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非常放送防犯カメラ 避難誘導・拡声

体育館の放送システムのご提案

「ハウリング対策」「共鳴対策」「残響対策」など、体育館で必要とされるソリューションです。
TOAでは“体育館の音の悩み”を解決するためのシステムをご提案いたします。

音の悩みを
解決する！
体育館放送
システム

学校向け
放送・連絡・防犯設備のご提案

大切な児童・生徒をまもるために…
学校内の防災・防犯設備を充実させることも大切な事です。
子供たちにとって大切な、学校ですごす時間。そこで何よりも優先されなければならないのは、

ご父兄から預かっている児童・生徒を災害や事故などから守ることです。万一起こってしまった災害から子供たちを守る。
事故などを未然に防ぐ。学校内の安全管理の充実も大切なことです。

TOAでは防災・防犯マニュアルの設備・見直しとともに
音と映像による「安全管理」「通報・警報」「情報伝達・指示」の各システムをご提案します。

●このカタログは平成23年3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.D-062 TH06

2011.03

0570-064-475
0570-017-108

ナビダイヤル
＜通話料有料＞

携 帯

FAX
※PHS/IP電話からは
   つながりません。

ラインアレイスピーカー SR-T5

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。

「残響対策」
として“体育
館向けライン
アレイスピーカー”をご
用意致しました。また、
堅牢な防球構造を採用
しています。

体育館には“音の悩み”が一杯です。

●音響シミュレーションソフトを用いて、
ラインアレイ効果を視覚化しました。

●スピーカーの垂直方向への音の広がりが
抑えられているため、天井や後壁の反射
が起きにくく、残響に配慮した設計です。

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

非常に簡単な操作で「ハウ
リング対策」と「共鳴対策」の
2つを制御する“デジタルステ
レオミキサー”をご用意しま
した。

ラインアレイスピーカー
ならではの指向性制御により
カバーエリアに対し明瞭な
音を的確にサービス

緊急放送・連絡

自動音場制御機能「ARC機能」搭載

自動音場補正機能「ARC機能」とは？
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侵入者監視システム

可搬型拡声設備

放送設備

ポータブル
ワイヤレスアンプ

防災用メガホン移動用PAシステム

ワイヤレスマイクの
使用やCD再生も可能で
イベントなどで大活躍

使用用途に合わせて、
ワイヤレスや演奏機器、

プロセッサー等のシステムを
設計します

災害発生時に

壁掛型デジタルレコーダー

既存LANを活用した
多棟間の放送を
低コストで実現

デジタルアナウンスマシン

ネットワークオーディオ
アダプター

学校内の円滑なコミュニケーション ─ 安全・安心・快適な環境のために…。

始業時間やお昼休み、
終業時間の自動定時放送、
ラジオ体操の全校放送に。
特定のプログラム以外にも
任意の内容を録音・放送

可能です

既存の放送設備と緊急地震速報装置との連動に
よる緊急放送が可能。

災害発生

メロディクス

視聴覚室・会議室AV設備

非常用放送設備

マイク放送やチャイム定時放送などの業務放送の他に、火災時の避
難誘導や緊急地震速報の音声報知などの非常用放送を行えます。
もしものときに放送できないことがないように、古い非常用放送設
備は設備更新のご検討をお願いいたします。
また、非常用バッテリーの耐用年数は約4年です。4年近くたっている
バッテリーは交換の検討をお願いいたします。

耐用年数は約4年!!

音声警報対応・
壁掛型非常用放送設備

非常用バッテリー

パケットインターカム校内連絡放送システム

  校内放送システム
教室や廊下などに設置した端末から緊急連絡を行なえます。
端末や放送設備スピーカーへの呼出放送も行えます。
非常ボタンを押すと自動で緊急メッセージを端末や既存放送設備を利
用して放送できます。
  来校者の確認に
監視カメラと連動することで、来校者を映像と音声にて確認し電気錠を
開錠することができます。

IPドア端末

録る！見る！が一体化。
スペースがない場所でも
スッキリ設置O K！

駐車場用防犯カメラ

車上荒し対策に！
雨に直接かかる場所でもOK！
人間の目には見えない暗闇の

中での監視もOK！

既存の
非常業務放送設備、
施設規模に合わせて
交換機種をお選び
いただけます

校門・玄関用防犯カメラ

ネットワークカメラ

屋外設置OK！
旋回台・光学ズームレンズ

一体型カメラ

コンビネーションカメラ

LANに接続OK！

ワイドダイナミック機能
搭載カメラ

逆光でも映る！

ダミーカメラ（広角）

抑止効果に

ハンズフリー拡声器

動きながら
指示をする
先生に最適！

液晶プロジェクター

ワイヤレススピーカー

校門の出入りを職員室で一括監視。
ネットワークシステムも構築可能です。

大きな声で話す特別授業などで便利なワイヤレス機器です。

人間の目で
見えない暗闇でも

監視OK

屋外赤外LED照明付カメラ

●収納時

ワイヤレスシステム

プログラムタイマー

屋外赤外LED照明付カメラ

IP標準
マスター端末

ケガはない
ですか？

サウンドリピーター

デスク型アンプ
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