
PW-1230SB/W
PW-1230DB/W

PW-1430SB/W
PW-1430DB/W

PW-1230DB PW-1230DW PW-1230SB PW-1230SW

定格入力
放射方式

定格インピーダンス

出力音圧レベル

周波数特性
指向角
防水性能

仕上

寸法
質量

PW-1430DB PW-1430DW PW-1430SB PW-1430SW

定格入力

定格インピーダンス

出力音圧レベル

周波数特性
指向角
防水性能

仕上

寸法
質量

３０Ｗ
両面放射 正面（ブランドマークのある面）：正極性, 裏面：逆極性 片面放射

放射方式 両面放射 正面（ブランドマークのある面）：正極性, 裏面：逆極性 片面放射

ハイインピーダンス１００系：３３０Ω（３０Ｗ），６７０Ω（１５Ｗ），１ｋΩ（１０Ｗ），２ｋΩ（５Ｗ）
ハイインピーダンス７０系：１７０Ω（３０Ｗ），３３０Ω（１５Ｗ），６７０Ω（７．５Ｗ），１ｋΩ（５Ｗ），２ｋΩ（２．５Ｗ）

８６ｄＢ（１Ｗ，４ｍ測定，１ｍ換算，１～１０ｋＨｚ） ８７ｄＢ（１Ｗ，４ｍ測定，１ｍ換算，１～１０ｋＨｚ）
８６ｄＢ（１Ｗ，１ｍ実測値，１～１０ｋＨｚ） ８７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ実測値，１～１０ｋＨｚ）

（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ） （ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ）
３００Ｈｚ～１７．５ｋＨｚ（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ） ４５０Ｈｚ～１７．５ｋＨｚ（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ）

水平：３８°（２ｋＨｚ　１／３オクターブバンド），垂直：７５°（２ｋＨｚ　１／３オクターブバンド）
ＩＰＸ４

（PW-1230DB/PW-1230SB)エンクロージャ，ネット，取付金具：ステンレス　黒（マンセルＮ１．０近似色）　半艶　塗装
（PW-1230DW/PW-1230SW)エンクロージャ，ネット，取付金具：ステンレス　ライトアイボリー（マンセル２．５Ｙ９／１近似色）　半艶　塗装

５２４（Ｗ）×３５５（Ｈ）×６０（Ｄ）ｍｍ（取付金具含む）
約７．３ｋｇ（取付金具含む） 約７．８ｋｇ（取付金具含む）

ＩＰＸ４

３０Ｗ
ハイインピーダンス１００系：３３０Ω（３０Ｗ），６７０Ω（１５Ｗ），１ｋΩ（１０Ｗ），２ｋΩ（５Ｗ）

ハイインピーダンス７０系：１７０Ω（３０Ｗ），３３０Ω（１５Ｗ），６７０Ω（７．５Ｗ），１ｋΩ（５Ｗ），２ｋΩ（２．５Ｗ）
８８ｄＢ（１Ｗ，４ｍ測定，１ｍ換算，１～１０ｋＨｚ） ９０ｄＢ（１Ｗ，４ｍ測定，１ｍ換算，１～１０ｋＨｚ）
８５ｄＢ（１Ｗ，１ｍ実測値，１～１０ｋＨｚ） ８７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ実測値，１～１０ｋＨｚ）

（PW-1430DB/PW-1430SB)エンクロージャ，ネット，取付金具：ステンレス　黒（マンセルＮ１．０近似色）　半艶　塗装
（PW-1430DW/PW-1430SW)エンクロージャ，ネット，取付金具：ステンレス　ライトアイボリー（マンセル２．５Ｙ９／１近似色）　半艶　塗装

８３１（Ｗ）×３５５（Ｈ）×６０（Ｄ）ｍｍ（取付金具含む）
約１1.9ｋｇ（取付金具含む）約１1.4ｋｇ（取付金具含む）

（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ） （ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ）
２５０Ｈｚ～１７．５ｋＨｚ（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ） ４００Ｈｚ～１７．５ｋＨｚ（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ）

水平：１９°（２ｋＨｚ　１／３オクターブバンド），垂直：７８°（２ｋＨｚ　１／３オクターブバンド）

平板スピーカー
両面
片面

PW-1430DB/1430DW, PW-1230DB/1230DW
PW-1430SB/1430SW, PW-1230SB/1230SW

特定エリアや誘導放送の必要な空間に向けた案内放送に最適。
平板スピーカーPW-1230/1430シリーズ

商品仕様・外観 単位：mm

［正面図］ ［正面図］

［側面図］

［上面図］ ［上面図］

［インピーダンス設定］

市場イメージ 駅

おもな特長

ビームチルト機能

仕　様

仕　様

PW-1230DW:両面
PW-1230SW:片面

PW-1230DB:両面
PW-1230SB:片面

PW-1430DB:両面
PW-1430SB:片面

PW-1430DW:両面
PW-1430SW:片面

1 2 3 4 5平面波を放射する平板
ユニットを搭載、より狭
いエリアに向けてのピ
ンポイントの放送を実
現します。

「ビームチルト」機能を内
蔵、音の放射方向を水平
に対して約５°下向きにす
ることで、スピーカーの
近傍エリアに明瞭度の
高い放送を届けます。

狭い指向性の特徴を生
かし、周囲の音漏れ騒音
対策として駅のホーム
の案内放送や、スポット
放送として美術館・博物
館の個別展示案内放送
などの用途に最適です。

さまざまな場所に設置
可能な8機種をライン
アップ。片面・両面の放
射種類、サイズも大型、
小型の2種、色は黒とラ
イトアイボリーの2種を
用意。

軒下にも設置可能な防
水 性 能 I P X 4（ J I S 
C0920）。

●指向性が狭いので、ホームの周囲への音漏れも、従来の
スピーカーに比べて大幅に減少します。

●駅構内のバリアフリーにも貢献します。

放射音の中心軸

放射音の中心軸5°

※イラストはイメージです特に明瞭度が良くなるエリア

[DOWNWARDの場合]音の放射方向は下向き５°になります。

[FLATの場合]音の放射方向は下向き０°になります。

切換スイッチ部

まもなく電
車が

通過します
。まもなく電
車が

通過します
。

こちらは下り線の

ホームです。
こちらは下り線の

ホームです。
こちらは下り線の

ホームです。

約120ｍ

インピーダンス

170Ω
330Ω
670Ω
1kΩ
2kΩ

100系

30W
15W
10W
5W

HOT
緑
黒
茶
赤
黄

COM

白

線色

※緑色はハイインピーダンス70系専用です。ハイ
インピーダンス100系で使用しないでください。
アンプまたはスピーカーが破損する原因となります。
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商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合せにお応えします。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。
●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに記載されている製品は、犯罪抑止や
事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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PW-1430DB PW-1430DW PW-1430SB PW-1430SW

定格入力

定格インピーダンス

出力音圧レベル
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指向角
防水性能

仕上
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質量

３０Ｗ
両面放射 正面（ブランドマークのある面）：正極性, 裏面：逆極性 片面放射

放射方式 両面放射 正面（ブランドマークのある面）：正極性, 裏面：逆極性 片面放射

ハイインピーダンス１００系：３３０Ω（３０Ｗ），６７０Ω（１５Ｗ），１ｋΩ（１０Ｗ），２ｋΩ（５Ｗ）
ハイインピーダンス７０系：１７０Ω（３０Ｗ），３３０Ω（１５Ｗ），６７０Ω（７．５Ｗ），１ｋΩ（５Ｗ），２ｋΩ（２．５Ｗ）

８６ｄＢ（１Ｗ，４ｍ測定，１ｍ換算，１～１０ｋＨｚ） ８７ｄＢ（１Ｗ，４ｍ測定，１ｍ換算，１～１０ｋＨｚ）
８６ｄＢ（１Ｗ，１ｍ実測値，１～１０ｋＨｚ） ８７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ実測値，１～１０ｋＨｚ）

（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ） （ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ）
３００Ｈｚ～１７．５ｋＨｚ（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ） ４５０Ｈｚ～１７．５ｋＨｚ（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ）

水平：３８°（２ｋＨｚ　１／３オクターブバンド），垂直：７５°（２ｋＨｚ　１／３オクターブバンド）
ＩＰＸ４

（PW-1230DB/PW-1230SB)エンクロージャ，ネット，取付金具：ステンレス　黒（マンセルＮ１．０近似色）　半艶　塗装
（PW-1230DW/PW-1230SW)エンクロージャ，ネット，取付金具：ステンレス　ライトアイボリー（マンセル２．５Ｙ９／１近似色）　半艶　塗装

５２４（Ｗ）×３５５（Ｈ）×６０（Ｄ）ｍｍ（取付金具含む）
約７．３ｋｇ（取付金具含む） 約７．８ｋｇ（取付金具含む）

ＩＰＸ４

３０Ｗ
ハイインピーダンス１００系：３３０Ω（３０Ｗ），６７０Ω（１５Ｗ），１ｋΩ（１０Ｗ），２ｋΩ（５Ｗ）

ハイインピーダンス７０系：１７０Ω（３０Ｗ），３３０Ω（１５Ｗ），６７０Ω（７．５Ｗ），１ｋΩ（５Ｗ），２ｋΩ（２．５Ｗ）
８８ｄＢ（１Ｗ，４ｍ測定，１ｍ換算，１～１０ｋＨｚ） ９０ｄＢ（１Ｗ，４ｍ測定，１ｍ換算，１～１０ｋＨｚ）
８５ｄＢ（１Ｗ，１ｍ実測値，１～１０ｋＨｚ） ８７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ実測値，１～１０ｋＨｚ）

（PW-1430DB/PW-1430SB)エンクロージャ，ネット，取付金具：ステンレス　黒（マンセルＮ１．０近似色）　半艶　塗装
（PW-1430DW/PW-1430SW)エンクロージャ，ネット，取付金具：ステンレス　ライトアイボリー（マンセル２．５Ｙ９／１近似色）　半艶　塗装

８３１（Ｗ）×３５５（Ｈ）×６０（Ｄ）ｍｍ（取付金具含む）
約１1.9ｋｇ（取付金具含む）約１1.4ｋｇ（取付金具含む）

（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ） （ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ）
２５０Ｈｚ～１７．５ｋＨｚ（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ） ４００Ｈｚ～１７．５ｋＨｚ（ビームチルト：ＦＬＡＴ，ハイパスフィルター：ＯＦＦ）

水平：１９°（２ｋＨｚ　１／３オクターブバンド），垂直：７８°（２ｋＨｚ　１／３オクターブバンド）

平板スピーカー
両面
片面

PW-1430DB/1430DW, PW-1230DB/1230DW
PW-1430SB/1430SW, PW-1230SB/1230SW

特定エリアや誘導放送の必要な空間に向けた案内放送に最適。
平板スピーカーPW-1230/1430シリーズ

商品仕様・外観 単位：mm

［正面図］ ［正面図］

［側面図］

［上面図］ ［上面図］

［インピーダンス設定］

市場イメージ 駅

おもな特長

ビームチルト機能

仕　様

仕　様

PW-1230DW:両面
PW-1230SW:片面

PW-1230DB:両面
PW-1230SB:片面

PW-1430DB:両面
PW-1430SB:片面

PW-1430DW:両面
PW-1430SW:片面

1 2 3 4 5平面波を放射する平板
ユニットを搭載、より狭
いエリアに向けてのピ
ンポイントの放送を実
現します。

「ビームチルト」機能を内
蔵、音の放射方向を水平
に対して約５°下向きにす
ることで、スピーカーの
近傍エリアに明瞭度の
高い放送を届けます。

狭い指向性の特徴を生
かし、周囲の音漏れ騒音
対策として駅のホーム
の案内放送や、スポット
放送として美術館・博物
館の個別展示案内放送
などの用途に最適です。

さまざまな場所に設置
可能な8機種をライン
アップ。片面・両面の放
射種類、サイズも大型、
小型の2種、色は黒とラ
イトアイボリーの2種を
用意。

軒下にも設置可能な防
水 性 能 I P X 4（ J I S 
C0920）。

●指向性が狭いので、ホームの周囲への音漏れも、従来の
スピーカーに比べて大幅に減少します。

●駅構内のバリアフリーにも貢献します。

放射音の中心軸

放射音の中心軸5°

※イラストはイメージです特に明瞭度が良くなるエリア

[DOWNWARDの場合]音の放射方向は下向き５°になります。

[FLATの場合]音の放射方向は下向き０°になります。

切換スイッチ部

まもなく電
車が

通過します
。まもなく電
車が

通過します
。

こちらは下り線の

ホームです。
こちらは下り線の

ホームです。
こちらは下り線の

ホームです。

約120ｍ

インピーダンス

170Ω
330Ω
670Ω
1kΩ
2kΩ

100系

30W
15W
10W
5W

HOT
緑
黒
茶
赤
黄

COM

白

線色

※緑色はハイインピーダンス70系専用です。ハイ
インピーダンス100系で使用しないでください。
アンプまたはスピーカーが破損する原因となります。
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商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合せにお応えします。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。
●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに記載されている製品は、犯罪抑止や
事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。


