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デジタルステレオミキサー 
M-633D

ワイヤレスアンプ
WA-1712SD/
WA-1812SD

P.14参照

P.4参照

ワイヤレスマイク
プレストーク型 
WM-1420

P.13参照





ラインアレイスピーカー[typeT]
理想的なラインアレイ効果を発揮し、明瞭な音を的確にお届けします。

デジタルステレオミキサー［M-633D］
ボタン1つで共鳴やハウリングを制御。

デジタルステレオミキサー
M-633D
希望小売価格
￥176,400
(税抜￥168,000)

ラインアレイスピーカー 
SR-T5
希望小売価格
￥231,000 (税抜￥220,000)

自動音場補正機能(ARC ver.2)を搭載。残響や共鳴でお困りの
現場でも、自動で音場補正ができクリアな音を実現します。
ハウリング抑制機能(FBS)をモノラル入力6ch個別に搭載。
6chのハウリング抑制を1台で実現します。
自動調整機能を含め、全ての機能をPCレスで設定できます。

体育館などの、放送音が“わんわん”響いてはっきり聞こえない場所
の音を自動補正する機能です。
●アナウンスは、聞き取りやすい音に
●音楽は、輪郭のはっきりした音に

自動音場補正機能「ARC機能」とは？

連続プログラム入力
750





M-633D

既存システムにデジタルステレオミキサーM-633Dを接続するだけでハウリングの抑制と残響やエコーの減少が図れます。

デジタルステレオ
ミキサー



音響条件の悪い空間でも遠方までクリアな再生・伝達が可能。

コンパクトアレイスピーカー
黒  屋外用
HX-5B-WP
希望小売価格 

¥110,250
（税抜¥105,000）

600W 8

コンパクトアレイスピーカー
白  屋外用
HX-5W-WP
希望小売価格 

¥110,250
（税抜¥105,000）

600W 8

●ラインアレイ効果により大型CDホーンと同等の指向制御をコンパクトで設置しやすい
スピーカーで実現。
●従来では難しかった中低域までの音の指向性制御が可能。これにより、残響時間の長い
空間であっても明瞭かつ高品位な拡声、放送が可能になります。
●スピーカーの後面の金具を調整することで、指向角を可変することができます。（15°、
30°、45°、60°の4段階の指向角を選択できます。）さらに、スピーカーを複数並べるこ
とで波面を一致させたまま、より低域までの周波数帯域での指向制御が可能になり
ます。

コストパフォーマンスで選ぶなら

連続プログラム入力 連続プログラム入力











（32bit版）、Vista（32bit版）

●外部機器や、パソコンから音源を録音。
　前面にアナログ録音入力端子（マイク／ライン切替）を装備しているので、マイクや
　CDなどの音声を直接録音できます。また、付属のメッセージCD-ROMからUSBで
　データ転送可能です。ヘッドホンで内容を確認することもできます。

●前面ボタンや外部制御などで再生。
　前面ボタンで起動するほか、プログラムタイマーなどの外部制御機器をつないで
　時報や定時放送など時間の正確さを要求される放送も可能です。インターバル
　タイマーを内蔵しているので一定間隔による再生も可能です。（∞（繰り返しなし）、
　0秒（連続再生）、5秒／10秒／30秒、1分／5分／10分／30分、1時間の間隔）

●ラックマウントが可能。
　ラックマウントブラケットを使用してラックに取り付けることが可能です（1Uサイズ）。

メッセージ4種類、合計6分間の録音・再生が可能。



落としにくく、壊れにくい。堅牢性に優れた
「プレストーク型ワイヤレスマイク  WM-1420」
学校教育の現場でも安心して使っていただける、堅牢性に優れたワイヤレスマイク。
徹底したマーケットリサーチをもとに開発を行ない、落としにくい、壊れにくいプロダクトデザインを考案。
さまざまな学校行事や授業などで活躍できるワイヤレスマイクです。

ワイヤレスマイク　プレストーク型

30波の中からあらかじ
め設定していた２つの
プリセット(A，B)を簡単
に切換。
マイク1本で教室の移
動が簡単です。

運動会やさまざまな学校行事で先生や児童
が落としにくい、また誤って落としても壊れ
にくい設計・デザインです。

関連機器

●落としにくい「ラウンド形状」と「リングフォルム」、落としたときに壊れにくい「フローティング基板構造」
　を採用。
●単一指向性マイクの採用でハウリングを軽減。
●本体のみでも胸ポケットに入れて付属のクリップを装着することで、ハンズフリーマイクとしても使用可能。
　タイピン型マイクやヘッドセットマイクなどの外部マイクを接続することで、ハンズフリーマイクとして
　使用可能。
●トークスイッチロックで、トークスイッチを押し続けなくても使用可能。
●マイク感度を2段階に設定可能。ハンズフリーでの使用にも最適。
●同一空間で最大30本の同時使用が可能。
●寸法：74（W）×184（H）×20（D）mm
●質量：約105g（電池を除く）
●使用電池：専用充電電池（WB-2000）
　または単3形乾電池（1個）

スイッチ1つで
切り換えが
かんたん！！

落としにくい形状と
落としても

壊れにくい構造…

プレストーク型
ワイヤレスマイク用充電器 ヘッドセットマイク

携帯型送信機専用の
ヘッドセットマイク。
※エアロビクスのような激しい動きを
　伴う使用には適しておりません。

携帯型送信機専用のクリップ
付きタイピン型マイク。

騒音の大きなところでの使用に
適した接話型マイク。
送信スイッチ付き。

YP-M101、YP-M301と組み合わ
せて、送信のON/OFFが可能です。
送信のON/OFFをしたいときのみ
必要です。

WM-1420を本体ごと差し込んで
充電することが可能です。(２台まで)
WB-2000-2  1個付属しています。

タイピン型マイク

接話型マイク スイッチケーブル

WM-1420専用の充電電池。
WB-2000 2本入り。

ワイヤレスマイク用充電電池

BC-1420 YP-M301 YP-M101

YP-M201 YP-P101 WB-2000-2

希望小売価格

￥39,900 (税抜￥38,000) 
希望小売価格

￥13,230 (税抜￥12,600) 
希望小売価格

￥5,355 (税抜￥5,100) 

希望小売価格

￥11,025 (税抜￥10,500) 
希望小売価格

￥5,460 (税抜￥5,200) 
希望小売価格

￥1,890 (税抜￥1,800) 

壊れにくい衝撃吸収構造を実現したタフなワイヤレスマイク

ワイヤレスマイク　プレストーク型
WM-1420
希望小売価格￥68,250 (税抜￥65,000) 

A/B切換機能耐衝撃設計 落下防止ストラップ付き



CD/SD/USBプレーヤーが一体となった
「ワイヤレスアンプ  WA-1712SD/1812SD」
従来のカセットデッキ、CDプレーヤーの再生はもとより、SDプレーヤー、USBプレーヤーの音源が再生できる、
持ち運び可能なワイヤレスアンプです。
体育の授業や学校行事、地域のスポーツイベントなどで便利にお使いいただけます。

ワイヤレスアンプ

ワイヤレスアンプ（ダイバシティ）　
WA-1812SD
希望小売価格￥210,000 (税抜￥200,000)

体育館や屋外での
授業などに

CD・SD・USB・カセット付

CDプレーヤー・SD部・カ
セットデッキ部にスピード
コントロール機能を搭載

CDプレーヤーユニット

USBメモリー挿入口

SDカード挿入口

カセットデッキユニット

ワイヤレスアンプ（シングル）　
WA-1712SD
希望小売価格￥189,000 (税抜￥180,000)

CD・SD・USB・カセット付

CD・SD・USBプレーヤーなど、
さまざまなプレーヤーの音源が再生可能なワイヤレスアンプ。

ＵＳＢメモリーなどから
データを読み込み、
高品位で再生します。

ワイヤレスアンプセット
WA-1712SD WM-1220 WA-1712SD WM-1220 WTU-1720 WA-1712SD WM-1220

DM-1300

WTU-1720

（ワイヤレスマイク1本の場合）

234,150

WA-1712SD 189,000
●ワイヤレスアンプ

WM-1220 45,150
●ワイヤレスマイク  ハンド型

ワイヤレスアンプセット
（ワイヤレスマイク2本の場合）

310,800

WA-1712SD 189,000
●ワイヤレスアンプ

WM-1220 45,150 X2 X3

X2

●ワイヤレスマイク  ハンド型

WTU-1720 31,500
●ワイヤレスチューナーユニット

ワイヤレスアンプセット
（ワイヤレスマイク3本・有線マイク1本の場合）

402,045

WA-1712SD 189,000
●ワイヤレスアンプ

WM-1220 45,150
●ワイヤレスマイク  ハンド型

WTU-1720 31,500
●ワイヤレスチューナーユニット

DM-1300 14,595
●ハンド型ダイナミックマイク

WA-1712SD WM-1220

DM-1300

WTU-1720

X2

X2

（ワイヤレスマイク2本・有線マイク2本の場合）

339,990

WA-1712SD 189,000
●ワイヤレスアンプ

WM-1220 45,150
●ワイヤレスマイク  ハンド型

WTU-1720 31,500
●ワイヤレスチューナーユニット

DM-1300 14,595
●ハンド型ダイナミックマイク

ワイヤレスアンプセット

●音楽CD、CD-RとSD/SDHCカード※, USBメモリーに書き込まれたMP3データが再生できます
　（録音はできません）。※記録メディア：SD,SDHC（最大32GB）に対応しています（SDXCには非対応です）。
●ワイヤレスマイク3本、有線マイク1本、またはワイヤレスマイク2本、有線マイク2本までの
　使用が可能です。（チューナーユニットの増設が必要です。）
●持ち運びしやすいコンパクトサイズ。（業界最軽量。約8kg。）
●大出力で明瞭度の高い音声。（最大25W。2ウェイスピーカー内蔵。）
●長時間の使用も安心、電池が長持ち。
●マイクなどの小物収納スペースも確保しています。
●CD、カセットデッキ、SD/SDHCは再生速度の調節が可能です。（USBメモリーはスピード可変できません。）
●CD-Rの再生が可能です。
●電源はAC100Vの他、単１乾電池（8本）、専用のニカド蓄電池を使用できます。
●電池の交換を知らせる表示灯を搭載しています。
●出力：AC時20W（最大出力25W）、DC時8W
●寸法：298（W）×460（H）×220（D）mm（ハンドル部収納時）
●質量：WA-1712SD/約8kg、WA-1812SD/約8kg

1 2 3 4







CD・SD・USB・カセット付 CD・SD・USB・カセット付

CD、カセット、SD　SDHCは再生速度調整可能。

CDプレーヤー・カセット
デッキ・SD/SDHC部
にスピードコントロール
機能を搭載

1 2 1 2









IP66

校内LAN活用インターホンの
ご提案

TOA  校内LAN 検索

パケットインターカムシステムの
学校における緊急通報・校内連絡
アプリケーションをご紹介します。



IP66

シリーズ シリーズ



IP66

IP66



TOAでは、小中学生を対象とした音楽プログラム「TOA Music 
Workshop」を2005年から開催しています。これは、体育館な
どの学校施設に音楽家とダンサーを派遣して行う参加型のプロ
グラム。子どもたちは仲間とともに生の音楽に触れ、感じ、体で
表現することを体験します。感性を刺激し、創造力や表現力への
扉を開く90分間。体験を通して子どもたちが出会うのは、それま
で気付かなかった「新しい自分」です。
本プログラムは、総合的な学習の時間などの一環として、学年単
位で実施。参加校は、毎年公募によって決定しています。

こうした活動は、TOAの社会貢献・メセナ活動の一
環です。TOAでは「TOA Meet！Music！Concept」
と題し、子どもたちの成長過程にあわせた４つの音楽
プログラムと、一つの調査プログラムを多角的に展開
しています。その取り組みが認められ、2010年には
「メセナアワード2010 文化庁長官賞」（公益社団法
人企業メセナ協議会主催）を受賞。芸術文化振興に
寄与するとともに、音響機器メーカーならではの次
世代育成活動として、高い評価をいただきました。

TOAが伝えたいのは、子どもたちの可能性。これまで
も、これからも、TOAは音楽との素晴らしい出会いを
サポートしていきます。

学校や保育園・幼稚園をはじめとする教育機関向けの音響・放送・
防災・防犯設備などの商品情報を紹介する「まなびやnet通信」を
リニューアルオープンいたしました。
目的や現場が抱える悩みを解決する商品を提案したり、実際にTOA
商品やシステムをご活用いただいている事例の紹介などを中心に紹
介しております。
また、校内LANを活用した学校連絡・緊急通報システムなどのFlash
コンテンツも公開しております。学校での音響や放送、防災・防犯に関
するお悩み解決のご参考に、ぜひアクセスしてください。

次代を担う子どもたちに、音楽の喜びや楽しさを

それぞれの世代に、それぞれのカタチでの音楽との出会いを

音響とセキュリティの商品情報サイト
「まなびやnet通信」リニューアルオープン！

http://www.toa.co.jp/products/manabiya/

TOA Music WorkshopTOA Music Workshop

http://www.toa.co.jp/mecenat/document.htm
2010年度版の調査結果はコチラ。

教育機関向け

［専門学校・大学生］プロの技を学ぶ

［中学生～高校生］ プロの道しるべ

［中学生］ 音楽を創る

［小学生～中学生］

匠 Workshop

神戸JAZZ

トライやる・ウィーク

TOA Music Workshop
音楽と出会う

TOA Music Workshop 検索

TOA  まなびや 検索

今すぐClick
！

今すぐClick
！

調査プログラム「TOA　音楽と教育の意識調査」で
は、「音楽と教育」に関わる親世代の意識を調査して
います。結果は広く公表するとともに、自社企画の立
案や、さらなる内容の充実に役立てています。



装備充実で
幅広く
使える

CDプレーヤー
（CD-R再生可能）

USB
プレーヤー

（CD・カセット・SD
  ／USB付）

2012.08

TOA Music Workshop
CD

・カ
セット・SD・USB付


