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※イラストはイメージ図です。

●体育館用スピーカー[T-650]（カタログの
　ため、特にネットを取り外したものです）

●体育館用スピーカー[T-650]の
　専用取付金具

正面 側面 背面

正面 側面 背面

●このカタログは平成26年2月現在の仕様に基づいて作成されています。 カタログNo.B-127 OK01【業務用カタログ】 ※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、
　消費税は含まれておりません。



制御
［T-550］

取付金具

学校の体育館や講堂など残響の多い空間でも
高い明瞭性と均一の音場を創り出す
先進思想のスピーカー、登場。

体育館用メインスピーカーシステム

T-650

クロスオーバー周波数
を中音域に設定

指定高に設置すれば
最適角度に

小型・軽量化を追求

施工性と安全性が向上

高い防球性能を実現

ハイインピーダンス対応

高効率・100dB

取付場所を自在に選択、
配線やトランス接続も容易

カタログのため特にネットを
取り外したものです。

ツイン定指向性ホーンで
明瞭度アップ

ツインウーハーで上下方向
の指向性をコントロール

明瞭性に影響を与えるホーン部のクロスオ
ーバー周波数を中音域（1.2kHz）に設定。
バランスの良い、明瞭性の高い音をお届け
します。

［T-650］は近距離用（水平90°×垂直
40°）と遠距離用（水平60°×垂直30°）
の２種類の定指向性ホーンを搭載。体
育館全体に明瞭な音声を均一に届ける
ことを可能にしました。マイクロホンに近
いエリアの音量が抑えられることでハウ
リングも防ぎます。

中低音域における上下方向の指向性
制御という従来のスピーカーでは難し
かった課題を、［T-650］は２つのウー
ハーを縦に配置することで解消。中低
音域の指向性をコントロールすること
で余分な反射をなくします。

仮止め機構付きの取付金具を標準で付
属。スピーカーのバッフル板を外さずに設
置できるなど、設置が格段に容易になりま
した。ネットの強度向上をはじめ安全にも
格別の配慮をしています。

スピーカーボックスの材質やネット、ボルトなどの部品強度を従来のス
ピーカーより高めるとともに、ネットをスピーカーのバッフル面に直接取
付けて、ボールなどが当たっても緩んだり外れたりしにくいようにしてい
ます。

［T-650］は連続プログラム入力360W、音圧100dB。［T-550］も
180W、96dBとハイパワー・高効率で明瞭な音声をお届けします。

［T-650］は天面に、［T-550］は背面にとコネクター位置にも配慮。トラ
ンスも簡単に組み込み可能で、スピーカーの取付け場所を選びません。

徹底したコンパクト化とスリム化により、
［T-650］は重量で35％、サイズで55％
のダウンを実現しました（いずれも弊社従
来品比）。

最新のシミュレーション技術によるデータを
もとに、［T-650］は遠距離用のホーンとウ
ーハーをあらかじめ下向きに10°傾斜させて
取付け。標準的なサイズ（幅20m×奥行
30m程度）の体育館であれば、3～5mの高
さにスピーカーを設置するだけで必要なエ
リアにホーンやウーハーが向くように設計し
ています。

※イラストはイメージ図です。

※イラストはイメージ図です。

マッチングトランス［MT-S0602］との組み合わせで
ハイインピーダンスに対応。最大60W、トランスのタ
ップ切替えで30W、15Wにも変更できます。

専用取付金具により
最適取付角度を実現

スピーカー保護回路内臓

アイボリー塗装に対応

25cm同軸ユニット採用の
2ウェイスピーカーシステム

T-650と同じ音色で
違和感のない音場を構築

堅牢・コンパクト

天面にも壁面にも
自在に設置

体育館用サイドスピーカーシステム

T-550

カタログのため特にネットを
取り外したものです。

［T-650］＋［T-550］によるエリアカバーイメージ

※イラストはイメージ図です。

［T-550］を天井面に直付けした状態

体育館のような残響の長い施設では、聞かせたい
エリアを狙って効率よく音を届けることが、聞きや
すく話しやすい快適な空間づくりのポイントになり
ます。［T-650／550］は、ＴＯＡが数多くのホール
やスポーツ施設のサウンドシステムを構築する中
で長年培ってきた技術とノウハウを駆使して、学校
の体育館・講堂のために開発した先進の設計思想
によるスピーカーです。ツインホーン・ツインウーハー
形式や独自の傾斜フォルムなど、［T-650／550］
ならではのスピーカー・テクノロジーが、明瞭で高
品位なサウンドを実現します。

［T-550］は、定指向性ホーン（水平60°×垂直60°）と
25cmウーハーの同軸ユニットを採用。コンパクトながら
確実に音を届けるハイパワースピーカーです。

［T-550］の同軸ユニットのウーハー部分には［T-650］
と同じものを使用。音色が同一となるため、館内のどこ
にいても同質の音を違和感なく聞くことができます。

［T-650］と同様に小型・軽量化を徹底して追究。耐衝
撃性も強化して堅牢性を高めています。

コンパクトなサイズとともに専用取付金具により天井面
にも壁面にも設置が可能。取付け場所を選びません。

［T-650］には近距離用ツィーターに過入力保護回路を内蔵。不意の
過大入力などによるスピーカーの破損・トラブルを防ぎます。

［T-650］［T-550］は標準の黒色以外に、アイボリー色（マンセル
SY811.5近似色）で塗装することができます。詳しくは営業所にお問い
合わせください。

［T-650］［T-550］ともに新開発の専用取付金具を標準で付属して
います。［T-650］では壁に直付けした状態から左または右に最大
15°まで、［T-550］では壁に付けた場合、下振り最大75°～最小15°
の範囲で任意に角度を調
節することができます（壁に
密着させると下振り45°の
角度になります）。

体育館のサウンドシステム例

※［T-650/550］に内蔵することでハイインピーダンスのアンプに対応します。

［T-650］専用取付金具

※写真は［P-120D］です。
※［P-120DH］はハイインピーダンス用です。

［DP-M3］ ［P-120D］

［P-120D］

［T-650］＋［T-550］＋［DP-M3］を使用の場合

＜標準システム＞

＜簡易システム＞

＜フル装備システム＞

［E-232］ ［P-120D］

［P-120D］

［T-650］
［T-650］

［T-650］

［T-650］

［T-550］

［T-550］

［T-650］
［T-650］

［T-550］

［T-550］

［T-650］＋［T-550］を使用の場合

［T-650］を使用の場合

［E-232］

ミキサー等の
放送設備より

ミキサー等の
放送設備より

ミキサー等の
放送設備より

●デジタルオーディオプロセッサーDP-M3のハウリング制御
機能が効果的に働きます。

●後方のサブスピーカーにDP-M3でディレイをかけることによ
り、音のズレを補正し、聞きやすい自然な音場を構築します。
●アンプ内臓のスピーカーWA-1801を演壇用のモニタース
ピーカーにセッティングできますので、話者が自分の声をはっ
きり聞きとれます。

マッチングトランス

MT-S0602
希望小売価格 ￥10,300（税抜）

体育館用メインスピーカーシステム

T-650
希望小売価格
￥164,000（税抜）
取付金具付属

体育館用サイドスピーカーシステム

T-550
希望小売価格
￥66,000（税抜）
取付金具付属

デュアルパワーアンプ

P-120D
希望小売価格
￥154,000（税抜）

P-120DH
希望小売価格
￥206,000（税抜）

グラフィックイコライザー

E-232
希望小売価格
￥78,000（税抜）

デジタルオーディオプロセッサー

DP-M3
希望小売価格
￥226,000（税抜）

●システム価格例…希望小売価格 ￥924,000（税抜）

●システム価格例…希望小売価格 ￥560,000（税抜）

●システム価格例…希望小売価格 ￥1,053,000（税抜）

［WA-1801］

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

［E-232］ ［P-120D］

［T-650］

［T-550］
　※実際には両サイドに１本ずつ、
　　計２本での使用となります。
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取付場所を自在に選択、
配線やトランス接続も容易

カタログのため特にネットを
取り外したものです。

ツイン定指向性ホーンで
明瞭度アップ

ツインウーハーで上下方向
の指向性をコントロール

明瞭性に影響を与えるホーン部のクロスオ
ーバー周波数を中音域（1.2kHz）に設定。
バランスの良い、明瞭性の高い音をお届け
します。

［T-650］は近距離用（水平90°×垂直
40°）と遠距離用（水平60°×垂直30°）
の２種類の定指向性ホーンを搭載。体
育館全体に明瞭な音声を均一に届ける
ことを可能にしました。マイクロホンに近
いエリアの音量が抑えられることでハウ
リングも防ぎます。

中低音域における上下方向の指向性
制御という従来のスピーカーでは難し
かった課題を、［T-650］は２つのウー
ハーを縦に配置することで解消。中低
音域の指向性をコントロールすること
で余分な反射をなくします。

仮止め機構付きの取付金具を標準で付
属。スピーカーのバッフル板を外さずに設
置できるなど、設置が格段に容易になりま
した。ネットの強度向上をはじめ安全にも
格別の配慮をしています。

スピーカーボックスの材質やネット、ボルトなどの部品強度を従来のス
ピーカーより高めるとともに、ネットをスピーカーのバッフル面に直接取
付けて、ボールなどが当たっても緩んだり外れたりしにくいようにしてい
ます。

［T-650］は連続プログラム入力360W、音圧100dB。［T-550］も
180W、96dBとハイパワー・高効率で明瞭な音声をお届けします。

［T-650］は天面に、［T-550］は背面にとコネクター位置にも配慮。トラ
ンスも簡単に組み込み可能で、スピーカーの取付け場所を選びません。

徹底したコンパクト化とスリム化により、
［T-650］は重量で35％、サイズで55％
のダウンを実現しました（いずれも弊社従
来品比）。

最新のシミュレーション技術によるデータを
もとに、［T-650］は遠距離用のホーンとウ
ーハーをあらかじめ下向きに10°傾斜させて
取付け。標準的なサイズ（幅20m×奥行
30m程度）の体育館であれば、3～5mの高
さにスピーカーを設置するだけで必要なエ
リアにホーンやウーハーが向くように設計し
ています。

※イラストはイメージ図です。

※イラストはイメージ図です。

マッチングトランス［MT-S0602］との組み合わせで
ハイインピーダンスに対応。最大60W、トランスのタ
ップ切替えで30W、15Wにも変更できます。

専用取付金具により
最適取付角度を実現

スピーカー保護回路内臓

アイボリー塗装に対応

25cm同軸ユニット採用の
2ウェイスピーカーシステム

T-650と同じ音色で
違和感のない音場を構築

堅牢・コンパクト

天面にも壁面にも
自在に設置

体育館用サイドスピーカーシステム

T-550

カタログのため特にネットを
取り外したものです。

［T-650］＋［T-550］によるエリアカバーイメージ

※イラストはイメージ図です。

［T-550］を天井面に直付けした状態

体育館のような残響の長い施設では、聞かせたい
エリアを狙って効率よく音を届けることが、聞きや
すく話しやすい快適な空間づくりのポイントになり
ます。［T-650／550］は、ＴＯＡが数多くのホール
やスポーツ施設のサウンドシステムを構築する中
で長年培ってきた技術とノウハウを駆使して、学校
の体育館・講堂のために開発した先進の設計思想
によるスピーカーです。ツインホーン・ツインウーハー
形式や独自の傾斜フォルムなど、［T-650／550］
ならではのスピーカー・テクノロジーが、明瞭で高
品位なサウンドを実現します。

［T-550］は、定指向性ホーン（水平60°×垂直60°）と
25cmウーハーの同軸ユニットを採用。コンパクトながら
確実に音を届けるハイパワースピーカーです。

［T-550］の同軸ユニットのウーハー部分には［T-650］
と同じものを使用。音色が同一となるため、館内のどこ
にいても同質の音を違和感なく聞くことができます。

［T-650］と同様に小型・軽量化を徹底して追究。耐衝
撃性も強化して堅牢性を高めています。

コンパクトなサイズとともに専用取付金具により天井面
にも壁面にも設置が可能。取付け場所を選びません。

［T-650］には近距離用ツィーターに過入力保護回路を内蔵。不意の
過大入力などによるスピーカーの破損・トラブルを防ぎます。

［T-650］［T-550］は標準の黒色以外に、アイボリー色（マンセル
SY811.5近似色）で塗装することができます。詳しくは営業所にお問い
合わせください。

［T-650］［T-550］ともに新開発の専用取付金具を標準で付属して
います。［T-650］では壁に直付けした状態から左または右に最大
15°まで、［T-550］では壁に付けた場合、下振り最大75°～最小15°
の範囲で任意に角度を調
節することができます（壁に
密着させると下振り45°の
角度になります）。

体育館のサウンドシステム例

※［T-650/550］に内蔵することでハイインピーダンスのアンプに対応します。

［T-650］専用取付金具

※写真は［P-120D］です。
※［P-120DH］はハイインピーダンス用です。

［DP-M3］ ［P-120D］

［P-120D］

［T-650］＋［T-550］＋［DP-M3］を使用の場合

＜標準システム＞

＜簡易システム＞

＜フル装備システム＞

［E-232］ ［P-120D］

［P-120D］

［T-650］
［T-650］

［T-650］

［T-650］

［T-550］

［T-550］

［T-650］
［T-650］

［T-550］

［T-550］

［T-650］＋［T-550］を使用の場合

［T-650］を使用の場合

［E-232］

ミキサー等の
放送設備より

ミキサー等の
放送設備より

ミキサー等の
放送設備より

●デジタルオーディオプロセッサーDP-M3のハウリング制御
機能が効果的に働きます。

●後方のサブスピーカーにDP-M3でディレイをかけることによ
り、音のズレを補正し、聞きやすい自然な音場を構築します。
●アンプ内臓のスピーカーWA-1801を演壇用のモニタース
ピーカーにセッティングできますので、話者が自分の声をはっ
きり聞きとれます。

マッチングトランス

MT-S0602
希望小売価格 ￥10,300（税抜）

体育館用メインスピーカーシステム

T-650
希望小売価格
￥164,000（税抜）
取付金具付属

体育館用サイドスピーカーシステム

T-550
希望小売価格
￥66,000（税抜）
取付金具付属

デュアルパワーアンプ

P-120D
希望小売価格
￥154,000（税抜）

P-120DH
希望小売価格
￥206,000（税抜）

グラフィックイコライザー

E-232
希望小売価格
￥78,000（税抜）

デジタルオーディオプロセッサー

DP-M3
希望小売価格
￥226,000（税抜）

●システム価格例…希望小売価格 ￥924,000（税抜）

●システム価格例…希望小売価格 ￥560,000（税抜）

●システム価格例…希望小売価格 ￥1,053,000（税抜）

［WA-1801］

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

［E-232］ ［P-120D］

［T-650］

［T-550］
　※実際には両サイドに１本ずつ、
　　計２本での使用となります。
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※イラストはイメージ図です。

●体育館用スピーカー[T-650]（カタログの
　ため、特にネットを取り外したものです）

●体育館用スピーカー[T-650]の
　専用取付金具
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●このカタログは平成26年2月現在の仕様に基づいて作成されています。 カタログNo.B-127 OK01【業務用カタログ】 ※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、
　消費税は含まれておりません。
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