


小雨の中でも使用できる防水性能（IPX4）を持つ、防滴ワイヤレスマイク（WM-1230）
や落下の衝撃に強い構造のプレストーク式ワイヤレスマイク（WM-1420）をライン
ナップ。また、マイクユニットに音質の優れたダイナミック型を使用したワイヤレス
マイク（ＷＭ-１２６５Ｂ/１２６５Ｓ）は、ボーカル用途に最適です。さらに低音域と高音
域の特性を向上させた高音質ワイヤレスマイク（ＷＭ-１２７０）は音楽イベントなど
クオリティの高いサウンドにも対応できます。
また、ワイヤレスアンプもCD·SD·USB付商品をラインアップ。ワイヤレスマイクも
3本同時使用できるなど、仮設音響機器としてさらに使い勝手が向上しました。

ワイヤレスマイク（WM-1220/1320/1230/1420/1265B/1265S/1270）
のケース部分、ワイヤレスアンプ（WA-2000シリーズ）のハンドル部分は抗菌処理
されていますので、安心してお使いいただけます。
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【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。 【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。

WM-1220
希望小売価格
¥43,000（税抜）

WM-1230
希望小売価格
¥56,000（税抜）

WM-1270
希望小売価格
¥65,000（税抜）

WM-1320
希望小売価格
¥49,000（税抜）

WM-1420
希望小売価格
¥65,000（税抜）

WM-1265B
希望小売価格
¥53,000（税抜）

WM-1265S
希望小売価格
¥53,000（税抜）

特定小電力無線局ラジオマイク（８００ＭＨｚ帯）の規格
に適合したハンド型ワイヤレスマイクです。

特定小電力無線局ラジオマイク（８００ＭＨｚ帯）の規格
に適合したハンド型ワイヤレスマイクです。

＊受信側ＡＴＴ０ｄＢ時
※Ｂ1～4グループは最大6波まで、Ｂ5グループは5波までの同時使用が可能です。Ｂ6グループは１波のみ使用できます。
※多チャンネル同時使用対応のチューナーおよびチューナーユニットとの組合せでは、使用条件を設定することで、最大15波または30波まで
　の同時使用が可能です。

Ｆ3Ｅ
806．125～809．750ＭＨｚ（30波のうち１波）

3波切換式
水晶制御ＰＬＬシンセサイザー方式

2ｍＷ（Ｌ）／6ｍＷ（Ｈ）
条件の良い屋外にて約60ｍ：2ｍＷ（Ｌ）＊　
条件の良い屋外にて約100ｍ：6ｍＷ（Ｈ）＊

±4.8ｋＨｚ（1kHz 90dB SPL入力時）　　　　　　　　　±4.8ｋＨｚ（1kHz 96dB SPL入力時）
126ｄＢ　ＳＰＬ（±38 ｋＨｚ偏移時）　　　　　　　　　　132ｄＢ　ＳＰＬ（±38 ｋＨｚ偏移時）
34ｄＢ　ＳＰＬ以下（Ａカーブ使用）　　　　　　　　　　　４０ｄＢ　ＳＰＬ以下（Ａカーブ使用）

単一指向性エレクトレットコンデンサー型　　　　　　　　　　　単一指向性ダイナミック型　　　
100Ｈｚ～12ｋＨｚ　　　　　　　　　　　　　　　　　　100Ｈｚ～15ｋＨｚ

50μｓ
内蔵型

0 ℃～＋40 ℃

WM-1220 WM-1230 WM-1265B WM-1265S

単3形乾電池R6PU
または専用充電電池
WB-1000A（１個）

約14時間（2mW時）/約10時間（6mW時）
:マンガン乾電池（黒）R6PU

または専用充電電池WB-1000A 
常温･連続使用にて

単3形乾電池R6PU
または専用充電電池WB-1000A（１個）

約14時間（2mW時）/約10時間（6mW時）
:マンガン乾電池（黒）R6PU

または専用充電電池WB-1000A 
常温･連続使用にて

単3形乾電池R6PU（１個）

約14時間（2mW時）/
約10時間（6mW時）

:マンガン乾電池（黒）R6PU
常温･連続使用にて

ボディー：ＡＢＳ樹脂
シルバー　塗装

ヘッド：金属メッシュ（鉄）
シルバー　塗装

ボディー：ＡＢＳ樹脂　ダーク
グレー（マンセルＮ２．０近似色）

ゴム塗装
ヘッド：金属メッシュ（鉄）
ダークグレー（マンセル
Ｎ２．０近似色）　塗装

ボディー：アルミ　ダークグレー
（マンセルＮ2.0近似色）　塗装
ヘッド：金属メッシュ（鉄）　
ダークグレー（マンセル
Ｎ2.0近似色）　塗装

ボディー：ＡＢＳ樹脂　ダーク
グレー（マンセルＮ2.0近似色）

ゴム塗装
ヘッド：金属メッシュ（鉄）
ダークグレー（マンセル
Ｎ2.0近似色）　塗装

約205ｇ（電池含む）約285ｇ（電池含む）約180ｇ（電池含む）

マイクホルダー（φ30～φ35mm,
NS5/8→U5/16変換アダプター付）…1,

単3形乾電池（R6PU）…1,設定用ドライバー…1,
カラーマーク（6色）…1,

チャンネルシール…1,収納ケース…1

マイクホルダー（φ30～φ35mm,
NS5/8→U5/16変換
アダプター付）…1,

単3形乾電池（R6PU）…1,
設定用ドライバー…1,
カラーマーク（6色）…1,
チャンネルシール…1,
収納ケース…1

マイクホルダー（φ30～φ35mm,
NS5/8→U5/16変換
アダプター付）…1,

単3形乾電池（R6PU）…1,
設定用ドライバー（本体内蔵）…1,
カラーマーク（6色）…1,
チャンネルシール…1,

収納ケース…1,転がり止め…1

品番
電波型式
送信周波数
トーン信号
発振方式
定格空中線電力
到達距離
変調感度
最大入力音圧
入力感度調節
入力等価雑音
使用マイク
周波数特性
プリエンファシス
アンテナ
使用電池

電池持続時間

使用温度範囲
仕上
質量

付属品

Ｆ3Ｅ
806．125～809．750ＭＨｚ（30波のうち１波）

3波切換式
水晶制御ＰＬＬシンセサイザー方式

2ｍＷ（Ｌ）／6ｍＷ（Ｈ）
条件の良い屋外にて約60ｍ：2ｍＷ（Ｌ）＊　
条件の良い屋外にて約100ｍ：6ｍＷ（Ｈ）＊

±4.8ｋＨｚ（１ｋＨｚ　94ｄＢ　ＳＰＬ入力時）　　　　　　　　±4.8ｋＨｚ（１ｋＨｚ　84ｄＢ　ＳＰＬ入力時）

34ｄＢ　ＳＰＬ以下（Ａカーブ使用）

50μｓ
内蔵型

0 ℃～＋40 ℃

WM-1270

単3形乾電池R6PU（１個）

142ｄＢ　ＳＰＬ（PAD　－12dB　±38ｋＨｚ偏移時）
－

単一指向性ダイナミックマイク
80Ｈｚ～15ｋＨｚ

WM-1320

単3形乾電池R6PU
または専用充電電池WB-1000A（１個）

単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
100Ｈｚ～12ｋＨｚ

120ｄＢ　ＳＰＬ（±38ｋＨｚ偏移時）
可変範囲　0dB～9dB（工場出荷時　0dB）

約335ｇ（電池含む） 約110ｇ（電池含む）

約14時間（2mW時）/約10時間（6mW時）
:マンガン乾電池（黒）R6PU　常温･連続使用にて

＊受信側ＡＴＴ０ｄＢ時
※Ｂ1～4グループは最大6波まで、Ｂ5グループは5波までの同時使用が可能です。Ｂ6グループは１波のみ使用できます。
※多チャンネル同時使用対応のチューナーおよびチューナーユニットとの組合せでは、使用条件を設定することで、最大15波または30波まで
　の同時使用が可能です。

約14時間（2mW時）/約10時間（6mW時）
:マンガン乾電池（黒）R6PU

または専用充電電池WB-1000A　常温･連続使用にて

首掛用マイクホルダー…1,単3形乾電池（R6PU）…1,
設定用ドライバー…1,カラーマーク（6色）…1,
チャンネルシール…1,収納ケース…1

マイクホルダー（φ30～φ35mm,NS5/8→U5/16変換アダプター付）…1,
単3形乾電池（R6PU）…1,設定用ドライバー（本体内蔵）…1,
カラーマーク（6色）…1,チャンネルシール…1,収納ケース…1,転がり止め…1

ボディー：ＡＢＳ樹脂　
　　　  ダークグレー（マンセルＮ２．０近似色）　塗装

ボディー：アルミ　ダークグレー（マンセルＮ２．０近似色）　塗装
ヘッド：金属メッシュ（鉄）　ダークグレー（マンセルＮ２．０近似色）　塗装

WB-1000A-2
希望小売価格¥1,500（税抜）

WB-2000-2
希望小売価格¥1,800（税抜）

品番
電波型式
送信周波数
トーン信号
発振方式
定格空中線電力
到達距離
変調感度
最大入力音圧
入力等価雑音
使用マイク
周波数特性
プリエンファシス
アンテナ

使用電池

電池持続時間

使用温度範囲
防水性能

仕上

質量

付属品

IPX4－ －

ワイヤレスマイクＷＭ-1220、WM-1265B、WM-1265S、
ＷＭ-1320、ＷＭ-1420の専用充電電池です。
WB-1000A  2本1組

ワイヤレスマイクWM-1420用の充電電池です。
WB-2000  2本1組

WM-1220／1320／1230／1420／
1265B／1265S／1270

防滴型ワイヤレスマイク（WM-1230）は
金属筐体を使用し、少雨の中でも使用で
きる防水性能IPX4（防まつ型／いかなる
方向からの水の飛沫によっても有害な影
響を受けない）を持っています。落としに
くく、こわれにくい形のプレストーク式ワ
イヤレスマイク（WM-1420）は物販店
や駅などでの使用環境に耐える堅牢性を
追求しました。高音質型ワイヤレスマイク
（WM-1265B/1265S）はマイクユニッ
トに音質に優れたダイナミック型を使用し
ており、ボーカル用途に最適です。また、高
音質型ワイヤレスマイク（WM-1270）は、
低音域と高音域の特性が向上。筐体が金
属となり質感・重量感もアップ。イベント
ホールなど、クオリティの高いサウンドを要
求されるシーンに最適です。

胸ポケット用クリップ…1,胸ポケット用クリップ取付ねじ
（M3×5）…2,ストラップ…1,カラーマーク（6色）…1,
チャンネルシール…1,誤動作防止シール…1,周波数
設定用ドライバー…1,単3形乾電池（R6PU）…1

専用充電電池（WB-2000）使用時：約18時間
専用充電電池（WB-1000A）使用時：約10時間
アルカリ電池（LR6）使用時：約24時間
マンガン電池（R6PU）使用時：約9時間

ワイヤレスマイクWM-1220、WM-1265B、
WM-1265S、WM-1320用の充電器です。
ワイヤレスマイクを2本同時に充電できます。
ワイヤレスマイク専用充電電池
WB-1000A-2(WB-1000Aが2本入り)付属。

ワイヤレスマイクWM-1420専用の充電器です。
ワイヤレスマイクを2本同時に充電できます。
ワイヤレスマイク専用充電電池
WB-2000-2(WB-2000が2本入り)付属。

防滴型、堅牢型、高音質型

ワイヤレスマイク ハンド型

ワイヤレスマイク ハンド型 ワイヤレスマイク ハンド型

ワイヤレスマイク ハンド型 ワイヤレスマイク タイピン型 ワイヤレスマイク プレストーク型防滴ワイヤレスマイク ハンド型

ヘッドセットマイク ヘッドセットマイク ポーチ付
ワイヤレスマイク用充電器

プレストーク型ワイヤレスマイク用充電器

専用充電電池WB-2000,WB-1000Aまたは単３乾電池（1本）

電源

充電時間

充電台数

AC100V  50/60Hz(ACアダプター(付属)使用)
約2時間(専用充電電池WB-2000使用時)
約1時間(専用充電電池WB-1000A使用時)
2台

電源
充電時間
充電台数

AC100V  50/60Hz　11VA(ACアダプター)
約90分
2台



品番
電源 
消費電力
受信周波数
受信感度
スケルチ
SN比
トーンスケルチ周波数
アンテナ入力
アンテナ入力ATT
単独出力
ミキシング出力
ミキシング入力
周波数特性
使用温度範囲
仕上
寸法
質量
付属品

別売品

WT-1822 WT-1824

※WT-1822にはWTU-1830が1台、WT-1824にはWTU-1830が2台内蔵されています。WTU-1830はパネル前面より増設することができます。
※ＷＴＵ-1830以外のチューナーユニットを使用すると故障の原因となりますのでご注意ください。 
※遊技場など金属物の影響の大きい場所では別売のアンテナＹＷ-540，ＹＷ-550，ＹＷ-560を4本設置してください。 
※混信軽減機能としてアンテナ入力ＡＴＴ、スケルチ調節機能の他、空きチャンネル検索機能、スケルチチェック機能、スケルチ解除機能があります。 
※各アンテナ入力端子には、アンテナブースターＹＷ-1000（別売）をＡ1Ａ2入力合計で3台、Ｂ1Ｂ2入力合計で3台が接続できます。
　また、各コネクターごとに直列に2台まで接続できます。

15W以下（WTU-1830　2台使用時）

約3.8kg

ダイバーシティチューナーユニット：
WTU-1830（1台増設可）
ラックマウント金具：MB-15B
BNCプラグ：YA-641

21W以下（WTU-1830　4台使用時）

約4.1kg

ダイバーシティチューナーユニット：
WTU-1830（最大2台増設可）
ラックマウント金具：MB-15B
BNCプラグ：YA-641

AC100V　50／60Hz

800MHz帯
SN比25dB以上（10dBμV入力，1kHz変調，±4.8kHz偏移）

約30dB可変可能
64dB以上（60dBμV入力，±4.8kHz偏移， Aカーブ使用）

3波切換
75Ω　BNCジャック（アンテナ供給電源　DC9V　最大65mA）

0dB／－6dB／－20dB　3段階切換
定格出力：－10dB＊　600Ω　電子バランス　ＸＬＲ-３-３２相当品（±4.8kHz偏移）　音量調節器最大

定格出力：－10dB＊（ライン）／－60dB＊（マイク）　600Ω　2段階切換
3極ホーンジャック：電子バランス（3極プラグ）／不平衡（2極プラグ）

定格入力：－10dB＊　600Ω　不平衡　ホーンジャック
50Hz～12kHz
－10℃～＋50℃

パネル：アルミ　黒（マンセルN1.0近似色）　3分艶　塗装
ケース：表面処理鋼板　黒（マンセルN1.0近似色）　塗装

420（W）×46（H）×305.3（D）mm

電源コード（2m）…1，ホーンプラグ付コード（1m）…1，
カラーマーク（6色）…1，チャンネルシール…1

DC6～10Ｖ（本体から供給）

DC6～14Ｖ（本体から供給）
67mA以下

表面処理鋼板

【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。 【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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ＣＤプレーヤー

【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。 【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。

800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント
内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。
アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター
回路を内蔵しており、電流確認用LEDを装備しています。
電源：DC7～12V（アンプ，チューナー本体から供給） 
消費電流：15mA（9V時） 
アッテネーター：0，－10，－20 dB（公称） 
取付穴ピッチ：83.5 mm 
仕上：ASA樹脂　オフホワイト
寸法：208（W）×208（H）×42（D） mm 
質量：約720g ※コードを延長する場合、5C-FB、7C-FB等の低損失タイプを

　お使いください。
※車種により取り付けられない場合がありますのでご注意くだ
　さい。

※ケーブルは5C-FB、7C-FB等の低損失タイプをお使いください。

※ケーブルは5C-FB、7C-FB等の低損失タイプをお使いください。
※同軸ケーブル（5C-FB、7C-FB等）をワイヤレスチューナー、混
合分配器およびアンテナブースター側に接続するときは、
BNCプラグ（別売）をご使用ください。

※屋外設置の際は、雨よけのある場所に設置してください。防滴構造（IPＸ2）
ですが、取付架台と壁面との間およびスイッチツマミの部分をシーリング
材でふさいでください。または、樹脂製防水形電工ＢＯＸに収納して下さい。

ＣＤプレーヤー

デジタルオーディオプレーヤー

デジタルオーディオ

ＢＤレコーダー

※ケーブルは５Ｃ-ＦＢ，７Ｃ-ＦＢの低損失タイプをお使いください。

※ケーブルは５Ｃ-ＦＢ，７Ｃ-ＦＢの低損失タイプをお使いください。
※屋外設置の際は、雨よけのある場所に設置してください。防滴構造(IPX2)
ですが、取付架台と壁面の間およびスイッチツマミの部分をシーリング材で
ふさいでください。または、樹脂製防水形電工BOXに収納してください。



WB-WA2000
希望小売価格¥25,000（税抜）

SD/USBプレーヤー
ユニット

収納部

ニッケル水素充電池
収納部

電池ケース

ニッケル水素充電池端子

CD挿入口

USBメモリー挿入口
SDカード挿入口

クイック再生ボタン

スピード調整つまみ

スピード調整つまみ

CDプレーヤーユニット

有線マイク音量つまみ
有線マイク入力端子

ワイヤレスチューナーユニット収納部

WA-2800
希望小売価格¥119,000（税抜）
WA-2800CD
希望小売価格¥159,000（税抜）
WA-2800SC
希望小売価格¥199,000（税抜）

CD・SD・USB付

CDプレーヤー付

WA-2700
希望小売価格¥86,000（税抜）
WA-2700CD
希望小売価格¥134,000（税抜）
WA-2700SC
希望小売価格¥174,000（税抜）

CD・SD・USB付

CDプレーヤー付

WA-2700/WA-2800

ニッケル水素充電池

YR-WA2000
希望小売価格¥5,000（税抜）

アクセサリーソケット接続ケーブル（5m）

ニッケル水素電池パックと充電器を一体化した
ワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
公称電圧：12V 
定格容量：2700mAh 
保護回路：過電流保護，加熱保護，充電時の電池温度検出 
使用温度範囲：0 ℃～＋40 ℃（充電時），0 ℃～＋50 ℃（放電時） 
使用湿度範囲：30％～85％RH（ただし結露のないこと） 
質量：約770g 
付属品：電池取付金具…1，金具取付ねじ…1

●

●
●
●
●
●
●
●

車から電源を取るためのワイヤレスアンプ
専用の接続ケーブルです。 
公称電圧：13.8V 
公称電流：5A 
保護回路：6Aのヒューズを内蔵 
使用温度範囲：－10 ℃～＋50 ℃ 
使用湿度範囲：30％～85％RH（ただし結露のないこと） 
質量：約260g

定格出力：AC駆動時22W、DC駆動時18W
最大出力：30W(AC駆動時)
入力：ワイヤレスマイク１～３、有線マイク１～２、
　　 外部入力１

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

寸法：298(W)×460(H)×220(D)mm　
　　 (ハンドル部収納時)
質量：約5.3kg（WA-2700/2800）
　　 約6.5kg（WA-2700CD/2800CD）
　　 約7.2kg（WA-2700SC/2800SC）

●

●

さまざまなシーンに最適な音をお届けします。

ワイヤレスチューナーユニット

＊

＊

＊

＊
＊

WAリンク機能
2台のワイヤレスアンプをコード（最長20m）で接続する
ことで、ワイヤレスマイク最大6本、有線マイク最大4本の
合計10本を同時に使用可能。マイクや演奏機器の音源を
2台のスピーカーより拡声でき、小規模のイベント、演説
会などに便利です。

Wデジタルアンプ
本体内蔵スピーカー用、外部スピーカー用のデジタル
アンプをそれぞれ搭載。個別に音量の調節が可能です。
イベントの規模や内容に応じて、使い分けが可能です。

デジタルワイヤレスにも対応
デジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D2800を
増設することで、デジタルワイヤレスマイクWM-D1210/
D1310が使用できます（WA-2800シリーズのみ）。混信
や情報漏洩が心配な会議やイベントの際でも安心です。

シーンモード（音質調整）を搭載
ダンスや英語のヒアリング、スピーチ主体のイベントなど
で最適な音質を、4つのパターンから選択できます（標準・
スピーチ・ダンス・語学学習）。

録音機能
本機で拡声されている音声をSDカード、USBメモリーに
録音保存できます。録音フォーマット：MP3（モノラル）、
最大ファイルサイズ：2GB（約34時間）

スピード調整＆音程保持機能
CDやSD/USBプレーヤーは、習熟度に合わせて音源再
生スピードを調整可能（‐15~＋20％）。 SD/USBプレー
ヤーにはダンスの練習や語学学習に最適な音程保持機能
を搭載。再生スピードを変えても自然な音程で再生できます。

クイック再生機能
SD/USBプレーヤーは、音源、BGMをワンタッチで再生
（4曲まで登録可能）。運動会のラジオ体操やイベントなど
に便利です。

4電源方式
家庭用電源（AC100V）、乾電池、専用ニッケル水素充電
池に加え、自動車用アクセサリー電源（DC12V）にも対
応。災害時や街頭演説時に車からの給電も可能です。

電池残量表示
乾電池またはニッケル水素充電池の残量を表示。安心して
使用できます。

ワイヤレス
マイク タイピン型

ヘッドセット
マイク ポーチ付

ワイヤレスマイク 
ハンド型

【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。 【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。

（＊2）対応パソコン：USBポートを有するパソコン
対応OS：Windows XP/Vista/7/8．1/10（XPは32 bitのみ，Vista以降は32/64 bit）
Mac OS 9．0．4以降

※WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Macは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc．の商標です。
※その他の会社名および製品名も各社の商標です。



■お問い合わせは下記の取扱い店へ

●このカタログは2021年3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-018 TH01

2021.03

●このカタログに掲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。●このカタログに掲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。●このカタログに掲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。

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載さ
れている製品には電気工事等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。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因にな
ることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度
がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

安 全 に 関 す る ご 注 意

【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。

この印刷物は環境に配慮し、植物油インキで制作しています。

商品の価格•在庫•修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については
取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。
TOAインターネット・ホームページ

https://www.toa.co.jp/

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用い
たします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに
関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

商品の技術的なお問い合わせ
TOAお客様相談センター

0120-108-117
0570-064-475
0570-017-108

ナビダイヤル
〈通話料有料〉

固定電話専用
〈通話料無料〉

携帯

FAX

受付時間

※ PHS/IP電話からは
　 つながりません。

（土日、祝日除く）9:00   17:00

インフラ営業部

セキュリティマーケットデザイン営業部
東日本ユニット

西日本ユニット

札 幌
青 森
仙 台
盛 岡
郡 山
新 潟
長 野
水 戸
宇 都 宮
さいたま
千 葉
多 摩
東 京
東京カスタマー
東京マーケット開発課

TEL(011)633-5535
TEL(017)723-3751
TEL(022)256-8100
TEL(019)636-4231
TEL(024)923-7744
TEL(025)246-2316
TEL(026)234-2231
TEL(029)231-9811
TEL(028)633-9661
TEL(048)614-8860
TEL(043)382-6511
TEL(042)523-8405
TEL(03)5621-5761
TEL(03)5621-5782
TEL(03)5621-5765

福 岡
熊 本
鹿 児 島
那 覇

東 京
大 阪

東京第1
東京第2

名古屋
大 阪

TEL(092)431-0061
TEL(096)352-0883
TEL(099)256-5245
TEL(098)866-5598

TEL(03)5621-5791
TEL(06)6260-1528

TEL(03)5621-5801
TEL(03)5621-5801

TEL(052)509-7852
TEL(06)6260-1535

営業開発課
横 浜
静 岡
金 沢
岐 阜
名 古 屋
大 阪
大阪カスタマー
大阪マーケット開発課
京 都
神 戸
岡 山
広 島
高 松
松 山

TEL(03)5621-5790
TEL(045)444-3422
TEL(054)251-5350
TEL(076)244-1951
TEL(058)276-1401
TEL(052)509-7851
TEL(06)6260-1526
TEL(06)6260-1525
TEL(06)6260-1521
TEL(075)212-4100
TEL(078)303-5625
TEL(086)241-8029
TEL(082)291-3988
TEL(087)866-5995
TEL(089)931-1586

代
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代
代
代
代
代
代
代
代
代
代
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800MHz帯デジタルワイヤレスシステムTOAワイヤレス旧規格チェッカー
通信の安定性や混信耐性、情報の秘匿性はその
ままに、高音質で15ch利用を実現。
混信対策機能により、同一空間での多チャンネル
使用でも信頼性が高く、明瞭な音質で快適に使
えるシステムです。

『写真を送るだけ』で、簡単にワイヤレスマイク等の新/旧規格の
判定ができるサービスです。LINE公式アカウント「TOAワイヤ
レス旧規格チェッカー」を友だちに追加いただくことで、ご使用
いただくことができます。

友だち追加はこちら

※画面の見え方はスマートフォンの機種によって異なります。
※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。
※「TOAワイヤレス旧規格チェッカー」ＬＩＮＥ公式アカウントに
　ついて
　https://line-spuri2020.firebaseapp.com/

＊

https://www.toa.co.jp/products/ic/800mhz_digitalwireless/
TOAワイヤレス旧規格チェッカー
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