセット例

スピーカーを本部テント横などに配置
します。小規模な会場では、このような
配置でも、音の広がるコーン紙スピーカー
の特性を生かして会場全体をカバー
することができます。また、やぐら付近に
スピーカーを配置しないため、スピーカー
や配線が邪魔になることもありません。

100W＋100Wの大出力
デジタルアンプ搭載。
SD・USBの再生も可能な
CDプレーヤー・ワイヤレス
チューナー内蔵のコンパクト
ボディ。運搬に便利なアルミ
ケース一体型です。

高音質で途切れにくい
800MHzダイバシティ
方式のワイヤレスチュー
ナーユニット。

環境に強い防塵・防水性能
IP65のワイヤレスマイク。

急な雨でも安心な防滴形
スピーカー。コンパクト
ボディでありながら120W
の入力を実現しています。

CGA本体と同じ丈夫な
アルミ製ケースでスピーカー
やスタンドを保護します。

コーン紙スピーカーの音の広がりを
生かして、スペースを有効活用

品名
●キャリングアンプ（100W＋100W 4Ω）CD付
●800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット
●300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ
●防滴形2ウェイスピーカー（120W 8Ω･20mコード付）
●スピーカースタンド
●800MHz帯ワイヤレスマイクロホン（防滴形）
●ダイナミックマイクロホン（6mコード付）

品番
CGA-200DA
DU-8200
AA-382
EWS-120
ST-25
ＷＭ-8400
ＭＤ-56T

数量
1
1
2
2
2
1
1

品名
●アルミケース(EWS-120×1 収納)
●アルミケース(ST-25×2 収納)

品番
EWS-1CS
ST-252CS

数量
2
1

防滴形2ウェイスピーカーセット

・幼稚園・保育園での盆踊り
・駅前広場での夏祭りイベント

・ショッピングセンターでの夏祭りイベント
・自治館での盆踊り

800MHz

ダイバシティ

防滴形スピーカー

120W（ロー）×2

アンプ

100W＋100W本部テント
CGA

EWS-120 EWS-120

ミニ
やぐら

CD SDHC USB



大規模システムセット例①

どこか懐かしいホーンスピーカーの音質
は盆踊りにぴったりです。スピーカーを
やぐらの支柱上に設置することで遠く
まで音を伝えることができます。その
場合、配線が長くなりますが、アンプも
スピーカーもハイインピーダンス接続
ですので問題ありません。

120W出力のアンプ。CD
プレーヤー・ワイヤレス
チューナーを内蔵すること
ができ、すっきりと設置でき
ます。スピーカー切換機能、
音質調整機能付きです。

高音質で途切れにくい
800MHzダイバシティ
方式のワイヤレスチュー
ナーユニット。

環境に強い防塵・防水性能
IP65のワイヤレスマイク。

防塵・防水性能IP65の
ホーンスピーカー。スピー
カーの向きを上下に調整
することができます。

防水性能IPX4のワイヤレス
アンテナです。スタンドを
使って適切な場所に配置
することで、広い会場でも
ワイヤレスマイクを使う
ことができます。

ホーンスピーカー特有の音質で
盆踊りの雰囲気を盛り上げる

ホーンスピーカーセット 800MHz

ダイバシティ

ホーンスピーカー

15W（ハイ）×4

アンプ

120W

・音量や盆踊りの雰囲気を重視したい場合
・グランドでの盆踊り ・大きな駐車場での盆踊り

本部テント
BX

CT-380A

AA-811

やぐら

AA-811

品名
●ユニット式卓上アンプ（120W）CD付
●800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット
●800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット（増設）
●800MHz帯ワイヤレスマイクロホン（防滴形）
●ダイナミックマイクロホン（6mコード付）

品番
BX-120DB
AU-800
DU-8200
ＷＭ-8400
ＭＤ-56

数量
1
1
1
2
2

品名
●800MHz帯ワイヤレスアンテナ
●ワイヤレスアンテナ用スタンド
●トランス付コンビネーションスピーカー

品番
AA-811
ST-110
CT-380A

数量
2
2
4

※スピーカーコード・ワイヤレスアンテナ用同軸ケーブルは別売です。

CD SDHC USB



大規模システムセット例②

音質にこだわりながらも、広い会場を
カバーできる2ウェイスピーカー4台の
セットです。やぐらから放射状に音が
広がるようにスピーカーを配置します。
また、Bluetooth®受信機WR-2400で
スマートフォンなどの音源を使用する
こともできます。

高音質で途切れにくい
800MHzダイバシティ
方式のワイヤレスチュー
ナーユニット。

環境に強い防塵・防水性能
IP65のワイヤレスマイク。

Bluetooth®接続でスマート
フォンなどの音源を使用
することができます。

急な雨でも安心な防滴形スピーカー。コンパクトボディ
でありながら120Wの入力を実現しています。

120W防滴形スピーカー4台で、
広い会場でも高音質なミュージック放送を

品名
●キャリングアンプ（100W＋100W 4Ω）CD付
●800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット
●800MHz帯ワイヤレスアンテナ
●800MHz帯ワイヤレスマイクロホン（防滴形）
●ダイナミックマイクロホン（6mコード付）

品番
CGA-200DA
DU-8200
AA-811
ＷＭ-8400
ＭＤ-56

数量
1
2
2
2
2

品名
●防滴形2ウェイスピーカー（120W 8Ω･20mコード付）
●スピーカースタンド
●ワイヤレスアンテナ用スタンド
●Bluetooth®受信機

品番
EWS-120
ST-25
ST-110
WR-2400

数量
4
4
2
１

防滴形 2ウェイスピーカー 4台セット

・大規模会場で音質を重視される場合
・グランドでの盆踊り ・大きな駐車場での盆踊り

800MHz

ダイバシティ

アンプ

100W＋100W本部テント
CGA

EWS-120

AA-811

やぐら

※ワイヤレスアンテナ用同軸ケーブルは別売です。

AA-811 防滴形スピーカー

120W（ロー）×4

100W＋100Wの大出力
デジタルアンプ搭載。
SD・USBの再生も可能な
CDプレーヤー・ワイヤレス
チューナー内蔵のコンパクト
ボディ。運搬に便利なアルミ
ケース一体型です。

CD SDHC USB

※モノラル出力になります。



オプション

最大4本までワイヤレスマイクを追加することができます。ワイヤレスマイクを追加したい

ワイヤレスチューナーユニット

CGAシリーズ用

BXシリーズ用※

ワイヤレスマイクロホン

有線マイクを追加したい メガホンを使いたい

※BXシリーズでは、ワイヤレスチューナーユニットAU-800を2つ、DU-8200を2つ搭載することで最大4本のワイヤレスマイクを
　使用することができます。その場合、CDユニットが使えませんので、アンプをCD無しのBX-120に変更することができます。

●Bluetooth®機能を搭載した機器の音声信号をワイヤレスで受信することができます。
●Bluetooth®機器と本機との無線接続（ペアリング）は、パスコードを入力するだけで簡単にできます。
●接続できる機器には、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があります。
※WR-2400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。
※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。
※音声はモノラル出力になります。

800MHz

ダイバシティ

+
800MHz帯ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット

DU-8200

800MHz帯ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット

DU-8200

800MHz帯ダイバシティ
ワイヤレスユニット

AU-800

●スピーチタイプ

ダイナミックマイクロホン

MD-56

Bluetooth®受信機

WR-2400

●スピーチタイプ

ダイナミックマイクロホン

MD-56TCGAシリーズ用

BXシリーズ用

スピーカーを増設したい

スマートフォンなどの音源を使いたい

●視界が良好なクリアーホーン
●防塵・防水性能IP54
●サイレン付

15W防滴メガホン

TR-315S
●コンパクトタイプ
●防塵・防水性能IP65
●サイレン付

6W防滴メガホン

TR-215SA

防滴形2ウェイスピーカー

EWS-120
スピーカースタンド

ST-25

2ウェイスピーカー

Sx300 (斡旋商品)
スピーカースタンド

ST-25

※スピーカーは必ず2本または4本をアンプに接続してください。
　3本で使用すると故障の原因となります。

※防水コネクターコード
　（20m）付属。

300W120W

Sx300用
スピーカーコード
LS-220C（20m）

Sx300用
スタンドアダプター
EST-40

800MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-8400

●ボーカルタイプ

800MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-8240

800MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-8100A

800MHz帯
ワイヤレスマイクロホン

WM-8131

●ツーピースタイプ ●ヘッドセットタイプ
●防滴形
●スピーチタイプ


