
持ち運び簡単 多目的PAセット

¥246,900（税抜）
セット価格（希望小売価格）

スピーカー内蔵で
フットワーク抜群
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収納で持ち運び
簡
単

運動会仮設音響セット

●ハンド型
　ダイナミック
　マイク

●ワイヤレスマイク
　ハンド型

●ワイヤレスマイク
　ハンド型×2 

多機能 移動用PAセット

SD･USB･CD付ワイヤレスアンプ課外授業セットお手軽ワイヤレスセット多機能で簡単操作の小型軽量メガホン

プロフェッショナル用音響機器のトップメーカーTOAは、卒業記念品として「音のコミュニケーションシステム」をご提案いたします。学校行事や
授業などさまざまなシーンで活用される音響機器。TOAでは、高性能で持ち運び、セットアップが簡単でどなたでもお使いいただける学校用音響
機器を用途、ご予算に応じてバリエーション豊かにラインアップいたしました。母校への卒業記念品として、ぜひご活用ください。

サウンドのＴＯＡから

¥646,300（税抜）
セット価格（希望小売価格）

¥32,000（税抜）
セット価格（希望小売価格）

¥18,600（税抜）
セット価格（希望小売価格）

¥108,000（税抜）
セット価格（希望小売価格）

コ
ン
パ
クト

収納で持ち運び簡
単

●移動用
　ＰＡスピーカー
　＆スタンドセット

¥308,000（税抜）
セット価格（希望小売価格）

卒業記念品のご提案
「ありがとう」その心をカタチにして…、

母校に美しい「音のコミュニケーション」を贈りませんか？

まずこれだけで
ワイヤレス

装備充実で
幅広く使える

特別教室などで・・・

運動会や遠足、課外授業などで

最大出力
45W
×2

最大出力
150W
×2

PLL
800
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最大出力
30W

USB
プレーヤーSD

シングル

●ショルダーメガホン ６Ｗ
　ER-604W

■詳しいセット内容は裏面をご覧ください。

¥8,800（税抜）
希望小売価格

●ワイヤレススピーカー
　WA-1801

最大出力
4W

PLL
800
ＭＨｚ

防滴メガホン 防滴メガホンハンズフリー拡声器

●防滴メガホン ３Ｗ
　ER-1103

定格出力
10W

最大出力
10W

●ワイヤレスアンプ

●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
　チューナーユニット

●ヘッドセット
　マイクポーチ付

●移動用ＰＡアンプ
　２０Ｗ スピーカー付

※スピーカーは
　1台です。

最大出力
10W

●防滴メガホン ６Ｗ
　ER-1106

¥14,800（税抜）
希望小売価格

最大出力
10W

最大出力
10W

●ヘッドセットマイク
　WH-4000A

非常用
メガホンセット

ショルダーメガホンセット

ホイッスル音付

ホイッスル音付

サイレン音付

●防滴メガホン ６Ｗ
　ER-1106W

¥12,800（税抜）
希望小売価格

各¥28,000（税抜）
希望小売価格

¥34,800（税抜）
希望小売価格

●ハンド型
　ダイナミック
　マイク

●マイク
　延長コード
　１０ｍ

●ワイヤレスマイク
　タイピン型
　WM-1320

ダイバシティ
PLL
800
ＭＨｚ

防 滴
スピーカー

PLL
800
ＭＨｚ

ダイバシティ
CDプレーヤー
（CD-R再生可能）

CDプレーヤー
（CD-R再生可能）

¥592,000（税抜）
セット価格（希望小売価格）

運動会の
省線化に最適

●移動用PAワイヤレス
　パワードスピーカー×2 

●移動用ＰＡアンプ
　３０Ｗｘ２ｃｈ ＣＤ付

●スピーカースタンド×2
●ワイヤレス
　マイクミキサー

●メガホン壁掛金具
   SP-1100

●防滴メガホン ６Ｗ
    ER-1106S

【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。

●ハンズフリー拡声器
　ER-1000A-BK（ブラック）
　ER-1000A-WH（ホワイト）
　ER-1000A-YL（イエロー）

●ハンズフリー拡声器 ブルートゥース内蔵
ER-1000A-BT Bluetooth®対応



※PHS/IP電話からはつながりません。
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

（土日、祝日除く）9:00   17:00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。

抗菌仕様
防滴仕様

抗菌仕様
サイレン音付

ホイッスル音付

防滴仕様

セット品 セット価格 セ　ッ　ト　内　容

こんなに充実！！ TOAの卒業記念品シリーズ

抗菌仕様

抗菌仕様
防滴仕様

抗菌仕様
防滴仕様

●ワイヤレススピーカー　WA-1801  希望小売価格￥59,000（税抜）

お手軽ワイヤレスセット 希望小売価格
￥108,000

（税抜）

ワイヤレスチューナーユニット1ch内蔵　
800MHz帯ダイバシティタイプのワイヤレススピーカー
防磁タイプ　USBポート装備
入力／ワイヤレス×1、有線マイク×1、ライン×2　定格出力／10W
寸法／175（W）×236.6（H）×208.5（D）mm　質量／約3.7kg

●ワイヤレスマイク  タイピン型　WM-1320  希望小売価格￥49,000（税抜）
800MHz帯　質量／約110g（電池含む）

品　名 価　格 仕　様

希望小売価格
    ￥8,800

（税抜）

ER-1000A-BK
ER-1000A-WH
ER-1000A-YL
希望小売価格
各￥28,000（税抜）
ER-1000A-BT
希望小売価格
  ￥34,800（税抜）

電源／単3形乾電池 4本　定格出力／3Ｗ　最大出力／4W
通達距離／約１２５m(JEITA)
寸法／137（W）×257.8（H）×210（D）mm　質量／約610g（電池別）

電源／単3形乾電池 6本または4本＊
定格出力／6Ｗ：単3形乾電池 6本使用時　3Ｗ：単3形乾電池 4本使用時＊
最大出力／10W：単3形乾電池 6本使用時　4Ｗ：単3形乾電池 4本使用時＊
通達距離／音声時：約１００m（アルカリ乾電池またはニッケル水素電池６本使用時）
入力／マイク、予備(AUX）
通信方式／Bluetooth®標準規格Ver．４．２（ER-1000A-BTのみ)
寸法／133（W）×96（H）×222（D）mm（ベルト部を除く）
質量／本体（ベルト含む、電池別）：約480g　ヘッドセットマイク：約50g

●ショルダーメガホン  ６Ｗ　ER-604W  希望小売価格￥22,000（税抜）

ショルダーメガホンセット 希望小売価格
  ￥32,000

（税抜）

電源／単3形乾電池 8本、ＤＣ１２Ｖ／０．８Ａ以上（ＡＣアダプターまたは直流電源使用可）
最大出力／10W　入力／外部マイク1、外部マイク2、AUX（予備）
寸法／102（W）×258（H）×216（D）mm（肩掛けベルト部除く）　質量／約1.6kg（電池別）
●ヘッドセットマイク　WH-4000A  希望小売価格￥10,000（税抜）（ウインドスクリーン付）
コード長／1.3m　質量／約50g（コード含む）
本商品は消耗品扱いとさせていただきます。初期不良以外は保証対象外とさせていただきますのでご了承ください。

防滴メガホン ３Ｗ
ER-1103

最大出力4Wの軽量コンパクトメガホン

希望小売価格
  ￥12,800

（税抜）

電源／単3形乾電池 6本または4本＊　定格出力／6Ｗ　最大出力／10W
通達距離／約２５０m(JEITA)
寸法／154（W）×266（H）×250（D）mm　質量／約660g（電池別）

防滴メガホン ６Ｗ 
ER-1106

最大出力10Wの軽量コンパクトメガホン

ワイヤレスマイクが使える軽量・小型
ワイヤレススピーカー

ヘッドセットマイクとショルダーメガホン
との組合せでハンズフリーも可能

SD･USB･CD付ワイヤレス
アンプ課外授業セット
業界一の軽さと持ち運びのしやす
さが自慢のワイヤレスアンプ。乾電
池またはニカド蓄電池を使えばコン
セントは不要です。SD・USB・CD
内蔵の充実タイプ

希望小売価格
￥308,000

（税抜）

抗菌仕様
●ワイヤレスアンプ SD/USB/CD付  WA-2700SC  希望小売価格￥174,000（税抜）（シングル）

スピードコントロール機能付
ワイヤレスチューナーユニット1ch内蔵　定格出力／22W　最大出力／30W
寸法／298（W）×460（H）×220（D）mm　質量／約7.2kg

抗菌仕様●ワイヤレスマイク  ハンド型　WM-1220  希望小売価格￥43,000（税抜）
●ワイヤレスマイク  タイピン型　WM-1320  希望小売価格￥49,000（税抜）
●ヘッドセットマイク  ポーチ付（WM-1320用）　WH-1000  希望小売価格￥12,000（税抜）
●ワイヤレスチューナーユニット   WTU-1720  希望小売価格￥30,000（税抜）

防滴仕様

防滴仕様

持ち運び簡単
多目的PAセット

CDプレーヤー、スピーカー付属。
ワイヤレスマイクも使える多機能
PAシステム

希望小売価格
￥246,900

（税抜）

スピードコントロール機能付

●移動用ＰＡアンプ ２０Ｗ スピーカー付　KZ-25A  希望小売価格￥190,000（税抜）（ダイバシティ,CD付）
ワイヤレスチューナーユニット1ch内蔵　自立式スピーカー付　定格出力／20W　最大出力／25W
寸法／264（W）×383（H）×412（D）mm　質量／約12kg

抗菌仕様●ワイヤレスマイク  ハンド型　WM-1220  希望小売価格￥43,000（税抜）
●ハンド型ダイナミックマイク　DM-1300  希望小売価格￥13,900（税抜）

●移動用ＰＡアンプ ３０Ｗｘ２ｃｈ ＣＤ付  KZ-30A  希望小売価格￥360,000（税抜）（ダイバシティ,CD付）

●移動用ＰＡスピーカー＆スタンドセット  KZ-155  希望小売価格￥185,000（税抜）
●ワイヤレスマイク  ハンド型　WM-1220  希望小売価格￥43,000（税抜）×2本
●ハンド型ダイナミックマイク  DM-1300US  希望小売価格￥8,700（税抜）
●マイク延長コード １０ｍ  YM-2130  希望小売価格￥6,600（税抜）

多機能 移動用ＰＡセット
CDプレーヤー、スピーカー＆スタ
ンド、マイク3本セットの本格PA
システム 抗菌仕様

スピードコントロール機能付
ワイヤレスチューナーユニット2ｃｈ内蔵　定格出力／30W×2（4Ω時の値）　最大出力／45W×2
寸法／303（W）×432（H）×492（D）mm　質量／約16kg希望小売価格

￥646,300
（税抜）

運動会仮設音響セット
最大出力150Wのワイヤレス
スピーカーと音楽や音声の音量を
手元で調整し、ワイヤレスで送
れるマイクミキサーとのPAセット

希望小売価格
￥592,000

（税抜）

●移動用ＰＡワイヤレスパワードスピーカー　KZ-100WS  希望小売価格￥225,000（税抜）×2台
ワイヤレスチューナーユニット1ch内蔵  5系統（ワイヤレスマイク×2、有線マイク×2、ライン×1）ミキシング機能搭載
定格出力／100W　最大出力／150W　寸法／420（W）×540（H）×330（D）　質量／約17.3kg

●スピーカースタンド　KZ-100ST  希望小売価格￥36,000（税抜）×2台
●ワイヤレスマイクミキサー　WM-1510  希望小売価格￥70,000（税抜）

抗菌仕様

希望小売価格
  ￥14,800

（税抜）

電源／単3形乾電池 6本または4本＊　定格出力／6Ｗ　最大出力／10W
通達距離／音声時：約２５０m(JEITA)、ホイッスル時：約３１５m(JEITA)　
寸法／154（W）×266（H）×250（D）mm　質量／約680g（電池別）　

防滴メガホン ６Ｗ ホイッスル音付
ER-1106W

ホイッスル音付きの軽量コンパクトメガホン

希望小売価格
  ￥18,600

（税抜）

●防滴メガホン  ６Ｗ サイレン音付　ER-1106S  希望小売価格￥14,800（税抜）
電源／単3形乾電池 6本または4本＊　定格出力／６W　最大出力／10W 
寸法／154（W）×266（H）×250（D）mm　質量／約680g（電池別）
＊付属のバッテリースペーサー使用時
●メガホン壁掛金具　SP-1100  希望小売価格￥3,800（税抜）
寸法／126（W）×420（H）×156（D）mm（防塵カバー、ホルダーを広げた場合）　質量／約410ｇ  

非常用メガホンセット
非常時にすぐ使えるように、身近な
場所に設置できる壁掛金具がセット
されたサイレン音付きメガホン　

＊付属のバッテリースペーサー使用時

＊付属のバッテリースペーサー使用時

＊付属のバッテリースペーサー使用時

2020.12　カタログNo.D-024 TH04
●このカタログは2020年12月現在の仕様、価格に基づいて作成されています。

ハンズフリー拡声器
ER-1000A-BK （ブラック）
ER-1000A-WH（ホワイト）
ER-1000A-YL （イエロー）
ER-1000A-BT （Bluetooth®対応）
「両手が使えるハンズフリータイプ」

軽量＆高音質＆パワフル
かんたん装着・かんたん操作

【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。

※通達距離はJEITA（電子情報技術産業協会）規格に基づいて表示しています。ER-1000Aシリーズは参考規格です。
※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有しています。TOA株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。


