壁掛型非常用放送設備

FS-1000 シリーズ

型式番号：認評放第25〜109〜3号

4カ国語放送が搭載された認定評価品

270W

平成30年3月に消防庁から発出された『消防予第255号「放送設備の設置に係る技術上の
基準の運用について」の一部改訂について』に対応した認定評価品で、音声警報メッセージ
に4ヵ国語（日、英、中、韓）が標準で搭載されています。
認定評価品ですので、所轄消防への作動試験結果報告書等の提出が不要です。

設定支援ソフトウェアや拡張音源がダウンロード可能に！
さらに階情報メッセージの編集も 536 種類以上に！
設定支援ソフトウェアを使用してバソコンで本体
の設定ができます。出火階情報も108種類の文
節データを最大7文節まで連結して、536種類以
上の階情報メッセージを作成することができます。
また本 体に設 定されている内 容はc s v 形 式
ファイルで出力できます。

FS10-2710

FS10-2710G

FS10-2720

FS10-2720G

FS10-2730

FS10-2730G
※設定支援ソフトウェアや拡張音源は弊社商品データダウンロードサイト
（下記URL）
よりダウンロードできます。
https://www.toa-products.com/download/search.php?mode=view&keiretsu=&data̲type=&hinban=fs10

（RM-1000）
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非常用リモコン RM-1000

業務用リモコン

最大80局の放送先を登録可能

接点式リモコン

品番

910

常用電源
消費電力

FS10FS10FS10FS10FS10FS10FS10FS10920 930 910G 920G 930G 1810 1820 1830 1810G 1820G 1830G 2710 2720 2730 2710G 2720G 2730G 4010 4020 4030 4010G 4020G 4030G

AC100V 50／60Hz
240VA AC100V動作 定格出力時
420VA AC100V動作 定格出力時
600VA AC100V動作 定格出力時
800VA AC100V動作 定格出力時
130W AC100V動作 JIS C 6065による 180W AC100V動作 JIS C 6065による 240W AC100V動作 JIS C 6065による 265W AC100V動作 JIS C 6065による
電圧：DC24V

内蔵蓄電池：密閉型ニカド電池
内蔵蓄電池：密閉型ニカド電池
非常電源
NDC-2418（1800mAh／5HR）
NDC-2435（3500mAh／5HR）
充電方式：
トリクル充電 充電電流：約50mA

業務電源

充電方式：
トリクル充電 充電電流：約100mA

NDC-2460
（6000mAh／5HR）

充電方式：
トリクル充電

充電電流：約200mA

電圧：DC24V

電圧：DC24V

電圧：DC24V

電圧：DC24V

内蔵蓄電池：密閉型ニカド電池
NDC-2460（6000mAh／5HR）

内蔵蓄電池：密閉型ニカド電池
NDC-2460（6000mAh／5HR）

内蔵蓄電池：密閉型ニカド電池
NDC-2460（6000mAh／5HR）

内蔵蓄電池：密閉型ニカド電池
NDC-2460（6000mAh／5HR）

充電方式：
トリクル充電
充電電流：約200mA

充電方式：
トリクル充電
充電電流：約200mA

充電方式：
トリクル充電
充電電流：約200mA

充電方式：
トリクル充電
充電電流：約200mA

90W

定格出力

内蔵蓄電池：密閉型ニカド電池

180W

270W

400W

非常系統数 10系統 20系統 30系統 10系統 20系統 30系統 10系統 20系統 30系統 10系統 20系統 30系統 10系統 20系統 30系統 10系統 20系統 30系統 10系統 20系統 30系統 10系統 20系統 30系統
非常業務兼用，
音量調節可能
（業務放送時のみ）
フロントマイク
音声入力

本体放送：−60dB
（＊1）
／−20dB
（＊1） 10kΩ 電子平衡
外部マイク：−60dB
（＊1）
／−20dB
（＊1） 600Ω トランス平衡

電話ページング：−22dB
（＊1） 600Ω トランス平衡
BGM：3系統 −20dB
（＊1） 10kΩ 不平衡

非常警報音：音声警報音
（感知器発報放送，
火災放送，
非火災報放送）
日本語／二ヶ国語
（日本語＋英語）
および／三ヶ国語／四ヶ国語
（中国語，
韓国語を付加）
の切換式

タイマー：−20dB
（＊1） 10kΩ 不平衡

※日本語，
英語，
中国語，
韓国語を認定評価品として標準搭載

自火報連動：連動
（出火階，
連動階）
，
連動一斉
（一斉制御）
EL
（自火報）
：開放電圧:DC30V,短路電流:10mA

非 常 部

EF
（自火報）
：開放電圧:DC30V,短絡電流:5mA
非常時断電源：DC24V，
250mA
（非常時に電源供給断）
火災放送移行タイマー：1秒〜99分59秒
（1秒単位）
（＊2）

非常時断電源：DC24V，
100mA（非常時に電源供給断）

一斉移行タイマー：OFF，
0秒〜99分59秒
（1秒単位）
（＊3）
非常用：適合機種：RM-2000／RM-1000

最大接続台数：4台
（＊４） 端子：Ｍ3.5ねじ端子 バリアー間隔9mm

（＊４） 端子：Ｍ3.5ねじ端子 バリアー間隔9mm
リモ コ ン 業務用：適合機種：RM-200F／RM-200FW／RM-500 最大接続台数：4台
接点式：適合機種：RM-1100など
（入力仕様：0dB
（＊1）600Ω 平衡） 最大接続台数：4台
（＊４） 端子：着脱式ターミナルブロック
電話ページング：1系統 無電圧メイク接点 開放電圧：ＤＣ30Ｖ，
短絡電流5ｍＡ
タイマー：1系統 無電圧メイク接点 開放電圧：ＤＣ30Ｖ，
短絡電流5ｍＡ
外部マイク：1系統 無電圧メイク接点 開放電圧：ＤＣ30Ｖ，
短絡電流5ｍＡ
緊急地震放送：1系統 無電圧メイク接点 開放電圧：ＤＣ30Ｖ，
短絡電流5ｍＡ
短絡電流5ｍＡ
接点式リモコン：13系統 無電圧メイク接点 開放電圧：ＤＣ30Ｖ，
短絡電流５ｍＡ 制御入力：10系統 無電圧メイク接点 開放電圧：ＤＣ30Ｖ，
制御入力
端子：着脱式ターミナルブロック
（ただし、緊急地震放送はＭ3.5ねじ端子 バリアー間隔9ｍｍ）
機能：電話ページング放送，
タイマー放送，
外部マイク放送，
ＢＧＭ放送，
接点式ＲＭ放送，
接点式ＲＭチャイム
（接点式ＲＭチャイム１，
２端子のみ）
，
緊急放送，
緊急放送停止，
地震放送
（緊急地震放送接点入力端子のみ）
業務緊急：機能をＢＧＭ放送，
接点ＲＭチャイム，
地震放送以外に設定した場合のみ，
緊急あり／なしの設定可能
出力回線，
回線番号：個別，
グループの各回線に設定可能
制御出力

接点式リモコン：2系統 オープンコレクター 耐電圧：30Ｖ，許容電流：35ｍＡ以下，制御出力：2系統 リレー
（ａ接点） 接点容量：ＤＣ30Ｖ／１Ａ ：9系統 オープンコレクター
耐電圧：30Ｖ，許容電流：100ｍＡ以下 端子：接続には回線選択接続ケーブルYR-200
（別売）
を使用
以下の11放送状態を各制御出力1〜11に任意に設定可能。
音声警報，
発報放送，
火災放送，
非火災放送，
火災一斉移行，
非常マイク，
地震放送，
業務放送，
業務緊急，
保守点検，
異常発生（制御出力11のみ設定に関わらず，
アナログ一斉放送時にメイク）

内蔵チャイム

上り4音，
下り4音，
2音
（下り）
，
ゴング
（1音） ※左記4音からチャイムスイッチ1，
2に割り当て可能

緊急放送

緊急放送スイッチ×4
（内蔵音源再生） ※緊急地震放送を行う場合は3つ

メモリーカード

実装スロット1
（機器内部） 付属のCFカード
（1GB）
を使用 設定データ，
履歴データ，
音源データを保存

仕
寸

ケース：プレコート鋼板 ライトアイボリー
（マンセル2．
5Y9／1近似色） 半艶

上

法 450（W）×700（H）×164.5（D）mm 450（W）×844.1（H）×164.5（D）mm 450（W）×700（H）×164.5（D）mm 450（W）×844.1（H）×164.5（D）mm 450（W）×700（H）×164.5（D）mm 450（W）×844.1（H）×164.5（D）mm 450（W）×700（H）×164.5（D）mm 450（W）×844.1（H）×164.5（D）mm

質量（蓄電池含む） 約24kg 約25kg 約26kg 約33kg 約34kg 約34kg 約27kg 約28kg 約29kg 約36kg 約37kg 約38kg 約30kg 約31kg 約32kg 約38kg 約39kg 約41kg 約30kg 約31kg 約32kg 約38kg 約39kg 約41kg

（＊1）
0dB＝1V （＊2）
法律上は2〜5分の設定となります。（＊3）
法律上は切、
0もしくは2〜5分の設定となります。（＊4）
ローカル給電していない業務リモコン、
接点式リモコンの合計電流値が2.4Aを超えないこと。
（＊ご注意）
・火災放送移行タイマーおよび、一斉移行タイマーの設定は所轄消防署の指導に従う必要があります。
・外国語
（英語を除く）
によるメッセージを放送する場合や工場出荷時に搭載されたメッセージ以外を放送する場合は、所轄消防署の許可を得る必要があります。
●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。●保守点検・修理の
期間、費用等はお買い上げの販売店にご相談ください。

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。

商品の技術的なお問い合わせ

札
青
仙
盛
郡
新
長
水

幌 TEL(011)633-5535 代
森 TEL(017)723-3751代
台 TEL(022)256-8100 代
岡 TEL(019)636-4231代
山 TEL(024)923-7744 代
潟 TEL(025)246-2316 代
野 TEL(026)234-2231代
戸 TEL(029)231-9811代

宇 都 宮 TEL(028)633-9661代

さいたま TEL(048)614-8860 代
千
葉 TEL(043)382-6511代
多
東

摩 TEL(042)523-8405 代
京 TEL(03)5621-5761代

東京カスタマー TEL(03)5621-5782 代
東京マーケット開発課 TEL(03)5621-5765 代

ビジネスデザイン課 TEL(03)5621-5790 代
横
浜 TEL(045)444-3422 代
静
岡 TEL(054)251-5350 代
金
沢 TEL(076)244-1951 代
岐
阜 TEL(058)276-1401 代
名 古 屋 TEL(052)509-7851 代
大
阪 TEL(06)6260-1526 代
大阪カスタマー TEL(06)6260-1525 代
大阪マーケット開発課 TEL(06)6260-1521 代
京
都 TEL(075)212-4100 代
神
戸 TEL(078)303-5625 代
高
松 TEL(087)866-5995 代
岡
山 TEL(086)241-8029 代
広
島 TEL(082)291-3988 代
福
岡 TEL(092)431-0061 代

熊

本 TEL(096)352-0883代

鹿 児 島 TEL(099)256-5245代
那
覇 TEL(098)866-5598代

インフラ営業部
東
京 TEL(03)5621-5791代
大
阪 TEL(06)6260-1528代
スマートビジュアル営業部
東日本ユニット
東京第1 TEL(03)5621-5801代
東京第2 TEL(03)5621-5801代
西日本ユニット
名古屋 TEL(052)509-7852代
大 阪 TEL(06)6260-1535代

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。

TOAお客様相談センター

固定電話専用
0120-108-117 〈通話料無料〉

0570-064-475 携 帯
0570-017-108 FAX

受付時間 9 :0 0

1 7 :0 0（土日、祝日除く）

ナビダイヤル ※ PHS/IP電話からは
〈通話料有料〉
つながりません。

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。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 https://www.toa.co.jp/

■お問い合わせは下記の取扱い店へ

2022.10

●このカタログは2022年10月現在の仕様、価格に基づいて作成されています。カタログNo.B-170 TH01

