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ＤＢＤＢＤＢＤＢ----ＴＰＳ８ＡＴＰＳ８ＡＴＰＳ８ＡＴＰＳ８Ａ，，，，    ＤＳ－ＴＰＳ８ＡＤＳ－ＴＰＳ８ＡＤＳ－ＴＰＳ８ＡＤＳ－ＴＰＳ８Ａ，，，，    Ｄ－ＴＰＳ８ＡＤ－ＴＰＳ８ＡＤ－ＴＰＳ８ＡＤ－ＴＰＳ８Ａ    

アクティブ２ペア送信機  -ツイストペアＦｏｒmat-Ａ  -ミニジャック入力 

 

ＤＢ-ＴＰＳ８Ａ，                 ＤＳ－ＴＰＳ８Ａ，                Ｄ－ＴＰＳ８Ａ 

 

特徴： 

・ アンバランス-１０ｄＢＶミニジャックオーディオ入力 

・ 追加したＴＰＳ８Ａ送信機の接続用に背面パネルにＲＪ４５入力 

・ ペアＢへ左チャンネル（Ｌ）入力、ペアＣへ右チャンネル（Ｒ）入力 

・ 信号と電源のペアをＲＪ４５ジャックでパススルー 

・ ツイストペアケーブルを通じてリモート電源供給 

・ シングルペア送信機とのデイジーチェーン 

・ スタジオクオリティの精密なアクティブバランス回路  

 

用途： 

Ｄシリーズの-ＴＰＳ８Ａモジュールは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品と互換性のある２ペアオーディオ送信モジュールです。これらの

モジュールはウォールボックス、キャビネットおよびオーディオソースの接続に使用するエンクロージャーに取り付けることができるよう設

計されています。Ｄ－およびＤＳ－モデルはＲＤＬ ＷＢ－１ＵおよびＲＤＬ ＷＢ－２Ｕウォールボックス、または標準ＵＳ電気ボックスにマ

ウント可能です。Ｄ－ＴＰＳ８Ａは、ホワイトの前面パネルにグレーのレタリングがあしらわれており、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのリモートコ

ントロール機器とも相性のいい製品です。ＤＳ－ＴＰＳ８Ａは、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのステンレス製リモートコントロール機器と調和する

ステンレス製となっており、商業施設／工業施設でのインストレーションに使用できます。ＤＢ－ＴＰＳ８Ａの前面パネルは黒色にラミネート

加工されています。 

 

-ＴＰＳ８Ａモジュールは前面パネルにステレオミニジャック入力を１つ備えています。この入力はコンピューターや個人のメディアプレーヤ

ー等からの標準-１０ｄＢＶ民生用ラインレベル信号を受け取るように設計されています。この入力信号は通常動作レベルに最適化されたス

タジオクオリティのプリアンプを使用して増幅されます。増幅されたレフトとライト入力は、出力ケーブルのＰａｉｒ－ＢとＣに配置されます。こ

れらのモジュールは２つのケーブルペアのみを駆動させるため、１台のマイクレベルやラインレベルＦｏｒｍａｔ－Ａシングルペア送信機から

信号と電源を受けます。－ＴＰＳ８Ａは１つのシングルペア送信機とチェーンできます。－ＴＰＳ８Ａと同時にシングルペア送信機が接続され

ている場合、シングルペア送信機は、Ｐａｉｒ－Ａに供給する様設定しなればなりません。 

 

-ＴＰＳ８Ａモジュールは背面パネルにＦｏｒmat-A 入力を備えています。このＲＪ４５入力は先行の送信機からレフト及びライト信号を受け、ロ

ーカルミニジャック入力と共にサミングします。これにより複数の-ＴＰＳ８Ａモジュールを全てのミニジャック入力がアクティブの状態でシリ

ーズに接続することができます。 

 

-ＴＰＳ８Ａは同じツイストペアケーブルによって接続された他のどんなモジュールや信号分配器、ＲＤＬパワーインサーターからもツイスト

ペアケーブルを通してリモートで電源を供給することができます。ホテルの部屋等の暗い場所で目障りになる点灯表示は備えていません。 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは、シールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の高品質なオーディオ性能を備えています。シンプルな設計、容易な

取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは設計

者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢を提供します。 

 

 

 



 

 

ＤＢ-ＴＰＳ８Ａ， ＤＳ－ＴＰＳ８Ａ， Ｄ－ＴＰＳ８Ａ 

 

 

仕様： 

入力（２）：   １０ｋΩアンバランス ステレオ、Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続：   ミニジャック（前面パネル）、ＲＪ４５（背面パネル） 

入力レベル：  -１０ｄＢＶ、+１０ｄＢＶ最大 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（２）：  Ｂ（レフト）、Ｃ（ライト） 

ゲイン：   １２ｄＢ 

出力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

出力接続：   ＲＪ４５ 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ）、０．０１％以下（１ｋＨz） 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -８５ｄＢ以下、最大１０台までの-ＴＰS８Ａモジュール接続の場合 -７５ｄＢ以下  

クロストーク：  ８５ｄＢ以下（１ｋＨｚ），７５ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上 

電源接続：   ＲＪ４５ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４４×４．３７×３．３７ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 

 

 



 

 

ＦＰ－ＴＰＳ４ＡＦＰ－ＴＰＳ４ＡＦＰ－ＴＰＳ４ＡＦＰ－ＴＰＳ４Ａ    

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ ２ペアオーディオ送信機 

 

特徴： 

・ 固定オーディオ出力のテレビからのＦｏｒａｍａｔ－Ａ送信機 

・ レフトとライトオーディオチャンネルを送信 

・ 固定レベルのオーディオソースからのアンバランスステレオ入力 

・ モノラルアンプからのバランスオーディオ入力 

・ 各ＲＪ４５出力への高品質オーディオ分配 

・ ＲＪ４５の２系統Ｆｏｒｍａｔ－Ａ出力 

・ 接続した受信機に電源を分配 

・ 出力電圧用に自動リセットヒューズ 

・ 超小型オールメタル構造 

 

用途： 

ＦＰ－ＴＰＳ４Ａは、通常、設置されている業務用テレビからのステレオラインレベルもしくは１～３Ｗモノラルアンプ固定レベル信号のいず

れかを受けるＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａオーディオ送信機です。ＦＰ－ＴＰＳ４Ａは、ソース信号を２系統Ｆｏｒｍａｔ－Ａ出力ジャックに分配し複数のＦ

ｏｒｍａｔ-Ａ受信機に送ります。 

入力はアンバランスステレオか増幅したモノラル入力のいずれかを受けます。ＦＰ－ＴＰＳ４Ａは、Ｐａｉｒ－Ｂ／Ｃのバランスツイストペアケー

ブルでアンバランスレフト及びライトソースを送ります。増幅したモノラル信号が接続されている場合、モノラルソースはＰａｉｒ－ＢとＣの両方

に送られます。優れたオーディオの忠実度や低ノイズ性能のために、オーディオ回路はアクティブバランスです。 

 

ＦＰ－ＴＰＳ４Ａは通常ＡＣ電源が利用可能な場所であるテレビの裏に取り付けられます。２４Ｖｄｃ電源がＦＰ－ＴＰＳ４Ａと接続した受信モジュ

ールに供給されます。設備を容易にするために接続された受信機には電源を接続する必要はありません。前面パネルにある青色のＬＥＤ

は、ＦＰ－ＴＰＳ４Ａが２４Ｖｄｃの受け取りや両方のＲＪ４５に分配を行った時に点灯します。分配したｄｃ出力電圧は自動リセットヒューズによ

りショート保護がされています。どちらかの出力ジャックに電源故障が起こった場合には青色のＬＥＤが消えます。 

 

ＦＰ－ＴＰＳ４Ａはベッドサイドや化粧室での使用に適しています。出力はＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ受信機全てに完全互換します。 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは、シールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の高品質なオーディオ性能を備えています。シンプルな設計、容易な

取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは設計

者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＦＰ－ＴＰＳ４Ａ 

 

仕様： 

入力（３）：   ２０ｋΩアンバランス（２、レフト及びライト）、１００Ωバランス（増幅したモノラル） 

入力接続：   フォノジャック（アンバランス）、ミニジャック（バランス） 

入力レベル：  -１０ｄＢＶアンバランス、１Ｗ（８Ω）～１０Ｗ（８Ω）バランス、ノミナル２Ｗ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（２）：  Ｂ、Ｃ 

出力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

出力接続：   ＲＪ４５ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -８５ｄＢ以下、 

クロストーク：  -８５ｄＢ以下（１０Ｈｚ～１０ｋＨｚ）、-８０ｄＢ以下（１０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム：  １８ｄＢ以上 

インジケーター：  電源（入出力作動） 

電源接続：   電源ジャック（ロック） 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ+接続負荷 ； 最大負荷電流： ５００ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ４．２７×８．６×１０．５ 



 

 

ＦＰ－ＴＰＳＦＰ－ＴＰＳＦＰ－ＴＰＳＦＰ－ＴＰＳＲＲＲＲ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ    

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ ２ペアオーディオ送信機／受信機 

 

特徴： 

・ 送信機／受信機モジュールの組み合わせ 

・ ホテルのルームオーディオシステムに最適 

・ 接続しているモジュール全てに電源を分配 

・ 出力電圧用に自動リセットヒューズ 

・ 超小型オールメタル構造 

・ 固定オーディオ出力のテレビからのＦｏｒａｍａｔ－Ａ送信機 

・ レフトとライトオーディオチャンネルを送信 

・ 固定レベルオーディオソースからのアンバランスステレオ入力 

・ モノラルアンプからのバランスオーディオ入力 

・ 各ＲＪ４５出力への高品質オーディオ分配 

・ ＲＪ４５の２系統Ｆｏｒｍａｔ－Ａ出力 

・ Ｄ－ＴＰＳ８Ａなどの２ペア送信機に互換性のあるＦｏｒｍａｔ－Ａ受信機 

・ ＲＣＡコネクタの２系統-１０ｄＢＶステレオアンバランス出力 

・ Ｐｉａｒ－Ｂへ左チャンネル（Ｌ）入力、Ｐａｉｒ－Ｃへ右チャンネル（Ｒ）入力 

・ 出力はテレビのＡＵＸ入力に送られる 

 

用途： 

ＦＰ－ＴＰＳＲ４Ａは、ホテルの部屋にあるテレビ、リスニングステーションやオーディオ入力パネル間のインターフェースを提供する送信機

／受信機です。 

 

送信機部分はＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａオーディオ送信機で、通常、設置されている業務用テレビからのステレオラインレベルもしくは１～３Ｗの

増幅したモノラル固定レベル信号のいずれかを受けます。ＦＰ－ＴＰＳＲ４Ａは、ソース信号を２つのＦｏｒｍａｔ－Ａ出力ジャックに分配し複数

のＦｏｒｍａｔ-Ａ受信機に送ります。 

 

入力はアンバランスステレオか増幅したモノラル入力のいずれかを受けます。ＦＰ－ＴＰＳＲ４Ａは、Ｐａｉｒ－Ｂ／Ｃのバランスツイストペアケ

ーブルでアンバランスレフト及びライトソースを送ります。増幅したモノラル信号が接続されている場合、モノラルソースはＰａｉｒ－ＢとＣの両

方に送られます。優れたオーディオの忠実度やローノイズ性能のために、オーディオ回路はアクティブバランスです。 

 

受信機部分は、ポータブルコンピューターやメディアプレーヤー用のＤ－ＴＰＳ８Ａステレオ入力パネルのような送信機モジュールから送ら

れるＲＪ４５入力を備えたＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ受信機です。ペアＢとＣで受信したオーディオ信号は、標準-１０ｄＢＶ民生用レベルの２系統の

ステレオＲＣＡコネクタへ送信するために増幅されます。出力のうち１つはテレビのＡＵＸ入力に接続され、他の出力は部屋の中のステレオ

アンプ入力に送ることができます。 

 

ＦＰ－ＴＰＳＲ４Ａは通常ＡＣ電源が利用可能な場所であるテレビの裏に取り付けられます。２４Ｖｄｃ電源がＦＰ－ＴＰＳＲ４Ａと接続した送信／

受信モジュールに供給されます。設備を容易にするために接続した送信機／受信機には電源を接続する必要はありません。前面パネル

にある青のＬＥＤは、ＦＰ－ＴＰＳＲ４Ａが２４Ｖｄｃの受け取りやＲＪ４５ジャック３つ全てに分配を行った時に点灯します。分配したｄｃ出力電圧

は自動リセットヒューズによりショート保護がされています。出力ジャックのいずれかに電源故障が起こった場合には青ＬＥＤが消えます。 

 

ＦＰ－ＴＰＳ４Ａはベッドサイドや化粧室での使用に適しています。入出力はＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ受信機全てに完全互換します。 



 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは、シールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の高品質なオーディオ性能を備えています。シンプルな設計、容易な

取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは設計

者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢を提供します。 

 

 

 

仕様： 

入力（３）：   ２０ｋΩアンバランス（２、レフト及びライト）、１００Ωバランス（増幅したモノラル） 

入力接続：   ＲＣＡフォノジャック（アンバランス）、ミニジャック（バランス） 

入力レベル：  -１０ｄＢＶアンバランス、１Ｗ（８Ω）～１０Ｗ（８Ω）バランス、ノミナル２Ｗ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（２）：  Ｂ、Ｃ 

出力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

出力接続：   ＲＪ４５ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -８５ｄＢ以下 

クロストーク：  -８５ｄＢ以下（１０Ｈｚ～１０ｋＨｚ）、-８０ｄＢ以下（１０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム：  １８ｄＢ以上 

受信機部 

入力：   ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続：   ＲＪ４５ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（２）： Ｂ（レフト）、Ｃ（ライト） 

出力：   １００Ωアンバランス 

出力接続（２）：  ＲＣＡフォノ ステレオ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -９０ｄＢ以下 

クロストーク：  ９０ｄＢ以下（１ｋＨz）、７５ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

-１０ｄＢＶ以上のヘッドルーム： ２０ｄＢ以上 

インジケーター：  電源（入出力動作） 

電源接続：   電源ジャック（ロック） 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠３５ｍＡ+接続負荷 

最大負荷電流：  ５００ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ４．２７×８．６×１６．７ 

 



 

 

Ｄ－ＨＡ１ＡＤ－ＨＡ１ＡＤ－ＨＡ１ＡＤ－ＨＡ１Ａ，，，，    ＤＢＤＢＤＢＤＢ－－－－ＨＡ１ＡＨＡ１ＡＨＡ１ＡＨＡ１Ａ，，，，    ＤＳ－ＨＡ１ＡＤＳ－ＨＡ１ＡＤＳ－ＨＡ１ＡＤＳ－ＨＡ１Ａ    

Ｆｏｒｍａｔ－Ａステレオヘッドフォンアンプ 

 

 

Ｄ－ＨＡ１Ａ，                   ＤＢ－ＨＡ１Ａ，                ＤＳ－ＨＡ１Ａ 

 

特徴： 

・ ユーザーレベルコントロール付のヘッドフォンアンプ 

・ 標準ミニジャックに出力 

・ 壁面やキャビネットに取り付け 

・ ＲＪ４５の入力および電源接続 

・ ツイストペアケーブルを使用したＦｏｒｍａｔ－Ａへの接続 

・ ＲＤＬツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機からの電源供給 

・ 追加モジュールを接続するためにＲＪ４５ループスルー 

・ 自動リセットヒューズによる保護 

・ 全てスチールのパネル及び背面エンクロージャー付のＤｅｃｏｒａ®仕様 

 

用途： 

Ｄシリーズの-ＨＡ１Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品に互換性のある２ペア受信機及びオーディオヘッドフォンアンプです。各－Ｈ

Ａ１A はＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機から入力される背面パネルのＲＪ４５ジャックを通じてステレオオーディオと２４Ｖdc 電源を受けます。ツイストペ

アケーブルのペアＢとＣで受けるレフトとライトオーディオ信号は、増幅され３．５ｍｍ出力ミニジャックのレフトとライトチャンネルに送られ

ます。 

 

前面パネルにはヘッドフォン出力ジャックとシングルターンのユーザーボリュームコントロールが備わっています。ホテルの部屋等の暗い

場所で目障りになる点灯表示は備えていません。優れたオーディオ明瞭度と低ノイズ性能のため、オーディオ入力回路は大変同相除去が

高く、高品質のステレオヘッドフォンアンプを備えています。 

 

－ＨＡ１Ａはベッドサイドや化粧室にリスニングステーションを設けるゲストルームへの設置に適しています。入力はＲＤＬ ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送

信機全てに互換します。 

 

－ＨＡ１Ａは２つのＦｏｒｍａｔ－Ａ ＲＪ４５ジャックが備わっています。ジャックは入力として使用する可能性もあります。その他のＲＪ４５は追

加の－ＨＡ１Ａまたは他のＦｏｒｍａｔ－Ａ受信機を接続するために使用する事が可能です。 

 

設置は簡単で経済的です。標準ツイストペアケーブルはＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機を－ＨＡ１A に接続する時に使用します。 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは、シールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の高品質なオーディオ性能を備えています。シンプルな設計、容易な

取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは設計

者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢を提供します。 

 

 

 

 

 



 

 

Ｄ－ＨＡ１Ａ， ＤＢ－ＨＡ１Ａ， ＤＳ－ＨＡ１Ａ 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続：   ＲＪ４５ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（２）： Ｂ、Ｃ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ出力：  ＲＪ４５（ループスルー） 

出力：   ステレオ、２５ｍＷ、チャンネル毎 （１００Ω） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±１ｄＢ、１００Ω） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０１％以下（１ｋＨz、１０ｍＷ） 

ノイズ：   -９０ｄＢ以下（最大ゲイン） 

クロストーク：  -８５ｄＢ以下（１ｋＨｚ）、-７０ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

電源接続：   ＲＪ４５（Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機によって電源供給） 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４４×４．３７×３．９４ 

 



 

 

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＴＰＡ１ＡＴＰＡ１ＡＴＰＡ１ＡＴＰＡ１Ａ，，，，    ＤＢＤＢＤＢＤＢ－－－－ＴＰＡＴＰＡＴＰＡＴＰＡ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ，，，，    ＤＳ－ＤＳ－ＤＳ－ＤＳ－ＴＰＡＴＰＡＴＰＡＴＰＡ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ    

３．５Ｗオーディオパワーアンプ 

 

Ｄ－ＴＰＡ１Ａ，                 ＤＢ－ＴＰＡ１Ａ，                  ＤＳ－ＴＰＡ１Ａ 

 

特徴： 

・ ８Ωで３．５Ｗ ＲＭＳオーディオアンプ 

・ ４Ωで６．５Ｗ ＲＭＳオーディオアンプ 

・ 出力は４Ωまたは８Ωスピーカーを駆動 

・ 省エネルギーのスリープモード作動で設定レベルが最小に 

・ 高効率のＣｌａｓｓ Ｄ動作 

・ 傷がつきにくく長寿命のＶＣＡレベル調整 

・ ＲＪ４５で入力と電源接続 

・ ツイストペアケーブルを使用してＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機に接続 

・ ＲＤＬツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機から電源供給 

・ ユーロ型ターミナルブロックにスピーカー出力接続 

・ 超小型オールメタル構造 

・ サーマルおよびショート回路保護 

 

用途： 

-ＴＰＡ１Ａモジュールは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品に互換性のある２ペアオーディオアンプモジュールです。各－ＴＰＡ１Ａ受信

機は背面パネルのＲＪ４５ジャックを通じてステレオオーディオと２４Ｖdc 電源を受けます。ツイストペアケーブルのＰｉａｒ－ＢとＣで受けるレ

フトとライトオーディオ信号は、モノラルにサミングされ増幅されます。増幅した出力レベルは、前面パネルのボリュームコントロールでコン

トロールする内蔵ＶＣＡで設定します。ＶＣＡアッテネーターには傷が付きにくいゲイン調整が提供されます。 

 

-ＴＰＡ１Ａの回路は低電力消費設計です。アンプは、心地よくはっきりとした音の明瞭性に合わせたオーディオフィルターを備えた高効率の

ＣｌａｓｓＤ増幅段により供給されます。高効率のＣｌａｓｓ Ｄ出力段ではどんなレベルの音声や音楽モジュレーションでも発生する熱はごくわず

かです。ユーザーがオーディオレベルを最小にした場合、Ｃｌａｓｓ Ｄ出力段の電源はオフになります。このスリープモードの状態はユーザ

ーが出力レベルを上げるまでは有効です。 

 

出力は４Ωまたは８Ωのスピーカーを駆動します。スピーカーケーブルはユーロ型ターミナルブロックを使用してモジュールに接続しま

す。 

 

前面パネルには表示灯は設けていないため、－ＴＰＡ１Ａは暗い部屋・場所への設置に適しています。設置は簡単で迅速に行え、必要なの

はスピーカーのリード線とツイストペアＲＪ４５の接続だけです。 

 

-ＴＰＡ１ＡはどのＲＤＬ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機からの入力や電源供給も行うことが可能で、テレビモニターに接続されている送信機から入力

するサービス設備に理想的です。（例：固定オーディオ出力レベルのＴＶからＦＰ－ＴＰＳ４Ａーディオ送信機へ） 

 

ユーザー調整可能なシングルスピーカーの壁掛けアンプのアンプが必要な場合には-ＴＰＡ１Ａを使用します。費用対効果が高く、高性能な

オーディオシステムのため、アンプと他のＲＤＬ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ製品を組み合わせます。 

 

 



 

 

Ｄ－ＴＰＡ１Ａ， ＤＢ－ＴＰＡ１Ａ， ＤＳ－ＴＰＡ１Ａ 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続：   ＲＪ４５ 

ゲイン調整：   シングルターン Ａカーブ、ＶＣＡアッテネーター 

周波数特性：  ５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１．５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（＠１ｋＨｚ、１Ｗ） 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下（１Ｗ ＲＭＳ基準） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

出力：   ３．５Ｗ ＲＭＳ最大（８Ω）、６．５Ｗ ＲＭＳ最大（４Ω） 

消費電力：   ４５ｍＡ（待機中）、９５ｍＡ（１Ｗ、８Ω）、１５０ｍＡ（１Ｗ、４Ω） 

２１５ｍＡ（３．５Ｗ、８Ω） 

消費電力（スリープモード）： ０．３Ｗ以下 

スリープモード（有効）：  オーディオゲイン-６０ｄＢ以下で作動 

周辺動作環境：  ０℃～最大４０℃、２０℃推奨 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４４×４．３２×５．４７ 



 

 

ＴＰＴＰＴＰＴＰ－ＨＡ１Ａ－ＨＡ１Ａ－ＨＡ１Ａ－ＨＡ１Ａ    

Ｆｏｒｍａｔ－Ａステレオヘッドフォンアンプ 

 

 

特徴： 

・ ユーザーレベルコントロール付のヘッドフォンアンプ 

・ 標準ヘッドフォンに２５ｍＷのパワー 

・ 標準ミニジャックに出力 

・ 平面であればどこにでも取り付け可 

・ ＲＪ４５の入力および電源接続 

・ ツイストペアケーブルを使用したＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機への接続 

・ ＲＤＬツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機からの電源供給 

・ 追加モジュールを接続するためにＲＪ４５ループスルー 

・ 自動リセットヒューズによる保護 

・ 超小型オールメタル構造 

 

 

用途： 

ＴＰ－ＨＡ１A はＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品に互換性のある２ペア受信機、及びオーディオヘッドフォンアンプです。Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送

信機から入力される背面パネルのＲＪ４５ジャックを通じてステレオオーディオと２４Ｖｄｃ電源を受けます。ツイストペアケーブルのＰａｉｒ－Ｂ

とＣで受けるレフトとライトオーディオ信号は、増幅され、３．５ｍｍ出力ミニジャックのレフトとライトチャンネルに送られます。 

 

前面パネルにはヘッドフォン出力ジャックとシングルターンのユーザーボリュームコントロールが備わっています。ホテルの部屋等の暗い

場所で目障りになる点灯表示は備えていません。優れたオーディオ明瞭度と低ノイズ性能のため、オーディオ入力回路は大変同相除去が

高く、高品質のステレオヘッドフォンアンプを備えています。 

 

ＴＰ－ＨＡ１Ａはベッドサイドや化粧室にリスニングステーションを設けるゲストルームへの設置に適しています。入力はＲＤＬ ®Ｆｏｒｍａｔ－

Ａ送信機全てに互換性があります。 

 

ＴＰ－ＨＡ１Ａは２つのＦｏｒｍａｔ－Ａ ＲＪ４５ジャックが備わっています。ジャックは入力として使用する可能性もあります。その他のＲＪ４５は

追加のＴＰ－ＨＡ１Ａまたは他のＦｏｒｍａｔ－Ａ受信機を接続するために使用する事が可能です。 

 

設置は簡単で経済的です。標準ツイストペアケーブルはＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機をＴＰ－ＨＡ１A に接続する時に使用します。ＴＰ－ＨＡ１Ａのベ

ースプレートはＲＪ４５コネクタのついたツイストペアケーブルをインストーラーがあらかじめ配線出来る様、カットアウトがあります。ツイス

トペアケーブル／コネクタは取り付けの前にベースプレートを通して供給する事が可能です。ベースプレートにはネジ２本で取り付けられ、

ツイストペアケーブルはプラグインされ、その後カバープレートがネジ１本で取り付けられています。 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは、シールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の高品質なオーディオ性能を備えています。シンプルな設計、容易な

取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは設計

者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢を提供します。 

 

 

 



 

 

ＴＰ－ＨＡ１Ａ 

 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続：   ＲＪ４５ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（２）： Ｂ、Ｃ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ出力：  ＲＪ４５（ループスルー） 

出力：   ステレオ、２５ｍＷ、チャンネル毎 （１００Ω） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±１ｄＢ、１００Ω） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０１％以下（１ｋＨz、１０ｍＷ） 

ノイズ：   -９０ｄＢ以下（最大ゲイン） 

クロストーク：  -８５ｄＢ以下（１ｋＨｚ）、-７０ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

電源接続：   ＲＪ４５（Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機によって電源供給） 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ２．８７×６．５３×９．９２ 



 

 

ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＲＴ２ＲＴ２ＲＴ２ＲＴ２    

リモートコントロールセレクター 

 

 

特徴： 

・ ＯＮまたはＯＦＦのリモート切り替え 

・ 各機能へのシングルボタン選択 

・ オープンコレクタースイッチング 

・ ３ワイヤ又は４ワイヤリモートワイヤリング 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬリモートコントロールにも対応 

 

 

用途： 

ＤＢ－ＲＴ２の前面パネルには２個の関連するＬＥＤが付いた２つのプッシュボタンがあります。電源投入時は、ＯＦＦモードが選択されます。

他のボタンに触れると、ＯＦＦは選択解除され、すぐにＯＮが選択されます。どのモードが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに

表示されます。 

 

通常の設置では、ＤＢ－ＲＴ２はオーディオ、もしくはビデオソースのオン／オフに使用されます。オーディオソースをオンにするには、ＤＢ

－ＲＴ２をＲＤＬ® ＳＴ-ＳＳＲ１またはＳＴ-ＲＸ２ソリッドステートオーディオスイッチに接続します。ビデオスイッチングには、ＲＤＬ・ＴＸ-ＭＶＸ

を使います。上記の各例では、トリガーに必要な出力は一つだけです。従って、リモート接続にはシールドされたシングルペア（３コンダクタ

ーケーブル）が必要とされます。更に複雑なスイッチングネットワーク用には、両方の出力（ＯＮ／ＯＦＦ）が使用されます。オーディオもしく

はビデオコントロール設置の際ＲＴ２は、ＲＬＣ２、ＲＬＣ３やＲＬＣ１０Ｋなどの、ＲＤＬ・リモートボリュームコントロールに隣接して取り付けま

す。 

 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートを使用してください。 

 

 

 

 

仕様： 

セレクター（２）：  モメンタリ・プッシュボタン（ＯＮとＯＦＦに各１） 

インジケーター（２）：  緑／赤ＬＥＤ（それぞれＯＮ／ＯＦＦの状態表示） 

接続：   ユーロ型ターミナルブロック 

電源入力；ＯＮ／ＯＦＦ（最大２５ｍＡ）への独立したオープンコレクター出力 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠 ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ  

周辺動作環境：  ０°～５５° 



 

 

ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＲＬＣ３ＲＬＣ３ＲＬＣ３ＲＬＣ３    

リモートレベルコントロール －レベルプリセット型 

 

 

特徴： 

・ プリセットされたオーディオレベルのリモート選択 

・ プッシュボタン式レベル選択 

・ ４つの選択可能なシステムレベル、又は３つのレベル＋ＯＦＦ 

・ ＬＥＤ表示（緑） 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

用途： 

ＤＢ－ＲＬＣ３は、ＳＴ－ＶＣＡ３、ＲＵ－ＶＣＡ２とＲＵ－ＶＣＡ２Ｄ電圧制御アンプなど、外部１０ｋΩの抵抗によるコントロ

ールを利用する０〜１０Ｖｄｃのコントロール入力を備えたＲＤＬ®コントロールモジュールと直接インタフェースするようにデザ

インされています。ＤＢ－ＲＬＣ３には４つのモメンタリ・プッシュボタンが付いており、各ボタンは選択された４つのレベルの内

の１つに対応します。 

通常の設置では、ＤＢ－ＲＬＣ３はＲＤＬ・ＶＣＡに接続します。ＤＢ－ＲＬＣ３はＶＣＡと同じ電源で作動します。電源投入時、

ＤＢ－ＲＬＣ３はＮＯＲＭレベルを初期値とします。その後、高い方のレベルＨＩＧＨと、２つの低い方のレベルＬＯＷとＭＩＮが

選択可能になります。ＤＢ－ＲＬＣ３がＨＩＧＨポジションに設定されると、ＶＣＡは最大ゲインになります。ＮＯＲＭ、ＬＯＷ、

そしてＭＩＮレベルは、ＤＢ－ＲＬＣ３本体の両サイドのトリムポットをインストーラーが使用することによって、調整が可能とな

ります。一度設置すると、調整部分はユーザーからは見えなくなります。 

 

仕様： 

インターフェース： ０〜１０Ｖｄｃ１０ｋΩの抵抗コントロールを利用するＲＤＬ®コントロールモジュールと直接接続（参照：

ST-VＣＡ３，ＲＵ－ＶＣＡ２） 

出力：   ４ステップで抵抗を接地して選択（ＣＴＲＬターミナル）： 

   ＲＬＣ３出力  ＳＴ－ＶＣＡ３ゲイン 

   ＨＩＧＨ  １０ｋΩ   ０ｄＢ 

   ＮＯＲＭ  調整可能   -３ｄＢ～-３０ｄＢ 

   ＬＯＷ  調整可能   -５ｄＢ～-４０ｄＢ 

   ＭＩＮ  調整可能   -１０ｄＢ～ＯＦＦ 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５０℃ 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 



 

 

ＤＤＤＤＢＢＢＢ－ＲＬＣ－ＲＬＣ－ＲＬＣ－ＲＬＣ１０１０１０１０，，，，    ＤＳ－ＲＬＣ１０ＤＳ－ＲＬＣ１０ＤＳ－ＲＬＣ１０ＤＳ－ＲＬＣ１０    Ｄ－ＲＬＣ１０Ｄ－ＲＬＣ１０Ｄ－ＲＬＣ１０Ｄ－ＲＬＣ１０    

リモートレベルコントロール  

 

       

DB-RLC10         DS-RLC10   D-RLC10 

 

特徴： 

・ ローターリーオプティカルエンコーダー・リモートレベルコントロール 

・ １ヶ所あるいは複数の場所でコントロール 

・ コントロール箇所は最大１０ヶ所 

・ ０～１０Vｄｃまでの一体型ランプジェネレーター 

・ 動作レベルのビジュアルレベル表示 

・ 調整中は表示が明るくなる 

・ 調整後は表示が暗くなる 

・ 最後に使用したレベルで起動 

・ 全ＲＤＬ ＶＣＡモジュールに互換 

・ 白と黒およびステンレスが利用可能 

 

 

用途： 

Ｄシリーズの－ＲＬＣ１０は、１ヶ所あるいは複数の場所でユーザー調整が可能なロータリーリモートレベルコントロールです。オプティカル

エンコーダー技術により、安定してレベルを調整でき、長期間故障の心配もなく、ノイズのない動作でありながら、持続的なつまみの回転を

可能にします。このコントロールは０～１０Ｖｄｃランプ入力によりＲＤＬ ＶＣＡ及びＯＥＭ機器に直接接続します。 

 

１台の－ＲＬＣ１０は、シングルペア・シールドオーディオケーブルあるいはシールドなしのケーブルをランプコントロールＶＣＡに接続しま

す。背面パネルのスイッチはＭＡＳＴＥＲとしてコントロールの構成を行います。ＭＡＳＴＥＲモードでは、コントロールが０～１０Ｖｄｃランプ出

力間で駆動し、他の－ＲＬＣ１０コントロールが接続されている場合に備えパルス端子のモニターを行います。 

 

追加の９台の－ＲＬＣ１０コントロールは、ＵＴＰケーブル（ＣＡＴ５かＣＡＴ６または同等のもの）を使用してＭＡＳTER コントロールと並列で配

線します。追加するリモートコントロールの背面パネルにあるＭＯＤＥスイッチをそれぞれＳＬＡＶＥモードにセットします。 

 

コントロールが１台の場合も複数の場所にコントロールが接続されている場合も動作は同じです。前面パネルのつまみを回すと０～１０Ｖｄ

ｃランプ電圧が上昇あるいは減少します。つまみをもっと早く回した時にスムーズに反応し、ハウリングが急速除去されながら、変化の速度

が速くなるアクセレ―ションが設けられています。コントロールつまみを取り囲むリング状のＬＥＤは仮想ポインターとして動作します。－Ｒ

ＬＣ１０を調整していない時には、目障りにならないよう表示が暗くなります。調整している間、この表示はまた明るくなります。 

 

停電した場合には、内蔵不揮発性メモリが最後に使用したレベル値を保存します。電力が復旧すると、０～１０Ｖ出力が停電時の動作レベ

ルに戻ります。 

 

ＳＬＡＶＥ ＭＯＤＥにセットした複数の－ＲＬＣ１０コントロールは、ＲＤＬ ＲＵ－ＶＣＡ２ＡあるいはＲＵ－ＶＣＡ６Ａに接続し、ランプジェネレー

ターとしてＶＣＡを使用します。この接続は、－ＲＬＣ１０出力パルス数とパルス幅に互換性がありオープンコレクターパルスを受けるＯＥＭ

機器と共に使用することも可能です。 



 

 

－ＲＬＣ１０コントロールはスチール製のフレームで作られています。電子部品は完全に背面クロージャー内で保護されています。接続は

背面パネルのユーロ型ターミナルブロックを通して行います。 

 

Ｄシリーズの－ＲＬＣ１０の機能は全て高品質のシステム内で 1 ヶ所または複数の箇所でリモートレベルコントロールをする際に組み合わ

せて使うと理想的な選択肢となります。ＲＤＬ ＶＣＡモジュールと共に使用するかもしくは、オーディオ／ビデオシステムの一部として、他の

ＲＤＬリモートアクセサリーと横並びに組み合わせて使用します。 

 

 

仕様： 

ランプ：   ０～１０Ｖｄｃ（ＳＬＡＶＥモード入力、ＭＡＳＴＥＲモード出力） 

パルス出力（２）：  オープンコレクター＠２０ｍＡ（ＵＰ、ＤＯＷＮ） 

パルス持続時間；  ５００ｕＳ（最小）～４ｍＳ（最大） 

パルスの間隔：  ５００ｕＳ（最小、連続するパルス間） 

回転、最小～最大の概算： ５（ゆっくり回転、アクセレ―ションなし） 

   ３（中間の早さでの回転、アクセレ―ションあり） 

   １（反時計回りに一番早く回転） 

レベルコントロール：  オプティカルロータリーエンコーダー 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ、接地準拠 

取り付け：   ＵＳ電気ボックス、ＲＤＬ ＷＢ－またはＳＭＢ－シリーズのボックス、装飾プレート別売 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４４×３．３３×２．４９（つまみを除外）、３．９３（つまみを含む） 

 



 

 

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＲＴ２ＲＴ２ＲＴ２ＲＴ２    

リモートコントロールセレクター 

 

 

 

特徴： 

・ ＯＮまたはＯＦＦのリモート切り替え 

・ 各機能へのシングルボタン選択 

・ オープンコレクタースイッチング 

・ ３ワイヤ又は４ワイヤリモートワイヤリング 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬリモートコントロールにも対応 

 

 

用途： 

Ｄ－ＲＴ２の前面パネルには２個の関連するＬＥＤが付いた２つのプッシュボタンがあります。電源投入時は、ＯＦＦモードが選択されます。

他のボタンに触れると、ＯＦＦは選択解除され、すぐにＯＮが選択されます。どのモードが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに

表示されます。 

 

通常の設置では、Ｄ－ＲＴ２はオーディオ、もしくはビデオソースのオン／オフに使用されます。オーディオソースをオンにするには、Ｄ－Ｒ

Ｔ２をＲＤＬ® ＳＴ-ＳＳＲ１またはＳＴ-ＲＸ２ソリッドステートオーディオスイッチに接続します。ビデオスイッチングには、ＲＤＬ・ＴＸ-ＭＶＸを使

います。上記の各例では、トリガーに必要な出力は一つだけです。従って、リモート接続にはシールドされたシングルペア（３コンダクター

ケーブル）が必要とされます。更に複雑なスイッチングネットワーク用には、両方の出力（ＯＮ／ＯＦＦ）が使用されます。オーディオもしくは

ビデオコントロール設置の際Ｄ－ＲＴ２は、ＲＬＣ２、ＲＬＣ３やＲＬＣ１０Ｋなどの、ＲＤＬ・リモートボリュームコントロールに隣接して取り付けま

す。 

 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートを使用してください。 

 

 

 

仕様： 

セレクター（２）：  モメンタリ・プッシュボタン（ＯＮとＯＦＦに各１） 

インジケーター（２）：  緑／赤ＬＥＤ（それぞれＯＮ／ＯＦＦの状態表示） 

接続：   ユーロ型ターミナルブロック 

電源入力；ＯＮ／ＯＦＦ（最大２５ｍＡ）への独立したオープンコレクター出力 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠 ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ  

周辺動作環境：  ０°～５５° 

 



 

 

ＤＳ－ＤＳ－ＤＳ－ＤＳ－ＲＴ２ＲＴ２ＲＴ２ＲＴ２    

リモートコントロールセレクター 

 

 

 

特徴： 

・ ＯＮまたはＯＦＦのリモート切り替え 

・ 各機能へのシングルボタン選択 

・ オープンコレクタースイッチング 

・ ３ワイヤ又は４ワイヤリモートワイヤリング 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬリモートコントロールにも対応 

 

 

 

用途： 

ＤＳ－ＲＴ２前面パネルには２個の関連するＬＥＤが付いた２つのプッシュボタンがあります。電源投入時は、ＯＦＦモードが選択されます。

他のボタンに触れると、ＯＦＦは選択解除され、すぐにＯＮが選択されます。どのモードが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに

表示されます 

 

通常の設置では、ＤＳ－ＲＴ２はオーディオ、もしくはビデオソースのオン／オフに使用されます。オーディオソースをオンにするには、ＤＳ

－ＲＴ２をＲＤＬ® ＳＴ-ＳＳＲ１またはＳＴ-ＲＸ２ソリッドステートオーディオスイッチに接続します。ビデオスイッチングには、ＲＤＬ・ＴＸ-ＭＶＸ

を使います。上記の各例では、トリガーに必要な出力は一つだけです。従って、リモート接続にはシールドされたシングルペア（３コンダクタ

ーケーブル）が必要とされます。更に複雑なスイッチングネットワーク用には、両方の出力（ＯＮ／ＯＦＦ）が使用されます。オーディオもしく

はビデオコントロール設置の際ＤＳ－ＲＴ２は、ＲＬＣ２、ＲＬＣ３やＲＬＣ１０Ｋなどの、ＲＤＬ・リモートボリュームコントロールに隣接して取り付

けます。 

 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートを使用してください。 

 

 

 

仕様： 

セレクター（２）：  モメンタリ・プッシュボタン（ＯＮとＯＦＦに各１） 

インジケーター（２）：  緑／赤ＬＥＤ（それぞれＯＮ／ＯＦＦの状態表示） 

接続：   ユーロ型ターミナルブロック 

電源入力；ＯＮ／ＯＦＦ（最大２５ｍＡ）への独立したオープンコレクター出力 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ  

周辺動作環境：  ０°～５５° 

 

 



 

 

ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＲＣ２‐ＳＴＲＣ２‐ＳＴＲＣ２‐ＳＴＲＣ２‐ＳＴ    

STICK-ON 用２チャンネルリモートコントロール － オーディオ・ビデオのリモート選択 

 

 

 

特徴： 

・ ２つのオーディオソースの送信先または機能をリモート選択 

・ ボタン１つで各ソースの選択が可能 

・ ２つのモジュール機能の内１つにオープンコレクタースイッチング 

・ ３ワイヤーもしくは４ワイヤーのリモートワイヤリング 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

 

 

 

用途： 

ＤＢ－ＲＣ２ＳＴのフロントパネルには２個の関連するＬＥＤが付いた２つのプッシュボタンがあります。電源投入時にソース１が選択されま

す。他のボタンに触れるとすぐにソース２に切り替わります。どのソースが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに表示されま

す。 

 

通常の取り付けにおいてＤＢ－ＲＣ２ＳＴは、２つのオーディオ、もしくはビデオソース間で切り替えに使用されます。またはオーディオを２

つの送信先へルーティングするのに使用されます。２つのオーディオソース間での切り替えでは、ＤＢ－ＲＣ２ＳＴはＲＤＬのＳＴ‐ＳＳＲ１ソリ

ッドステート・オーディオスイッチに接続します。ビデオスイッチンッグ用にはＲＤＬ・TＸ‐ＭＶＸが使用されます。オーディオルーティング用に

はＲＤＬ・ＳＴ‐ＲＸ２が使用されます。上記の各例では、トリガーに必要な出力は１つだけです。従って、リモートの接続にはシールドされた

シングルペア（または３コンダクターケーブル）が必要になります。更に複雑なスイッチングネットワーク用には、両方の出力が使用されま

す。ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

 

 

仕様 

セレクター（２）：  モメンタリ・プッシュボタン（ＯＮとＯＦＦに各１） 

インジケーター（２）：  赤 ＬＥＤ（選択されたチャンネルの表示） 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック； 電源入力；オープンコレクター出力 

   （電流制限２５ｍＡ） 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃  



 

 

ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＲＣ４‐ＲＵＲＣ４‐ＲＵＲＣ４‐ＲＵＲＣ４‐ＲＵ    

４チャンネルリモートコントロール － ＲＡＣＫ－ＵＰ ４ｘ１ オーディオまたはビデオスイッチャー 

 

 

 

特徴： 

・ ４つのオーディオソースをリモート選択 

・ 各ソースへシングルボタンで切り替え 

・ バランスオーディオソースのリモート選択 

・ ３ペア（もしくは６コンダクター）のリモート配線 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

・ ＬＥＤ表示付き 

 

 

 

用途： 

ＤＢ－ＲＣ４ＲＵは、ＲＤＬ・ＲＵ‐ＳＸ４Ａオーディオスイッチャーモジュールをダイレクトにコントロールする為に設計された壁面ボックス取り

付け型リモートモジュールです。ＲＵ‐ＳＸ４Ａは、４つあるバランス／アンバランスオーディオ入力の内１つをバランス／アンバランスオー

ディオ出力へスイッチングします。ＤＢ－ＲＣ４ＲＵは、３ペアのケーブル（もしくは６コンダクターケーブル）を使用して、ＲＵ‐ＳＸ４Ａの電源、

SLAVE ターミナルに直接接続します。ＤＢ－ＲＣ４ＲＵは、ＲＤＬ・ＲＵ‐ＶＳＸ４ビデオスイッチャーを直接コントロールする為に使用してもよい

でしょう。 

 

ＤＢ－ＲＣ４ＲＵの前面パネルには４個の関連したＬＥＤが付いた４つのプッシュボタンがあります。電源投入時には、ソース１が選択されま

す。他の３つのボタンのいずれかに触れるとすぐに押したボタンに対応するソースが選択されます。どのソースが選択されているかは、各

ボタンに隣接するＬＥＤに表示されます。ＤＢ－ＲＣ４ＲＵには４つの出力ターミナルが付いています。これらはそれぞれオープンコレクター

出力で、出力が選択されている時には接地になります。ステレオ用の設置の際には、ＤＢ－ＲＣ４ＲＵは２個のＲＵ‐ＳＸ４Ａを同時に駆動す

ることができます。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

 

 

仕様： 

セレクター（４）：  モメンタリ・プッシュボタン（各チャンネルに１つ） 

インジケーター（４）：  赤 ＬＥＤ（選択されたチャンネルを示す） 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック； ＲＤＬ・ＲＵ‐ＳＸ４Ａと直接インターフェース 

   （注：ＲＵ‐ＳＸ４と一緒に使用してはいけません） 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃ 

 

 



 

 

ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＲＣ４ＲＣ４ＲＣ４ＲＣ４----ＳＴＳＴＳＴＳＴ    

４チャンネルリモートコントロール －ＳＴ－ＳＸ４ ４ｘ１ オーディオスイッチャ-用  

  

 

 

特徴：  

・ ４つのオーディオソースをリモート選択 

・ 各ソースへシングルボタンで切り替え 

・ バランスオーディオソースのリモート選択 

・ ３ペア（もしくは６つのコンダクター）のリモート配線 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

 

 

 

用途： 

ＤＢ－ＲＣ４ＳＴは、ＲＤＬのＳＴ‐ＳＸ４Ａオーディオスイッチャー・モジュールをダイレクトにコントロールする為に設計された壁面ボックス取り

付け型リモートモジュールです。ＳＴ-ＳＸ４は４つあるアンバランスオーディオ入力の内の１つをアンバランスオーディオ出力へスイッチン

グを行います。ＤＢ－ＲＣ４ＳＴは、３ペアのコンダクターケーブル、もしくはシールドされたシングルペアを使用して、ＳＴ‐ＳＸ４のＰＯＷＥＲ、

及びにＣＴＲＬターミナルに直接接続します。 

ＤＢ－ＲＣ４ＳＴの前面パネルには、４個の関連したＬＥＤが付いた４つのプッシュボタンが付いています。電源投入時にソース１が選択され

ます。他のボタンに触れるとすぐにソース２に切り替わります。どのソースが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに表示されま

す。ステレオ用の設置の際には、追加のＳＴ-ＳＸ４のＣＴＲＬ入力を駆動する為に、ＳＴ-ＳＸ４からのＳＬＡＶＥ出力が使われます。 

 

 

 

仕様： 

セレクター（４）：  モメンタリ・プッシュボタン（各チャンネルに１つ） 

インジケーター（４）：  赤 ＬＥＤ（選択されたチャンネルを示す） 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック； ＲＤＬ・ＲＵ‐ＳＸ４と直接インターフェース   

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃ 

 

 



 

 

ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＲＣＳ４ＲＣＳ４ＲＣＳ４ＲＣＳ４    

リモートチャンネルセレクター － 4 チャンネル － ＲＣ－ＳＸ４Ａコントロール用 

 

 

 

特徴： 

・ ＲＤＬ ＲＵ－ＳＸ４Ａ オーディオセレクター用リモートコントロール 

・ パネル上でのリモートソース選択 

・ 選択されたソースのビジュアル表示 

・ 複数のロケーションでのコントロール／表示 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

 

用途： 

ソースが、単一もしくは複数のリモートコントロール・ロケーションによって選択され、目での表示確認が必要とされる場面でＤＢ－ＲＣＳ４は

理想的な選択肢です。 

ＤＢ－ＲＣＳ４は、ＲＡＣＫ‐ＵＰ®シリーズのＲＵ‐ＳＸ４ＡオーディオセレクターなどのＲＤＬ®コントロールモジュールに、直接インターフェース

できるようにデザインされています。ＤＢ－ＲＣＳ４のモメンタリー・プッシュボタンはＲＤＬコントロールモジュールにステッピング信号を送り

返します。ＲＵ‐ＳＸ４Ａに接続されている時にＤＢ－ＲＣＳ４のボタンを押すと、そのソースが次の入力へ連続して進むきっかけとなります。

ステッピングの間、オーディオのバースト音を防止する為にオーディオはミュートされます。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

 

 

仕様： 

ＬＥＤ入力：   接地入力がＬＥＤを動作させます；ＲＤＬセレクターモジュールからの直接接続 

インジケーター（５）：  緑 ＬＥＤ：選択された４つの各チャンネル 

赤 ＬＥＤ：チャンネル選択なし 

出力：   ＳＥＬＥＣＴ，１５Ｖｄｃ＠５ｍＡ（プッシュボタン始動） 

取り付け： 取り付け：  ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠 ２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃ 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 



 

 

ＤＢ－ＲＬＣＤＢ－ＲＬＣＤＢ－ＲＬＣＤＢ－ＲＬＣ１０Ｋ１０Ｋ１０Ｋ１０Ｋ    

リモートレベルコントロール －０～１０ｋΩ 

 

 

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ ローターリーコントロール 

・ ＲＤＬ®ＳＴ-ＶＣＡ１への直接接続 

・ １ロケーションで制御 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

 

用途： 

ＤＢ－ＲＬＣ１０Ｋは、単一のリモートロケーションからＲＤＬ ＶＣＡモジュールのレベルを制御するための理想的な組み合わせです。 

これはＲＤＬ ＶＣＡモジュールの３ワイヤ コントロール入力と直接接続されるようにデザインされています。ＤＢ－ＲＬＣ１０Ｋは、コントロー

ル電圧を設定するために高品質の１０kΩポテンショメータが設備されています。ＤＢ－ＲＬＣ１０Ｋのパネルにはレベル設定をビジュアルで

表示する１０までのグラフィックがあります。ＤＢ－ＲＬＣ１０ＫとＲＤＬリモート・ソース・セレクターは、オーディオのソースとレベル両方を視

覚的に表現されたコントロールが出来る様、ダブルボックス/プレートに一緒に取り付ける事が出来ます。ＤＢ－ＲＬＣ１０ＫとＲＤＬ ＶＣＡ間

の接続には３コンダクターが必要です。シングルシールドペアが正常に使用されます。 

ＤＢ－ＲＣＬ１０Ｋのすべての機能は、高品質のシステム上で一か所でのリモートレベルコントロールに最適かつ経済的な選択になる様組

み合わさります。ＲＤＬコントロールモジュールとＤＢ－ＲＬＣ１０Ｋを個別に使用するか、もしくは、オーディオ／ビデオシステムの一部として、

他のＲＤＬリモートアクセサリーと横並びに組み合わせて使用します。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＬＣ－１０Ｒロータリーレベルコントロールを使用してください。 

 

 

 

仕様： 

抵抗：  ０～１０ｋΩ，リニア 

取り付け：  ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

周辺動作環境： ０°～５５℃  

コネクション： ユーロ型ターミナルブロック 



 

 

ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭ    

リモートレベルコントロール・ミュート付き 

 

 

 

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ 出力オン／オフをミュートボタンで切り替え 

・ 赤と緑のミュートオン／オフ表示 

・ シングルターンロータリーコントロール 

・ １ロケーションで制御 

・ ＲＤＬ ＶＣＡモジュールへ直接接続 

・ ＲＪ４５ ＶＣＡコントロールを使用したモジュールへのダイレクトコントロール 

・ ＲＪ４５または個別配線 

・ 標準RDL ホワイト／グレーが利用可能(ＲＬＣ１０ＫＭ) 

・ ステンレスが利用可能（ＲＬ１０ＫＭＳ） 

 

 

 

用途： 

ＤＢ－ＲＬＣ１０ＫＭは、単一のリモートロケーションでの制御とプッシュボタンによるミュートが必要とされるＲＤＬ ＶＣＡモジュールのための

理想的な組み合わせです。これはＲＤＬ ＶＣＡモジュールの３ワイヤ コントロール入力と直接接続されるようにデザインされています。通

常シングルシールドペアが使用されます。ＤＢ－ＲＬＣ１０ＫＭは、コントロール電圧を設定するための長寿命１０kΩのポテンショメータが設

備されています。前面パネルにはレベル設定をビジュアルで表示する１０までのグラフィックがあります。ＭＵＴＥボタンは関連するＲＤＬ Ｖ

ＣＡ製品のオーディオを交互にｍｕｔｅ／ｕｎｍｕｔｅします。ＬＥＤ ＭＵＴＥインジケーターは、出力がミュート（０Ｖｄｃ）すると赤が浮き上がり、出

力がアクティブ（コントロールにより設定されたＤＣ出力電圧）の時、緑に変わります。ＤＢ－ＲＬＣ１０ＫＭは標準ＲＤＬホワイトの前面パネル

を備えています。ＲＬＣ１０ＫＭＳはカスタムレタリングが可能なステンレスで提供されます。 

これらの仕上げは、マルチコントロールにおいて、視覚的に魅力あるインストレーションのため、その他のRDLリモートセレクターとジャック

プレートマッチします。 

 

 

 

仕様： 

抵抗：   ０～１０ＫΩ 

ミュートボタン：  モメンタリ 

インジケーター：  赤＝ミュート（ｄｃ可変出力＝０Ｖ）；  

緑＝アクティブ（前面パネルノブに従ったｄｃ可変出力） 

ＭＵＴＥ出力：  ２５ｍＡオープンコレクタ－ 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４×４．３３×５（ノブを除外した場合３．７） 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 

 



 

 

Ｄ－ＲＣ４ＲＵＤ－ＲＣ４ＲＵＤ－ＲＣ４ＲＵＤ－ＲＣ４ＲＵ    

４チャンネルリモートコントロール － ＲＡＣＫ－ＵＰ ４ｘ１ オーディオまたはビデオスイッチャ- 

 

 

 

 

特徴： 

・ ４つのオーディオソースをリモート選択 

・ 各ソースへシングルボタンで切り替え 

・ バランスオーディオソースのリモート選択 

・ ３ペア（もしくは６コンダクター）のリモート配線 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

・ ＬＥＤ表示付き 

 

用途： 

Ｄ－ＲＣ４ＲＵは、ＲＤＬ・ＲＵ‐ＳＸ４Ａオーディオスイッチャーモジュールをダイレクトにコントロールする為に設計された壁面ボックス取り付

け型リモートモジュールです。ＲＵ‐ＳＸ４Ａは、４つあるバランス／アンバランスオーディオ入力の内１つをバランス／アンバランスオーディ

オ出力へスイッチングします。Ｄ－ＲＣ４RU は、３ペアのケーブル（もしくは６コンダクターケーブル）を使用して、ＲＵ‐ＳＸ４Ａの電源、

SLAVE ターミナルに直接接続します。Ｄ－ＲＣ４ＲＵはＲＤＬ・ＲＵ‐ＶＳＸ４ビデオスイッチャーを直接コントロールする為に使用しても良いで

しょう。 

 

Ｄ－ＲＣ４ＲＵの前面パネルには４個の関連したＬＥＤが付いた４つのプッシュボタンがあります。電源投入時には、ソース１が選択されます。

他の３つのボタンのいずれかに触れるとすぐに押したボタンに対応するソースが選択されます。どのソースが選択されているかは、各ボ

タンに隣接するＬＥＤに表示されます。Ｄ－ＲＣ４ＲＵには４つの出力ターミナルが付いています。これらはそれぞれオープンコレクター出力

で、出力が選択されている時には接地になります。ステレオ用の設置の際には、Ｄ－ＲＣ４ＲＵは２個のＲＵ‐ＳＸ４Ａを同時に駆動すること

ができます。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

 

仕様： 

セレクター（４）：  モメンタリ・プッシュボタン（各チャンネルに一つ） 

インジケーター（４）：  赤 ＬＥＤ（選択されたチャンネルを示す） 

コネクション：  ＲＤＬ・ＲＵ‐ＳＸ４Ａと直接インターフェース 

   （注：ＲＵ‐ＳＸ４と一緒に使用してはいけません） 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５° 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 

 

 



 

 

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＲＣ４ＳＴＲＣ４ＳＴＲＣ４ＳＴＲＣ４ＳＴ    

４チャンネルリモートコントロール －ＳＴ－ＳＸ４ ４ｘ１ オーディオスイッチャ-用  

 

 

 

 

特徴：  

・ ４つのオーディオソースをリモート選択 

・ 各ソースへシングルボタンで切り替え 

・ バランスオーディオソースのリモート選択 

・ ３ペア（もしくは６コンダクター）のリモート配線 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

 

 

 

用途： 

Ｄ－ＲＣ４ＳＴは、ＲＤＬのＳＴ‐ＳＸ４Ａオーディオスイッチャー・モジュールをダイレクトにコントロールする為に設計された壁面ボックス取り

付け型リモートモジュールです。ＳＴ-ＳＸ４は４つあるアンバランスオーディオ入力の内の１つをアンバランスオーディオ出力へスイッチン

グを行います。Ｄ－ＲＣ４ＳＴは、３ペアのコンダクターケーブル、もしくはシールドされたシングルペアを使用して、ＳＴ‐ＳＸ４のＰＯＷＥＲ、

及びにＣＴＲＬターミナルに直接接続します。 

Ｄ－ＲＣ４ＳＴの前面パネルには、４個の関連したＬＥＤが付いた４つのプッシュボタンが付いています。電源投入時にソース１が選択されま

す。他のボタンに触れるとすぐにソース２に切り替わります。どのソースが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに表示されます。

ステレオ用の設置の際には、追加のＳＴ-ＳＸ４のＣＴＲＬ入力を駆動する為に、ＳＴ-ＳＸ４からのＳＬＡＶＥ出力が使われます。 

 

 

 

仕様： 

セレクター（４）：  モメンタリ・プッシュボタン（各チャンネルに１つ） 

インジケーター（４）：  赤 ＬＥＤ（選択されたチャンネルを示す） 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック； ＲＤＬ・ＲＵ‐ＳＸ４と直接インターフェース   

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃ 

 

 



 

 

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＲＣＳ４ＲＣＳ４ＲＣＳ４ＲＣＳ４    

リモートチャンネルセレクター － 4 チャンネル － ＲＣ－ＳＸ４Ａコントロール用 

 

 

 

 

特徴： 

・ ＲＤＬ ＲＵ－ＳＸ４Ａ オーディオセレクター用リモートコントロール 

・ パネル上でのリモートソース選択 

・ 選択されたソースのビジュアル表示 

・ 複数のロケーションでのコントロール／表示 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

 

用途： 

ソースが、単一または複数のリモートコントロール・ロケーションによって選択され、目での表示確認が必要とされる場面でＤ－ＲＣＳ４は理

想的な選択肢です。 

Ｄ－ＲＣＳ４は、ＲＡＣＫ‐ＵＰ®シリーズのＲＵ‐ＳＸ４ＡオーディオセレクターなどのＲＤＬ®コントロールモジュールに、直接インターフェースで

きるようにデザインされています。Ｄ－ＲＣＳ４のモメンタリー・プッシュボタンはＲＤＬコントロールモジュールにステッピング信号を送り返し

ます。ＲＵ‐ＳＸ４Ａに接続されている時にＤ－ＲＣＳ４のボタンを押すと、そのソースが次の入力へ連続して進むきっかけとなります。ステッ

ピングの間、オーディオのバースト音を防止する為にオーディオはミュートされます。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

 

 

仕様： 

ＬＥＤ入力：   接地入力がＬＥＤを動作させます；ＲＤＬセレクターモジュールからの直接接続 

インジケーター（５）：  緑 ＬＥＤ：選択された４つの各チャンネル 

赤 ＬＥＤ：チャンネル選択なし 

出力：   ＳＥＬＥＣＴ，１５Ｖｄｃ＠５ｍＡ（プッシュボタン始動） 

取り付け： 取り付け：  ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠 ２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃ 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 



 

 

Ｄ－ＲＬＣＤ－ＲＬＣＤ－ＲＬＣＤ－ＲＬＣ１０Ｋ１０Ｋ１０Ｋ１０Ｋ    

リモートレベルコントロール －０～１０ｋΩ 

 

 

 

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ ローターリーコントロール 

・ ＲＤＬ®ＳＴ-ＶＣＡ１への直接接続 

・ １ロケーションで制御 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

 

用途： 

Ｄ－ＲＬＣ１０Ｋは、単一のリモートロケーションからＲＤＬ ＶＣＡモジュールのレベルを制御するための理想的な組み合わせです。 

これはＲＤＬ ＶＣＡモジュールの３ワイヤ コントロール入力と直接接続されるようにデザインされています。Ｄ－ＲＬＣ１０Ｋは、コントロー

ル電圧を設定するために高品質の１０kΩポテンショメータが設備されています。Ｄ－ＲＬＣ１０Ｋの前面パネルにはレベル設定をビジュア

ルで表示する１０までのグラフィックがあります。Ｄ－ＲＬＣ１０ＫとＲＤＬリモート・ソース・セレクターは、オーディオのソースとレベル両方を

視覚的に表現されたコントロールが出来る様、ダブルボックス/プレートに一緒に取り付ける事が出来ます。Ｄ－ＲＬＣ１０ＫとＲＤＬ ＶＣＡ間

の接続には３コンダクターが必要です。シングルシールドペアが正常に使用されます。 

Ｄ－ＲＣＬ１０Ｋのすべての機能は、高品質のシステム上で一か所でのリモートレベルコントロールに最適かつ経済的な選択になる様組み

合わさります。ＲＤＬコントロールモジュールとＤ－ＲＬＣ１０Ｋを個別に使用するか、もしくは、オーディオ／ビデオシステムの一部として、他

のＲＤＬリモートアクセサリーと横並びに組み合わせて使用します。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＬＣ－１０Ｒロータリーレベルコントロールを使用してください。 

 

 

 

仕様： 

抵抗：  ０～１０ｋΩ，リニア 

取り付け：  ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

周辺動作環境： ０°～５５℃ 

コネクション： ユーロ型ターミナルブロック 



 

 

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭ    

リモートレベルコントロール・ミュート付き 

 

 

 

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ 出力オン／オフをミュートボタンで切り替え 

・ 赤と緑のミュートオン／オフ表示 

・ シングルターンロータリーコントロール 

・ １ロケーションで制御 

・ ＲＤＬ ＶＣＡモジュールへ直接接続 

・ ＲＪ４５ ＶＣＡコントロールを使用したモジュールへのダイレクトコントロール 

・ ＲＪ４５または個別配線 

・ 標準RDL ホワイト／グレーが利用可能(ＲＬＣ１０ＫＭ) 

・ ステンレスが利用可能（ＲＬ１０ＫＭＳ） 

 

 

 

用途： 

Ｄ－ＲＬＣ１０ＫＭは、単一のリモートロケーションでの制御とプッシュボタンによるミュートが必要とされるＲＤＬ ＶＣＡモジュールのための

理想的な組み合わせです。これはＲＤＬ ＶＣＡモジュールの３ワイヤ コントロール入力と直接接続されるようにデザインされています。通

常シングルシールドペアが使用されます。Ｄ－ＲＬＣ１０ＫＭは、コントロール電圧を設定するための長寿命１０kΩのポテンショメータが設

備されています。前面パネルにはレベル設定をビジュアルで表示する１０までのグラフィックがあります。ＭＵＴＥボタンは関連するＲＤＬ Ｖ

ＣＡ製品のオーディオを交互にｍｕｔｅ／ｕｎｍｕｔｅします。ＬＥＤ ＭＵＴＥインジケーターは、出力がミュート（０Ｖｄｃ）すると赤が浮き上がり、出

力がアクティブ（コントロールにより設定されたｄｃｈ出力電圧）の時、緑に変わります。Ｄ－ＲＬＣ１０ＫＭは標準ＲＤＬホワイトの前面パネル

を備えています。Ｄ－ＲＬＣ１０ＫＭＳはカスタムレタリングが可能なステンレスで提供されます。 

これらの仕上げは、マルチコントロールにおいて、視覚的に魅力あるインストレーションのため、その他のRDLリモートセレクターとジャック

プレートマッチします。 

 

 

 

仕様： 

抵抗：   ０～１０ＫΩ 

ミュートボタン：  モメンタリ 

インジケーター：  赤＝ミュート（ｄｃ可変出力＝０Ｖ）；  

緑＝アクティブ（前面パネルノブに従ったｄｃ可変出力） 

ＭＵＴＥ出力：  ２５ｍＡオープンコレクタ－ 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４×４．３３×５（ノブを除外した場合３．７） 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 



 

 

ＤＳＤＳＤＳＤＳ－－－－ＲＣ２ＳＴＲＣ２ＳＴＲＣ２ＳＴＲＣ２ＳＴ    

STICK-ON 用２チャンネルリモートコントロール － オーディオ・ビデオのリモート選択 

 

  

 

 

特徴： 

・ ２つのオーディオソースの送信先または機能をリモート選択 

・ ボタン１つで各ソースの選択が可能 

・ ２つのモジュール機能の内１つにオープンコレクタースイッチング 

・ ３ワイヤーもしくは４ワイヤーのリモートワイヤリング 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

 

 

 

用途： 

ＤＳ－ＲＣ２ＳＴの前面パネルには２個の関連するＬＥＤが付いた２つのプッシュボタンがあります。電源投入時にソース１が選択されます。

他のボタンに触れるとすぐにソース２に切り替わります。どのソースが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに表示されます。 

 

通常の取り付けにおいてＤＳ－ＲＣ２ＳＴは、２つのオーディオ、もしくはビデオソース間で切り替えに使用されます。またはオーディオを２

つの送信先へルーティングするのに使用されます。２つのオーディオソース間での切り替えでは、ＤＳ－ＲＣ２ＳＴはＲＤＬのＳＴ‐ＳＳＲ１ソリ

ッドステート・オーディオスイッチに接続します。ビデオスイッチンッグ用にはＲＤＬ・TＸ‐ＭＶＸが使用されます。オーディオルーティング用に

はＲＤＬ・ＳＴ‐ＲＸ２が使用されます。上記の各例では、トリガーに必要な出力は１つだけです。従って、リモートの接続にはシールドされた

シングルペア（または３コンダクターケーブル）が必要になります。更に複雑なスイッチングネットワーク用には、両方の出力が使用されま

す。ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

 

 

仕様 

セレクター（２）：  モメンタリ・プッシュボタン（ＯＮとＯＦＦに各１） 

インジケーター（２）：  赤 ＬＥＤ（選択されたチャンネルの表示） 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック； 電源入力；オープンコレクター出力 

   （電流制限２５ｍＡ） 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃  



 

 

ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＲＣ４‐ＲＵＲＣ４‐ＲＵＲＣ４‐ＲＵＲＣ４‐ＲＵ    

４チャンネルリモートコントロール － ＲＡＣＫ－ＵＰ ４ｘ１ オーディオまたはビデオスイッチャ- 

 

  

 

特徴： 

・ ４つのオーディオソースをリモート選択 

・ 各ソースへシングルボタンで切り替え 

・ バランスオーディオソースのリモート選択 

・ ３ペア（もしくは６つのコンダクター）のリモート配線 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

・ ＬＥＤ表示付き 

 

 

 

用途： 

ＤＳ－ＲＣ４ＲＵは、ＲＤＬ・ＲＵ‐ＳＸ４Ａオーディオスイッチャーモジュールをダイレクトにコントロールする為に設計された壁面ボックス取り

付け型リモートモジュールです。ＲＵ‐ＳＸ４Ａは、４つあるバランス／アンバランスオーディオ入力の内１つをバランス／アンバランスオー

ディオ出力へスイッチングします。ＤＳ－ＲＣ４ＲＵは、３ペアのケーブル（もしくは６コンダクターケーブル）を使用して、ＲＵ‐ＳＸ４Ａの電源、

SLAVE ターミナルに直接接続します。ＤＳ－ＲＣ４ＲＵは、ＲＤＬ・ＲＵ‐ＶＳＸ４ビデオスイッチャーを直接コントロールする為に使用してもよい

でしょう。 

 

ＤＳ－ＲＣ４ＲＵの前面パネルには４個の関連したＬＥＤが付いた４つのプッシュボタンがあります。電源投入時には、ソース１が選択されま

す。他の３つのボタンのいずれかに触れるとすぐに押したボタンに対応するソースが選択されます。どのソースが選択されているかは、各

ボタンに隣接するＬＥＤに表示されます。ＤＳ－ＲＣ４ＲＵには４つの出力ターミナルが付いています。これらはそれぞれオープンコレクター

出力で、出力が選択されている時には接地になります。ステレオ用の設置の際には、ＤＳ－ＲＣ４ＲＵは２個のＲＵ‐ＳＸ４Ａを同時に駆動す

ることができます。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

 

 

仕様： 

セレクター（４）：  モメンタリ・プッシュボタン（各チャンネルに２つ） 

インジケーター（４）：  赤 ＬＥＤ（選択されたチャンネルを示す） 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック； ＲＤＬ・ＲＵ‐ＳＸ４Ａと直接インターフェース 

   （注：ＲＵ‐ＳＸ４と一緒に使用してはいけません） 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃ 

 

 



 

 

ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＲＣ４ＳＴＲＣ４ＳＴＲＣ４ＳＴＲＣ４ＳＴ    

４チャンネルリモートコントロール －ＳＴ－ＳＸ４ ４ｘ１ オーディオスイッチャ-用  

 

  

 

特徴：  

・ ４つのオーディオソースをリモート選択 

・ 各ソースへシングルボタンで切り替え 

・ バランスオーディオソースのリモート選択 

・ ３ペア（もしくは６コンダクター）のリモート配線 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

 

 

 

用途： 

ＤＳ－ＲＣ４ＳＴは、ＲＤＬのＳＴ‐ＳＸ４Ａオーディオスイッチャー・モジュールをダイレクトにコントロールする為に設計された壁面ボックス取り

付け型リモートモジュールです。ＳＴ-ＳＸ４は４つあるアンバランスオーディオ入力の内の１つをアンバランスオーディオ出力へスイッチン

グを行います。ＤＳ－ＲＣ４ＳＴは、３ペアのコンダクターケーブル、もしくはシールドされたシングルペアを使用して、ＳＴ‐ＳＸ４のＰＯＷＥＲ、

及びにＣＴＲＬターミナルに直接接続します。 

ＤＳ－ＲＣ４ＳＴの前面パネルには、４個の関連したＬＥＤが付いた４つのプッシュボタンが付いています。電源投入時にソース１が選択され

ます。他のボタンに触れるとすぐにソース２に切り替わります。どのソースが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに表示されま

す。ステレオ用の設置の際には、追加のＳＴ-ＳＸ４のＣＴＲＬ入力を駆動する為に、ＳＴ-ＳＸ４からのＳＬＡＶＥ出力が使われます。 

 

 

 

仕様： 

セレクター（４）：  モメンタリ・プッシュボタン（各チャンネルに１つ） 

インジケーター（４）：  赤 ＬＥＤ（選択されたチャンネルを示す） 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック； ＲＤＬ・ＲＵ‐ＳＸ４と直接インターフェース   

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃ 

 

 



 

 

ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＲＣＳ４ＲＣＳ４ＲＣＳ４ＲＣＳ４    

リモートチャンネルセレクター － 4 チャンネル － ＲＣ－ＳＸ４Ａコントロール用 

 

 

 

特徴： 

・ ＲＤＬ ＲＵ－ＳＸ４Ａ オーディオセレクター用リモートコントロール 

・ パネル上でのリモートソース選択 

・ 選択されたソースのビジュアル表示 

・ 複数のロケーションでのコントロール／表示 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

 

用途： 

ソースが、単一もしくは複数のリモートコントロール・ロケーションによって選択され、目での表示確認が必要とされる場面でＤＳ－ＲＣＳ４は

理想的な選択肢です。 

ＤＳ－ＲＣＳ４は、ＲＡＣＫ‐ＵＰ®シリーズのＲＵ‐ＳＸ４ＡオーディオセレクターなどのＲＤＬ®コントロールモジュールに、直接インターフェース

できるようにデザインされています。ＤＳ－ＲＣＳ４のモメンタリー・プッシュボタンはＲＤＬコントロールモジュールにステッピング信号を送り

返します。ＲＵ‐ＳＸ４Ａに接続されている時にＤＳ－ＲＣＳ４のボタンを押すと、そのソースが次の入力へ連続して進むきっかけとなります。

ステッピングの間、オーディオのバースト音を防止する為にオーディオはミュートされます。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

 

 

仕様： 

ＬＥＤ入力：   接地入力がＬＥＤを動作させます；ＲＤＬセレクターモジュールからの直接接続 

インジケーター（５）：  緑 ＬＥＤ：選択された４つの各チャンネル 

赤 ＬＥＤ：チャンネル選択なし 

出力：   ＳＥＬＥＣＴ，１５Ｖｄｃ＠５ｍＡ（プッシュボタン始動） 

取り付け： 取り付け：  ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃ 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 



 

 

ＤＤＤＤSSSS－ＲＬＣ－ＲＬＣ－ＲＬＣ－ＲＬＣ１０Ｋ１０Ｋ１０Ｋ１０Ｋ    

リモートレベルコントロール －０～１０ｋΩ 

 

  

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ ローターリーコントロール 

・ ＲＤＬ®ＳＴ-ＶＣＡ１への直接接続 

・ １ロケーションで制御 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

 

用途： 

ＤS－ＲＬＣ１０Ｋは、単一のリモートロケーションからＲＤＬ ＶＣＡモジュールのレベルを制御するための理想的な組み合わせです。 

これはＲＤＬ ＶＣＡモジュールの３ワイヤ コントロール入力と直接接続されるようにデザインされています。Ｄ－ＲＬＣ１０Ｋは、コントロー

ル電圧を設定するために高品質の１０kΩポテンショメータが設備されています。ＤS－ＲＬＣ１０Ｋの前面パネルにはレベル設定をビジュア

ルで表示する１０までのグラフィックがあります。ＤS－ＲＬＣ１０ＫとＲＤＬリモート・ソース・セレクターは、オーディオのソースとレベル両方を

視覚的に表現されたコントロールが出来る様、ダブルボックス/プレートに一緒に取り付ける事が出来ます。ＤS－ＲＬＣ１０ＫとＲＤＬ ＶＣＡ

間の接続には３コンダクターが必要です。シングルシールドペアが正常に使用されます。 

ＤS－ＲＣＬ１０Ｋのすべての機能が結合し、高品質のシステム上、一か所でのリモートレベルコントロールに最適かつ経済的な選択にしま

す。ＲＤＬコントロールモジュールとＤS－ＲＬＣ１０Ｋを個別に使用するか、もしくは、オーディオ／ビデオシステムの一部として、他のＲＤＬリ

モートアクセサリーと横並びに組み合わせて使用します。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＬＣ－１０Ｒロータリーレベルコントロールを使用してください。 

 

 

 

仕様： 

抵抗：   ０～１０ｋΩ，リニアー 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

周辺動作環境：  ０°～５５° 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 



 

 

ＤＤＤＤSSSS－－－－ＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭ    

リモートレベルコントロール・ミュート付き 

 

  

 

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ 出力オン／オフをミュートボタンで切り替え 

・ 赤と緑のミュートオン／オフ表示 

・ シングルターンロータリーコントロール 

・ １ロケーションで制御 

・ ＲＤＬ ＶＣＡモジュールへ直接接続 

・ ＲＪ４５ ＶＣＡコントロールを使用したモジュールへのダイレクトコントロール 

・ ＲＪ４５または個別配線 

・ 標準RDL ホワイト／グレーが利用可能(ＲＬＣ１０ＫＭ) 

・ ステンレスが利用可能（ＲＬ１０ＫＭＳ） 

 

 

 

用途： 

ＤＳ－ＲＬＣ１０ＫＭは、単一のリモートロケーションでの制御とプッシュボタンによるミュートが必要とされるＲＤＬ ＶＣＡモジュールのための

理想的な組み合わせです。これはＲＤＬ ＶＣＡモジュールの３ワイヤ コントロール入力と直接接続されるようにデザインされています。通

常シングルシールドペアが使用されます。ＤＳ－ＲＬＣ１０ＫＭは、コントロール電圧を設定するための長寿命１０kΩのポテンショメータが設

備されています。前面パネルにはレベル設定をビジュアルで表示する１０までのグラフィックがあります。ＭＵＴＥボタンは関連するＲＤＬ Ｖ

ＣＡ製品のオーディオを交互にｍｕｔｅ／ｕｎｍｕｔｅします。ＬＥＤ ＭＵＴＥインジケーターは、出力がミュート（０Ｖｄｃ）すると赤が浮き上がり、出

力がアクティブ（コントロールにより設定されたｄｃｈ出力電圧）の時、緑に変わります。Ｄ－ＲＬＣ１０ＫＭは標準ＲＤＬホワイトの前面パネル

を備えています。ＤＳ－ＲＬＣ１０ＫＭＳはカスタムレタリングが可能なステンレスで提供されます。 

これらの仕上げは、マルチコントロールにおいて、視覚的に魅力あるインストレーションのため、その他のRDLリモートセレクターとジャック

プレートマッチします。 

 

 

 

仕様： 

抵抗：   ０～１０ＫΩ 

ミュートボタン：  モメンタリ 

インジケーター：  赤＝ミュート（ｄｃ可変出力＝０Ｖ）；  

緑＝アクティブ（前面パネルノブに従ったｄｃ可変出力） 

ＭＵＴＥ出力：  ２５ｍＡオープンコレクタ－ 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４×４．３３×５（ノブを除外した場合３．７） 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 

 



 

 

ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＲＬＣ２ＲＬＣ２ＲＬＣ２ＲＬＣ２    

リモートレベルコントロール －ランプ仕様 

 

 

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ アップとダウンのプッシュボタン 

・ １０個のビジュアルレベル表示 

・ 複数のロケーションでのコントロール／表示 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

用途： 

レベルを１ヶ所もしくは多数の場所からコントロールすることができ、更に､目でのレベル表示確認が要求される場面でＤＢ－ＲＣＬ２は理想

的な選択肢です。 

ＤＢ－ＲＣＬ２は、ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズのＳＴ-ＲＧ１ランプジェネレータや、ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのＲＵ-ＶＣＡデジタルコントロール・ア

ッテネータなどの、ＲＤＬコントロールモジュールに直接インターフェースできるようにデザインされています。ＤＢ－ＲＬＣ２にはＵＰとＤＯＷ

Ｎ２個のモメンタリプッシュボタンが付いています。各ボタンを押すことによって、ＲＤＬコントロールモジュールに適切な信号が送り返されま

す。ＲＵ-ＶＣＡ２に接続されている時に、ＤＢ－ＲＬＣ２の両方のボタンを同時に押すとそのレベルがＰＲＥＳＥＴレベルに戻るきっかけとなり

ます。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＬＣ－１０Ｒロータリーレベルコントロールを使用してください。 

 

仕様： 

ランプ入力：   ０～１０Ｖｄｃ 

出力：   ＵＰおよびＤＯＷＮ ；１５Ｖｄｃ＠５ｍＡで作動するプッシュボタン 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃ 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 

 



 

 

ＤＤＤＤＢＢＢＢ－ＲＬＣ－ＲＬＣ－ＲＬＣ－ＲＬＣ１０１０１０１０ＭＭＭＭ，，，，    ＤＳ－ＲＬＣ１０ＤＳ－ＲＬＣ１０ＤＳ－ＲＬＣ１０ＤＳ－ＲＬＣ１０ＭＭＭＭ，，，，    Ｄ－ＲＬＣ１０Ｄ－ＲＬＣ１０Ｄ－ＲＬＣ１０Ｄ－ＲＬＣ１０ＭＭＭＭ    

リモートレベルコントロール  

 

       

ＤＤＤＤＢＢＢＢ－ＲＬＣ－ＲＬＣ－ＲＬＣ－ＲＬＣ１０１０１０１０ＭＭＭＭ            ＤＳ－ＲＬＣ１０ＤＳ－ＲＬＣ１０ＤＳ－ＲＬＣ１０ＤＳ－ＲＬＣ１０ＭＭＭＭ                        Ｄ－ＲＬＣ１０Ｄ－ＲＬＣ１０Ｄ－ＲＬＣ１０Ｄ－ＲＬＣ１０ＭＭＭＭ    

 

 

特徴： 

・ ローターリーオプティカルエンコーダー・リモートレベルコントロール 

・ １ヶ所あるいは複数の場所でコントロール 

・ コントロール箇所は最大１０ヶ所 

・ ０～１０VDC までの一体型ランプジェネレーター 

・ 動作レベルの可視レベル表示 

・ 調整中は表示が明るくなる 

・ 調整後は表示が暗くなる 

・ 最後に使用したレベルあるいは保存したプリセットレベルで起動 

・ 全ＲＤＬ ＶＣＡモジュールに互換 

・ 白と黒およびステンレスが利用可能 

 

 

用途： 

Ｄシリーズの－ＲＬＣ１０Ｍは、１ヶ所あるいは複数の場所でユーザー調整が可能なミュート・プッシュボタン付ロータリーリモートレベルコン

トロールです。オプティカルエンコーダー技術により、安定してレベルを調整でき、長期間故障の心配もなく、ノイズのない動作でありながら、

持続的なつまみの回転を可能にします。このコントロールは０～１０Ｖｄｃランプ入力でＲＤＬ ＶＣＡ及びＯＥＭ機器に直接接続します。 

 

１台の－ＲＬＣ１０Ｍは、シングルペア・シールドオーディオケーブルあるいはシールドなしのケーブルをランプコントロールＶＣＡに接続し

ます。背面パネルのスイッチではＭＡＳＴＥＲとしてコントロールの構成を行います。ＭＡＳＴＥＲモードでは、コントロールが０～１０Ｖｄｃラン

プ出力間で駆動し、他の－ＲＬＣ１０コントロールが接続されている場合に備えパルス端子のモニターを行います。 

 

追加の９台の－ＲＬＣ１０Ｍコントロールは、ＵＴＰケーブル（ＣＡＴ５かＣＡＴ６または同等のもの）を使用してＭＡＳTER コントロールと並列で

配線します。追加するリモートコントロールの背面パネルにあるＭＯＤＥスイッチをそれぞれＳＬＡＶＥモードにセットします。 

 

コントロールが１台の場合も複数の場所にコントロールが接続されている場合も動作は同じです。前面パネルのつまみを回すと０～１０Ｖｄ

ｃランプ電圧が上昇あるいは減少します。つまみをもっと早く回した時にスムーズに反応し、ハウリングが急速除去されながら、変化の速度

が速くなるアクセレ―ションが設けられています。コントロールつまみを取り囲むリング状のＬＥＤは仮想ポインターとして動作します。－Ｒ

ＬＣ１０を調整していない時には、目障りにならないよう表示が暗くなります。調整している間、この表示はまた明るくなります。 

 

電源を入れる際や停電後に再度立ち上げる際、０～１０Ｖｄｃランプがプリセットレベルかあるいは最後に使用した時のレベルに出力します。

プリセットレベルモードにプログラムされている時には、３秒以上ＭＵＴＥボタンを押すことによって新しいプリセットレベルを保存することが

できます。 

 

ＳＬＡＶＥ ＭＯＤＥにセットした複数の－ＲＬＣ１０Ｍコントロールは、ＲＤＬ ＲＵ－ＶＣＡ２ＡあるいはＲＵ－ＶＣＡ６Ａに接続し、ランプジェネレ

ーターとしてＶＣＡを使用します。この接続は、ＲＬＣ１０Ｍ出力パルス数とパルス幅に互換性がありオープンコレクターパルスを受けるＯＥ



 

 

Ｍ機器と共に使用することも可能です。 

 

ＲＬＣ１０Ｍコントロールはスチール製のフレームで作られています。電子部品は完全に背面クロージャー内で保護されています。接続は

背面パネルのユーロ型ターミナルブロックを通して行います。ＭＵＴＥ押しボタンは過剰な正面から衝撃を保護するために長寿命のスイッ

チが取り付けられています。 

 

Ｄシリーズの－ＲＬＣ１０Ｍの機能は全て高品質のシステム内で１ヶ所または複数の箇所でリモートレベルコントロールをする際に組み合

わせて使うと理想的な選択肢となります。 ＶＣＡモジュールと共に使用するかもしくは、オーディオ／ビデオシステムの一部として、他のＲ

ＤＬリモートアクセサリーと横並びに組み合わせて使用します。 

 

 

 

仕様： 

ランプ：   ０～１０Ｖｄｃ（ＳＬＡＶＥモード入力、ＭＡＳＴＥＲモード出力） 

パルス出力（２）：  オープンコレクター＠２０ｍＡ（ＵＰ、ＤＯＷＮ） 

パルス持続時間；  ５００ｕＳ（最小）～４ｍＳ（最大） 

パルスの間隔：  ５００ｕＳ（最小、連続するパルス間） 

回転、最小～最大の概算： ５（ゆっくり回転、アクセレ―ションなし） 

   ３（中間の早さでの回転、アクセレ―ションあり） 

   １（反時計回りに一番早く回転） 

レベルコントロール：  オプティカルロータリーエンコーダー 

ミュート：   ＬＥＤ表示付の押しボタン 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ、接地準拠 

取り付け：   ＵＳ電気ボックス、ＲＤＬ ＷＢ－またはＳＭＢ－シリーズのボックス、装飾プレート別売 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４４×３．３３×２．４９（つまみを除外）、３．９３（つまみを含む） 

 



 

 

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＲＬＣ２ＲＬＣ２ＲＬＣ２ＲＬＣ２    

リモートレベルコントロール －ランプ仕様 

 

 

 

 

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ アップとダウンのプッシュボタン 

・ １０個のビジュアルレベル表示 

・ １ロケーションで制御 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

用途： 

レベルを１ヶ所もしくは多数の場所からコントロールすることができ、更に､目でのレベル表示確認が要求される場面でＤ－ＲＣＬ２は理想的

な選択肢です。 

Ｄ－ＲＣＬ２は、ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズのＳＴ-ＲＧ１ランプジェネレータや、ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのＲＵ-ＶＣＡデジタルコントロール・アッ

テネータなどの、ＲＤＬコントロールモジュールに直接インターフェースできるようにデザインされています。Ｄ－ＲＬＣ２にはＵＰとＤＯＷＮ２

個のモメンタリプッシュボタンが付いています。各ボタンを押すことによって、ＲＤＬコントロールモジュールに適切な信号が送り返されます。

ＲＵ-ＶＣＡ２に接続されている時に、Ｄ－ＲＬＣ２の両方のボタンを同時に押すとそのレベルがＰＲＥＳＥＴレベルに戻るきっかけとなります。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＬＣ－１０Ｒロータリーレベルコントロールを使用してください。 

 

 

 

仕様： 

ランプ入力：  ０～１０Ｖｄｃ 

出力：  ＵＰおよびＤＯＷＮ ；１５Ｖｄｃ＠５ｍＡで作動するプッシュボタン 

取り付け：  ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：  接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

周辺動作環境： ０°～５５℃ 

コネクション： ユーロ型ターミナルブロック 

 

 



 

 

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＲＬＣ３ＲＬＣ３ＲＬＣ３ＲＬＣ３    

リモートレベルコントロール －レベルプリセット型 

 

 

 

 

特徴： 

・ プリセットされたオーディオレベルのリモート選択 

・ プッシュボタン式レベル選択 

・ ４つの選択可能なシステムレベル、又は３つのレベル＋ＯＦＦ 

・ ＬＥＤ表示（緑） 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

用途： 

Ｄ－ＲＬＣ３は、ＳＴ－ＶＣＡ３、ＲＵ－ＶＣＡ２とＲＵ－ＶＣＡ２Ｄ電圧制御アンプなど、外部１０ｋΩの抵抗によるコントロールを利用する０〜１０

Ｖｄｃのコントロール入力を備えたＲＤＬ®コントロールモジュールと直接インタフェースするようにデザインされています。Ｄ－ＲＬＣ３には４

つのモメンタリ・プッシュボタンが付いており、各ボタンは選択された４つのレベルの内の一つに対応します。 

通常の設置では、Ｄ－ＲＬＣ３はＲＤＬ・ＶＣＡに接続します。Ｄ－ＲＬＣ３はＶＣＡと同じ電源で作動します。電源投入時、Ｄ－ＲＬＣ３はＮＯＲＭ

レベルを初期値とします。その後、高い方のレベルＨＩＧＨと、２つの低い方のレベルＬＯＷとＭＩＮが選択可能になります。Ｄ－ＲＬＣ３がＨＩＧ

Ｈポジションに設定されると、ＶＣＡは最大ゲインになります。ＮＯＲＭ、ＬＯＷ、そしてＭＩＮレベルは、Ｄ－ＲＬＣ３本体の両サイドのトリムポ

ットをインストーラーが使用することによって、調整が可能となります。一度設置すると、調整部分はユーザーからは見えなくなります。 

 

 

仕様： 

インターフェース： ０〜１０Ｖｄｃ１０ｋΩの抵抗コントロールを利用するＲＤＬ®コントロールモジュールと直接接続（参照：

ST-VＣＡ３，ＲＵ－ＶＣＡ２） 

出力：   ４ステップで抵抗を接地して選択（ＣＴＲＬターミナル）： 

   ＲＬＣ３出力  ＳＴ－ＶＣＡ３ゲイン 

  ＨＩＧＨ  １０ｋΩ   ０ｄＢ 

ＮＯＲＭ  調整可能   -３ｄＢ～-３０ｄＢ 

   ＬＯＷ  調整可能   -５ｄＢ～-４０ｄＢ 

   ＭＩＮ  調整可能   -１０ｄＢ～ＯＦＦ 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５０℃ 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 

 



 

 

ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＲＬＣ２ＲＬＣ２ＲＬＣ２ＲＬＣ２    

リモートレベルコントロール －ランプ仕様 

 

     

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ アップとダウンのプッシュボタン 

・ １０個のビジュアルレベル表示 

・ １ロケーションで制御 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

用途： 

レベルを１ヶ所もしくは多数の場所からコントロールすることができ、更に､目でのレベル表示確認が要求される場面でＤＳ－ＲＣＬ２は理想

的な選択肢です。 

ＤＳ－ＲＣＬ２は、ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズのＳＴ-ＲＧ１ランプジェネレータや、ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのＲＵ-ＶＣＡデジタルコントロール・ア

ッテネータなどの、ＲＤＬコントロールモジュールに直接インターフェースできるようにデザインされています。ＤＳ－ＲＬＣ２にはＵＰとＤＯＷ

Ｎ２個のモメンタリプッシュボタンが付いています。各ボタンを押すことによって、ＲＤＬコントロールモジュールに適切な信号が送り返されま

す。ＲＵ-ＶＣＡ２に接続されている時に、ＤＳ－ＲＬＣ２の両方のボタンを同時に押すとそのレベルがＰＲＥＳＥＴレベルに戻るきっかけとなり

ます。 

ULTRASTYLE™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＬＣ－１０Ｒロータリーレベルコントロールを使用してください。 

 

仕様： 

ランプ入力：  ０～１０Ｖｄｃ 

出力：  ＵＰおよびＤＯＷＮ ；１５Ｖｄｃ＠５ｍＡで作動するプッシュボタン 

取り付け：  ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：  接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

周辺動作環境： ０°～５５℃ 

コネクション： ユーロ型ターミナルブロック 

 

 



 

 

ＤＤＤＤSSSS－－－－ＲＬＣ３ＲＬＣ３ＲＬＣ３ＲＬＣ３    

リモートレベルコントロール －レベルプリセット型 

 

 

 

 

特徴： 

・ プリセットされたオーディオレベルのリモート選択 

・ プッシュボタン式レベル選択 

・ ４つの選択可能なシステムレベル、又は３つのレベル＋ＯＦＦ 

・ ＬＥＤ表示（緑） 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

 

用途： 

ＤS－ＲＬＣ３は、ＳＴ－ＶＣＡ３、ＲＵ－ＶＣＡ２とＲＵ－ＶＣＡ２Ｄ電圧制御アンプなど、外部１０ｋΩの抵抗によるコントロールを利用する０〜１

０Ｖｄｃのコントロール入力を備えたＲＤＬ®コントロールモジュールと直接インタフェースするようにデザインされています。ＤＳ－ＲＬＣ３に

は４つのモメンタリ・プッシュボタンが付いており、各ボタンは選択された４つのレベルの内の１つに対応します。 

通常の設置では、ＤＳ－ＲＬＣ３はＲＤＬ・ＶＣＡに接続します。ＤＳ－ＲＬＣ３はＶＣＡと同じ電源で作動します。電源投入時、ＤＳ－ＲＬＣ３はＮ

ＯＲＭレベルを初期値とします。その後、高い方のレベルＨＩＧＨと、２つの低い方のレベルＬＯＷとＭＩＮが選択可能になります。ＤＳ－ＲＬＣ

３がＨＩＧＨポジションに設定されると、ＶＣＡは最大ゲインになります。ＮＯＲＭ、ＬＯＷ、そしてＭＩＮレベルは、ＤＳ－ＲＬＣ３本体の両サイド

のトリムポットをインストーラーが使用することによって、調整が可能となります。一度設置すると、調整部分はユーザーからは見えなくなり

ます。 

 

 

仕様： 

インターフェース： ０〜１０Ｖｄｃ１０ｋΩの抵抗コントロールを利用するＲＤＬ®コントロールモジュールと直接接続（参照：

ST-VＣＡ３，ＲＵ－ＶＣＡ２） 

出力：   ４ステップで抵抗を接地して選択（ＣＴＲＬターミナル）： 

   ＲＬＣ３出力  ＳＴ－ＶＣＡ３ゲイン 

   ＨＩＧＨ  １０ｋΩ   ０ｄＢ 

  ＮＯＲＭ  調整可能   -３ｄＢ～-３０ｄＢ 

   ＬＯＷ  調整可能   -５ｄＢ～-４０ｄＢ 

   ＭＩＮ  調整可能   -１０ｄＢ～ＯＦＦ 

取り付け：   ＵＳ電気ボックスまたはＲＤＬインターナショナルウォールボックスＷＢ１，ＷＢ２（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠  ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５０℃ 

コネクション：  ユーロ型ターミナルブロック 



 

 

HHHHＲ－ＭＲ－ＭＲ－ＭＲ－ＭＣＣＣＣＰ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２    

デュアルマイクロフォンコンプレッサー 

 

 

 

特徴： 

・ ２系統の独立したマイク入力コンプレッションチャンネル 

・ あらゆるマイクから一定レベルを生成 

・ マイクとミキサーまたはアンプマイク入力間に設置 

・ ラインレベル出力がデュアルマイクプリアンプとして駆動可能 

・ 歪みやクリッピングを引き起こすオーバーロードを制御 

・ ＸＬＲ及びユーロ型ターミナルブロックにバランスマイク入力を配置 

・ ＸＬＲ及びユーロ型ターミナルブロックににバランス出力を配置 

・ 各出力はバランス／アンバランス接続が可能 

・ ステレオ／デュアルモノ操作を独立コントロール 

・ 前面パネルでライン出力を２０～６０ｄＢにゲイン調整 

・ １５ｄＢ入力パッドをスイッチで選択可能 

・ 両入力で４８Ｖファンタムをスイッチで選択可能 

・ チャンネル毎に３ｄＢステップの７ ＬＥＤゲインリダクションメーター 

・ クリッピングより１ｄＢ下のピークに対するＣＬＩＰインジケーター 

 

 

用途：  

ＨＲ－ＭＣＰ２は、多様な（最大２５ｄｂまでの）マイク入力レベルから一定のオーディオ出力レベルを生成するデュアルチャンネル・マイクロ

フォンコンプレッサーです。背面パネルにあるスイッチで、各出力をマイクまたはラインレベルに設定することができます。そのため各チャ

ンネルをマイクレベル直列コンプレッサーとして、もしくは圧縮付マイクロフォンプリアンプとして使用することができます。独特な回路設計

により、どんなゲイン設定でもスタジオクオリティで低ノイズの動作を保ちます。ＨＲ－ＭＣＰ２はダイナミック及びコンデンサーマイクロフォ

ンに互換します。前面パネルのスイッチで両方のマイク入力に４８Ｖdc ファンタムを供給することが可能になります。 

 

ＨＲ－ＭＣＰ２はダイナミックソースのソニックインテグリティを変えることなく平均出力レベルを一定に保つよう設計されています。ゲインリ

ダクションは、起こり得る、及び深刻な入力負荷に対しほぼ一瞬です。自動リリースタイム調整は、全ダイナミックゲインリダクション範囲に

わたりほぼ聞き取れない圧縮動作となります。ＨＲ－ＭＣＰ２は、一定のオーディオレベルを生成し、歪みやクリッピングを生み出すオーバ

ーロードをコントロールすることでサウンドクオリティと明瞭度を向上します。マイクロフォンプリアンプとしてや、あるいはマイクロフォンと

関連するミキサー入力間を、生放送の放送スタジオ（アナウンスマイク、ゲストマイク、観客マイク）、ナレーション録りスタジオ、ＰＡシステ

ム、会議室、公共の場、民間のサウンドシステムへのインストールに最適です。 

 

各チャンネルには、８０Ｈｚで-３ｄＢカットオフを持つ６ｄＢ／オクターブのローカットフィルターを有効／無効にするＦＩＬＴＥＲスイッチが前面

パネルに備わっています。各入力には、前面パネルにあるＩＮＰＵＴ ＰＡＤスイッチが含まれ、これによりプリアンプ入力段直前に入力信号

を１５ｄＢ減衰することができ、最大入力レベルを+５ｄＢｕ（アッテネーターアウト）から最大で+２０ｄＢＵに引き上げることができます。ＧＡＩＮ

コントロールは２０ｄＢ～６０ｄＢの間（ラインレベル出力のため）で連続的に調整することができ、標準マイクレベル用に正しいゲインを設定

します。信号ピークがクリッピングまで１ｄＢ以内となると、それぞれのＣＬＩＰ ＬＥＤが点滅します。並んだ７つのＬＥＤメーターが３ｄＢステッ

プで瞬間的なゲインリダクションを表示します。 



 

 

HＲ－ＭＣＰ２は、優れた入力ヘッドルーム、広帯域に渡りフラットな周波数特性、高い同相信号除去による非常に低いノイズレベルを提供

します。全高調波歪みとクロストークはノイズフロア以下で、ＨＰ－ＭＰ２はステレオマイクコンプレッサーやプリアンプとして、あるいは２系

統の独立したモノラルコンプレッサー／プリアンプとして動作することが可能です。 

 

各チャンネルは、ＸＬＲやユーロ型ターミナルブロックといった、２種類のバランス入出力フォーマットが背面パネルに設けられています。バ

ランス入出力はアンバランスに配線可能です。背面パネルにはユーロ型ターミナルブロックと２４Vdc 電源を接続する電源入力ジャックが

備わっています。ＨＲ－ＭＣＰ２は耐久性のあるハーフラックサイズのメタルシールドエンクロージャーとなっており、独立して使用したり、Ｒ

ＤＬラックアダプターに取り付けて個別に使用することができます。 

 

優れたオーディオの明瞭性やユーザー調整、信頼性、コンパクトさ、卓越した多様性や性能を提供するため２チャンネルハーフラックマイク

ロフォン・コンプレッサーや圧縮付プリアンプが求められる場所ではどこでもＨＲ－ＭＣＰ２は理想的な選択肢と言えます。ＨＲ－ＭＣＰ２をフ

ルオーディオ／ビデオシステムの一部として他のＲＤＬ製品と組み合わせることもできます。 

 

 

 

仕様： 

入力（４）：   ＸＬＲ（２、３ピン、背面パネル、１=ＧＮＤ、２+、３-）、ユーロ型ターミナルブロック（２） 

入力レベル（未圧縮出力）： -６０ｄＢｕ～-２０ｄＢｕ（入力パッド無し）、-４５ｄＢｕ～-５ｄＢｕ（パッド有り） 

最大入力レベル：  +５ｄＢｕ以上（入力パッド無効）、+２２ｄＢｕ（入力パッド有効） 

入力インピーダンス：  １．５ｋΩバランス 

ファンタム電源：  切り替え可能な４８Ｖファンタム（ＩＥＣ１９３８：１９９６－１９１２） 

入力パッド（２）：  ノミナル１５ｄＢ（１ チャンネル毎） 

出力（４）：   ＸＬＲ（２、３ピン、背面パネル、１=ＧＮＤ、２+、３-）、ユーロ型ターミナルブロック（２） 

出力レベル：  マイク：-４５ｄＢｕ（ノミナル、６００Ω） 

ライン：+４ｄＢｕバランス（ノミナル、ダイナミックオーディオソース） 

     +１ｄＢｕバランス（ノミナル、３ｄＢのコンプレッション 正弦波） 

出力インピーダンス：  １５０Ωバランス 

チャンネル：   ２（１および２、ステレオ、または２つの個別のモノチャンネルとして使用可能） 

ゲイントリム（２）：  ２０ｄＢ～６０ｄＢ（ラインレベル出力、前面パネルで調整可能、各チャンネルに１つ） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～２５ｋＨｚ（±０．５ｄＢ、ＦＬＡＴ）、-３ｄＢ＠８０Ｈｚ（ＬＯＷ－ＣＵＴ ＦＩＬＴＥＲ利用） 

ＴＨＤ：   ノイズフロア以下（３ｄＢコンプレッション） 

ＣＭＲＲ：   ７０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～５ｋＨｚ） 

残留ノイズ（定格出力以下）： -８５ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、４０ｄＢゲイン、コンプレッションなし、１５０Ωソース） 

   -７０ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、６０ｄＢゲイン、コンプレッションなし、１５０Ωソース） 

クロストーク：  ノイズフロア以下 

インジケーター（１７）：  ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ（青） 

GAIN REDUCTION（チャンネル毎に７つ、黄、３、６、９、１２、１５、１８、２１ｄＢ） 

ＣＬＩＰ（赤×２） 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠２００ｍＡ（ファンタム供給時２３０ｍＡ）、接地準拠 

マウント：   オプションのＨＲ－ＲＡ等のラックアダプターを利用してラックマウント 

   または単独で操作（足付き） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．３×２０．６×１１．６６ 

 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ－－－－ＳＭ１６ＳＭ１６ＳＭ１６ＳＭ１６AAAA    

デュアルチャンネル・オーディオメーター －アベレージ／ピーク／ホールド 

 

 

 

特徴： 

・ 精密なオーディオレベルのメーター表示 

・ デジタル１６ＬＥＤストリングディスプレイ表示 

・ ２ｘＭＯＮＯまたはステレオメーター表示 

・ ラインレベル，スピーカーレベル，または２５／７５／１００Ｖ オーディオ入力 

・ 固定または、可変キャリブレーションが選択可能 

・ 独立チャンネルキャリブレーションコントロール 

・ ピーク／アベレージメーター表示の選択が可能 

・ +１０、+１４、+１８ｄＢ用ピークホールドディスプレイ 

 

 

 

用途： 

オーディオレベルのメーター表示がシステム内に設計されていたり、既存の機器への追加が必要とされる多くの場合で、ＲＵ－ＳＭ１６Ａは

理想的な選択肢となります。ＲＵ－ＳＭ１６Ａには２つの独立した入力が付いています。各入力はプロ用バランス又は民生用アンバランス、

８Ωスピーカーライン、定電圧スピーカーライン（２５Ｖ，７５Ｖ，１００Ｖ）のキャリブレーションが可能です。全ての接続はユーロ型ターミナル

ブロックを使用します。 

 

背面パネルのスイッチにより、２５Ｖ，７５Ｖ，１００Ｖ及び+４ｄＢｕに対し、可変または固定キャリブレーションが選択できます。“Ｖａｒｉａｂｌｅ”ポ

ジションでは、前面パネルのマルチターン・トリマーによりキャリブレーションされたメーターレベルを調整できます。 

 

背面パネル上のスイッチによってインストーラーは、各メーターをピークまたはアベレージ・オーディオレベルディスプレイのいずれかに設

定できます。ステレオ用途では通常ピークまたはアベレージのどちらか一方が選択されます。モノラル用途では一方をピークに、もう一方

をアベレージに設定して、両方のメーターにモノラルソースを送ると便利です。いずれのモードでも、上部の３つのＬＥＤ（+１０、+１４、+１８）

はＰＥＡＫ ＨＯＬＤモードを継続します。 

 

視認性を良くするため、ＲＵ－ＳＭ１６Ａでは大型のＬＥＤを使用しています。各チャンネル入力にはメーター表示されているソース、もしくは

機能表示を記入出来るよう手書きのラベルを貼ることのできるスペースが確保されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

仕様：  

入力（２）：   ラインレベル、増幅されたスピーカーレベル 

入力インピーダンス：  ４０ｋΩ以上 バランスまたはアンバランス 

０ｄＢキャリブレーション： 固定または可変（スイッチ選択可能） 

ＦＩＸＥＤ入力レベル：  +4ｄＢｕ（+４スイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   ２５Ｖ＊（２５Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   ７０Ｖ＊（７０Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   １００Ｖ＊（１００Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

ＶＡＲＩＡＢＬＥ入力レベル範囲： -２４ｄＢｕ～+１２ｄＢｕ（０ｄＢ読み取り用） 

   ２Ｖ～９０Ｖ＊（２５Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   ４Ｖ～９０Ｖ＊（７０Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   ５Ｖ～１００Ｖ＊（１００Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   ＊定電圧またはローインピーダンス（４Ω、８Ω）アンプ出力 

メーター周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ 

インジケーター：  ＳＩＧ、‐２０、‐１５、‐１２、‐９、‐６、‐３、‐２、‐１、０、+１．５、+３、+６、+１０、+１４、+１８ 

（+１０、+１４、+１８はＰＥＡＫ ＨＯＬＤ表示のみ） 

メーター特性：  各チャンネルはそれぞれＰＥＡＫまたはＡＶＧの選択可能（スイッチにて選択） 

  ピークモード アベレージ 

ライズタイム（１０％～９０％）：  ５０ｕｓ  １３０ ｍｓ 

ライズタイム（０％～１００％）：  ６０ｕｓ  ３００ ｍｓ（ＶＵ特性） 

フォールタイム（９０％～１０％）：  ６５ｍｓ  １８５ ｍｓ 

フォールタイム（１００％～０％）：  １００ｍｓ  ３００ ｍｓ（ＶＵ特性） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２５０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．３×１５．０×７．７ 

 

 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ－－－－ＳＭ１６ＳＭ１６ＳＭ１６ＳＭ１６ＤＤＤＤ    

４チャンネルオーディオメーター 

 

 

 

特徴： 

・ 精密なオーディオレベルのメーター表示 

・ デジタル１６ＬＥＤストリングディスプレイ表示 

・ ４ｘＭＯＮＯまたはデュアルステレオメーター表示 

・ ラインレベル，スピーカーレベル，または２５／７５／１００Ｖ オーディオ入力 

・ 固定または、可変キャリブレーションが選択可能 

・ 独立チャンネルキャリブレーションコントロール 

・ ピーク／アベレージメーター表示の選択が可能 

・ +１０、+１４、+１８ｄＢ用ピークホールドディスプレイ 

 

 

 

用途： 

オーディオレベルのメーター表示がシステム内に設計されていたり、既存の機器への追加が必要とされる多くの場合で、ＲＵ－ＳＭ１６Ｄは

理想的な選択肢となります。ＲＵ－ＳＭ１６Ｄには４つの独立した入力が付いています。各入力はプロ用バランス又は民生用アンバランス、

８Ωスピーカーライン、定電圧スピーカーライン（２５Ｖ、７５Ｖ、１００Ｖ）のキャリブレーションが可能です。全ての接続はユーロ型ターミナル

ブロックを使用します。 

 

背面パネルのスイッチにより、２５Ｖ、７５Ｖ、１００Ｖ及び+４ｄＢｕに対し、可変または固定キャリブレーションが選択できます。“Ｖａｒｉａｂｌｅ”ポ

ジションでは、前面パネルのマルチターン・トリマーによりキャリブレーションされたメーターレベルを調整できます。 

 

背面パネル上のスイッチによってインストーラーは、各メーターをピークまたはアベレージ・オーディオレベルディスプレイのいずれかに設

定できます。モノラル用途では一方をピークに、もう一方をアベレージに設定して、両方のメーターにモノラルソースを送ると便利です。い

ずれのモードでも、上部の３つのＬＥＤ（+１０、+１４、+１８）はＰＥＡＫ ＨＯＬＤモードを継続します。ステレオ用途では、レフトとライトの各チャ

ンネルがピークと平均値両方を表示します。ＲＵ－ＳＭ１６Ｄの４つの各メーターは、４つの異なるソースをモニターするために個々に動作

します。 

 

視認性を良くするため、ＲＵ－ＳＭ１６Ｄでは明るいＬＥＤを使用しています。各入力にはメーター表示されている機能、もしくはソースを識別

できるようラベルを貼ることのできるスペースが確保されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

仕様：  

入力（４）：   ラインレベル、増幅されたスピーカーレベル 

入力インピーダンス：  ４０ｋΩ以上 バランスまたはアンバランス 

０ｄＢキャリブレーション： 固定または可変（スイッチ選択可能） 

ＦＩＸＥＤ入力レベル：  +4ｄＢｕ（+４スイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   ２５Ｖ＊（２５Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   ７０Ｖ＊（７０Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   １００Ｖ＊（１００Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   ＊定電圧またはローインピーダンス（４Ω、８Ω）アンプ出力 

ＶＡＲＩＡＢＬＥ入力レベル範囲： -２４ｄＢｕ～+１２ｄＢｕ（０ｄＢ読み取り用） 

   ２Ｖ～９０Ｖ＊（２５Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   ４Ｖ～９０Ｖ＊（７０Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   ５Ｖ～１００Ｖ＊（１００Ｖスイッチ設定 ０ｄＢ読み取り用） 

   ＊定電圧またはローインピーダンス（４Ω、８Ω）アンプ出力 

メーター周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ 

インジケーター：  ＳＩＧ、‐２０、‐１５、‐１２、‐９、‐６、‐３、‐２、‐１、０、+１．５、+３、+６、+１０、+１４、+１８ 

（+１０、+１４、+１８はＰＥＡＫ ＨＯＬＤ表示のみ） 

メーター特性：  各チャンネルはそれぞれＰＥＡＫまたはＡＶＧの選択可能（スイッチにて選択） 

  ピークモード アベレージ 

ライズタイム（１０％～９０％）：  ５０ｕｓ  １３０ ｍｓ 

ライズタイム（０％～１００％）：  ６０ｕｓ  ３００ ｍｓ（ＶＵ特性） 

フォールタイム（９０％～１０％）：  ６５ｍｓ  １８５ ｍｓ 

フォールタイム（１００％～０％）：  １００ｍｓ  ３００ ｍｓ（ＶＵ特性） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠４５０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～４０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．３×１５．０×７．７ 

 



 

 

ＴＸＴＸＴＸＴＸ－－－－８Ａ８Ａ８Ａ８Ａ    

４Ω／８Ω入力インターフェース 

 

 

 

 

特徴： 

・ アンプ出力をラインレベルに変換 

・ ４Ωまたは８Ωスピーカーラインをブリッジ 

・ 広範囲な入力電圧の調整が可能 

・ ０．５Ｗ～４００Ｗまでのアンプレベルを変換 

・ 優れた低周波数特性 

・ サブウーファーアンプ入力に送る時に最適 

・ ユーロ型ターミナルブロックの接続 

・ バランスまたはアンバランス出力 

・ 優れた品質のオーディオトランス 

・ バイファイラ巻 

・ ガルバニック絶縁 

・ ＲＤＬ®ＴＸシリーズの便宜性 

 

 

 

用途： 

ＴＸ－８Ａは、４Ωまたは８Ω電源アンプ出力とオーディオミキサーまたはアンプ間に優れた品質のトランス結合が必要な用途で理想的な選

択肢です。前面パネルにあるＬＥＶＥＬコントロールにより増幅された電力レベルの広範囲にわたり、-１０ｄＢＶあるいは+４ｄＢｕ用に調整す

ることができます。 

 

ＴＸ－８Ａは、入出力用にバリアブロック接続を備えたシングルチャンネル（モノ）モジュールです。高品質のバイファイラ巻きオーディオトラ

ンスは、オーディオ入力からオーディオ出力を結合します。アンプ入力端子はグラウンドから絶縁されています。出力グラウンド端子は金

属担体構造のＴＸ－８Ａに接続されます。 

 

オーディオトランスはガルバニック絶縁を提供します。そしてバランスまたはアンバランスに配線することもできます。ＴＸ－８Ａは広帯域の

オーディオ、低歪み、明瞭なオーディオ、多目的なオーディオ設置に適したモジュールでプロ用機器に共通したヘッドルームを提供します。 

 

優れた低周波数特性により、ＴＸ－８Ａはサブウーファーアンプのラインレベル入力を送る時に大変適しています。ステレオのインストレー

ションでは、２台のＴＸ－８Ａモジュール出力がモノオーディオライン、及び（あるいは）サブウーファーアンプ・ライン入力を送るためにミック

スされます。 

 

ＴＸ－８Ａはコンパクトなサイズのため、様々なスペースや機器ラックの様々な場所に取り付けることができます。ＴＸ－８Ａは、必要に応じ

て様々なＲＤＬマウントオプションを使用して、ラックの側面や機器ラック（前面あるいは背面のラックレールにいずれか）取り付けることが

できます。ＴＸ－８Ａを単体で使用したり、フルオーディオ／ビデオシステムの一部として他のＲＤＬ製品と組み合わせることができます。 

 



 

 

仕様： 

入力コネクター：   バリアブロック 

最小入力レベル*（+４ｄＢｕ出力）：  ８Ｗ（８Ω）、１６Ｗ（４Ω） 

最小入力レベル*（-１０ｄＢＶ出力）：  ０．５Ｗ（８Ω）、１Ｗ（４Ω） 

最大入力レベル*：   ４００Ｗ 

減衰範囲：    １６ｄＢ～３４ｄＢ（入力から出力へ） 

出力コネタクー：   バリアブロック 

出力レベル：   -１０ｄＢＶ アンバランスまたは+４ｄＢｕバランス、調整可能（１０ｋΩ負荷） 

ガルバニック絶縁：   バイファイラ巻き オーディオトランス 

周波数特性：   ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．７５ｄＢ） 

ＴＨＤ：    ０．１％以下（１ｋＨｚ）、１％以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

電源仕様：    パッシブ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ７．６×３．０×３．８（コネクタを入れた場合：４．６） 

*入力レベルは４Ωまたは８Ωアンプ出力に対応する電圧 



 

 

ＴＸＴＸＴＸＴＸ－ＰＤ－ＰＤ－ＰＤ－ＰＤ８Ｘ８Ｘ８Ｘ８Ｘ    

スイッチング電源ディストリビューター 

 

 

 

 

特徴： 

・ ２４Ｖｄｃ電源の分配 

・ 電源切り替えからのソフトスタート 

・ 出力は外部スイッチで作動可能 

・ 出力はオープンコレクタークロージャーのグラウンド接地にて作動可能 

・ ＲＤＬリモートコントロールで直接コントロールが可能 

・ 最大８つまでの電源分配ポイント 

・ 電圧有無の表示 

・ 逆電圧保護 

 

 

 

用途： 

電流制限されたスイッチング電源からの電源分配が必要とされる用途において、ＴＸ－ＰＤ８Ｘは理想的な選択肢です。単一電源から最大８

つまでのモジュールの電源を入れる際に適しています。多くのスイッチング電源の制限電流回路は、高電流容量負荷が接続されると電源

を入れた時に、シャットダウンさせてしまいます。電源の適用時、ＴＸ－ＰＤ８Ｘは、出来るだけ早く負荷容量に充電を行い、その後負荷への

フル電圧に切り替えるため電圧をランプします。逆極性が入力に接続されている場合、この状況が修正されるまでＴＸ－ＰＤ８X は負荷を切

断します。 

 

多様なモジュールが単一電源で動作できるシステム設計となっています。各モジュールへの電源配線が電源出力から出るよう優れたエン

ジニアリング技術が必要です。ＴＸ－ＰＤ８Ｘは８つの各モジュールに対する電源ソースとして働きます。ＴＸ－ＰＤ８Ｘは通常設置準拠のモジ

ュールに電源を供給します。前面パネルのスイッチによりインストーラーは外部コントロールを行うことができます。ＯＮ端子がグラウンド接

地されている時、ＴＸ－ＰＤ８Ｘ出力はアクティブです。外部コントロールはＲＤＬ検出やコントロールモジュール、ＯＥＭ機器やコントローラー

からのオープンコレクター出力を使用したり、Ｄ－ＲＴ２ＲＤＬリモートウォールコントロールを使用して行うことが可能です。出力が作動中の

時には前面パネルにある青色のＬＥＤが点灯します。 

 

 

 

仕様： 

入力／出力電圧：  ２４Ｖｄｃ＠２Ａ（制限電流スイッチング電源と共に使用向け） 

出力（８）：   全負荷電流は２Ａを越えてはならない 

インジケーター：  ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ + 接続負荷 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－Ｈ－Ｈ－Ｈ－ＨＲＡＲＡＲＡＲＡ    

ＦＬＡＴ－ＰＡＫシリーズ製品用１０．４インチラックマウント 

 

用途： 

ＦＰ－ＨＲＡラックはＦＬＡT－ＰＡＫモジュールを取り付けることができます。このアダプタは１０．４インチラックサイズに適合。 

 

 

 

 

 

用途： 

ＨＤシリーズ製品１個をマウントします。ミキサーアンプは、ユーザーコントロールの為、前側に取り付けたり、安全のためフィラーパネルの

背後に取り付けても良いでしょう。このアダプタは１０．４インチラックサイズに適合します。 

 

 

 

 

 

用途： 

ＨＲ－ＨＲＡ１は、ＲＤＬ®ＨＡＬＦ－ＲＡＣＫ製品１台、プレート、アクセサリを取り付けるための１ＲＵラックシャーシです。ＨＡＬＦ－ＲＡＣＫシリ

ーズ製品はシャーシにはめ込み、所定の位置にスライドします。そしてＨＡＬＦ－ＲＡＣＫ製品やアクセサリに付属の２本または４本のネジで

締め付けることによりしっかりと固定することができます。このアダプタは１０．４インチラックサイズに適合します。 

ＨＨＨＨＤＤＤＤ－Ｈ－Ｈ－Ｈ－ＨＲＡ１ＲＡ１ＲＡ１ＲＡ１    

HD シリーズ製品１個用ラックマウント 

 

ＨＲＨＲＨＲＨＲ－Ｈ－Ｈ－Ｈ－ＨＲＡ１ＲＡ１ＲＡ１ＲＡ１    

ＨＡＬＦ－ＲＡＣＫシリーズ用ラックアダプタ  -１０．４インチラックサイズに適合 

 



 

 

 

 

用途： 

デスクトップ型電源１台とＴＸモジュール１台を取り付けることができます。ＲＣ－ＨＰＳ１は、ＲＤＬデスクトップ型電源全てに互換性があり、さ

らに最大寸法１４．７×７．６×４．３ｃｍの電源にも互換性があります。このアダプターは１０．４インチラックサイズに適合します。 

 

 

 

 

ＲＲＲＲＣＣＣＣ－Ｈ－Ｈ－Ｈ－ＨＰＳ３ＰＳ３ＰＳ３ＰＳ３    

デスクトップ型電源３台用１０．４インチラックマウント 

 

用途： 

最大３台のデスクトップ型電源を取り付けることができます。シャーシの側面や背面に配線をルートすることができます。ＲＣ－ＨＰＳ３はＲ

ＤＬデスクトップ型電源全てに互換性があり、さらに最大寸法１４．７×７．６×４．３ｃｍの電源にも互換性があります。このアダプタは１０．４

インチラックサイズに適合します。 

 

 

 

 

用途： 

ＲＵ－ＨＲＡ１ラックはＲＡＣＫ－ＵＰモジュール１個の取り付け、あるいはＡＭＳアクセサリ用のマウントフレームの取り付けが可能です。このアダプタは１０．４

インチサイズに適合します。 

ＲＲＲＲＣＣＣＣ－Ｈ－Ｈ－Ｈ－ＨＰＳ１ＰＳ１ＰＳ１ＰＳ１    

デスクトップ型電源及びＴＸモジュール用１０．４インチラックマウント 

 

ＲＵ－ＨＲＡ１ＲＵ－ＨＲＡ１ＲＵ－ＨＲＡ１ＲＵ－ＨＲＡ１    

ＲＡＣＫ-ＵＰシリーズ製品１個用１０．４インチラックマウント 

 



 

 

ＳＴＲ－ＳＴＲ－ＳＴＲ－ＳＴＲ－Ｈ６Ｈ６Ｈ６Ｈ６ＡＡＡＡ    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ製品 ６個用１０．４インチラックマウント 

 

 

 

 

用途： 

ＳＴＲ－Ｈ６Ａは、ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュール６個を取り付ける事が出来ます。このアダプタは１０．４インチラックサイズに適合します。 

 

 

 

 

 

用途： 

３台のＴＸモジュールを取り付け可能なＴＸ－ＨＲＡ３ラックです。このアダプタは１０．４インチサイズに適合します。 

 

TXTXTXTX－ＨＲＡ３－ＨＲＡ３－ＨＲＡ３－ＨＲＡ３    

ＴＸシリーズ製品３台用１０．４インチラックマウント 

 



 

 

ＨＤ－ＷＭ１ＨＤ－ＷＭ１ＨＤ－ＷＭ１ＨＤ－ＷＭ１    

HD シリーズ用ウォールマウント ブラケット 

 

用途： 

ＨＤ－ＷＭ１はＨＤシリーズ製品に互換性があり、電源を壁面やその他平坦な場所に取り付けることができます。ブラケットの内部に電源を

入れることができ、プロ用の設置のために余った線を隠すスペースも設けられています。特別なタブが付いており、ＨＤ製品に接続する配

線をしっかり固定することができます。ＨＤ製品の背面パネルの接続や調整を保護するための安全カバーが設けられており、簡単に所定

の位置へスライドさせることができます。 

 

互換性：ＨＤ－ＭＡ３５U、ＨＤ－ＭＡ３５UＡ、ＨＤ－RA３５U、ＨＤ－RA３５UＡ、ＨＤ－ＰＡ３５Ｕ， ＨＤ－ＰＡ３５ＵＡ 

 

 

 

 

 

ＨＤ－ＷＭ２ＨＤ－ＷＭ２ＨＤ－ＷＭ２ＨＤ－ＷＭ２    

ＨＤシリーズのウォールマウントブラケット 

 

 

用途： 

ＨＤ－ＷＭ２はＨＤシリーズ製品に互換性があり、電源を壁面やその他平坦な場所に取り付けることができます。ブラケットの内部に電源を

入れることができ、プロ用のインストレーションにおいて余った線を隠すスペースも設けられています。特別なタブが付いており、ＨＤ製品

に接続する配線をしっかり固定することができます。ＨＤ製品の背面パネルの接続や調整を保護するための安全カバーが設けられており、

簡単に所定の位置へスライドさせることができます。 

 

互換性：ＨＤ－ＭＡ３５、ＨＤ－ＭＡ３５Ａ、ＨＤ－ＰＡ３５、ＨＤ－ＰＡ３５Ａ 

 



 

 

ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＲＣＸ１ＲＣＸ１ＲＣＸ１ＲＣＸ１，，，，    ＤＳ－ＲＣＸ１ＤＳ－ＲＣＸ１ＤＳ－ＲＣＸ１ＤＳ－ＲＣＸ１，，，，    Ｄ－ＲＣＸ１Ｄ－ＲＣＸ１Ｄ－ＲＣＸ１Ｄ－ＲＣＸ１    

ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール 

 

          

ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＲＣＸ１ＲＣＸ１ＲＣＸ１ＲＣＸ１                                ＤＳ－ＲＣＸ１ＤＳ－ＲＣＸ１ＤＳ－ＲＣＸ１ＤＳ－ＲＣＸ１                                ＤＤＤＤ－ＲＣＸ１－ＲＣＸ１－ＲＣＸ１－ＲＣＸ１    

 

 

特徴： 

・ ソース及びボリュームをコントロールするために個々の部屋に設置 

・ 長寿命のプッシュボタン 

・ 音楽またはローカル/合成のソース選択 

・  読み取りＬＥＤ付きアップ/ダウンプッシュボタンでのレベル調整 

・  １つの部屋で複数の RCX１を接続可能 

・  オール金属パネル及び背面エンクロージャーを備えたＤｅｃｏｒａ®デザイン 

 

 

 

 

 

 

ＤＢ－ＲＣＸ２ＤＢ－ＲＣＸ２ＤＢ－ＲＣＸ２ＤＢ－ＲＣＸ２，，，，    ＤＳ－ＲＣＸ２ＤＳ－ＲＣＸ２ＤＳ－ＲＣＸ２ＤＳ－ＲＣＸ２，，，，    Ｄ－ＲＣＸ２Ｄ－ＲＣＸ２Ｄ－ＲＣＸ２Ｄ－ＲＣＸ２    

ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール 

 

         

 

特徴： 

・ ソース及びレベルをコントロールするために各部屋に設置 

・ 音楽またはローカル／合成を選択するための長寿命プッシュボタン 

・ オーディオレベルの設定をするために読み取りＬＥＤを備えたオプティカルロータリーエンコーダー 

・ 同じ部屋にＲＣＸ２ユニットを１つあるいは２つ接続可能 

・ オール金属パネル及び背面エンクロージャーを備えたＤｅｃｏｒａ®デザイン 

 



 

 

ＤＢ－ＲＣＸ１０Ｒ、ＤＢ－ＲＣＸ１０Ｒ、ＤＢ－ＲＣＸ１０Ｒ、ＤＢ－ＲＣＸ１０Ｒ、    ＤＳ－ＲＣＸ１０ＲＤＳ－ＲＣＸ１０ＲＤＳ－ＲＣＸ１０ＲＤＳ－ＲＣＸ１０Ｒ、、、、    Ｄ－ＲＣＸ１０ＲＤ－ＲＣＸ１０ＲＤ－ＲＣＸ１０ＲＤ－ＲＣＸ１０Ｒ    

ＲＣＸ－５Ｃ用リモートボリュームコントロール  

 

           

ＤＢ－ＲＣＸ１０ＲＤＢ－ＲＣＸ１０ＲＤＢ－ＲＣＸ１０ＲＤＢ－ＲＣＸ１０Ｒ                            ＤＳ－ＲＣＸ１０ＲＤＳ－ＲＣＸ１０ＲＤＳ－ＲＣＸ１０ＲＤＳ－ＲＣＸ１０Ｒ                        Ｄ－ＲＣＸ１０ＲＤ－ＲＣＸ１０ＲＤ－ＲＣＸ１０ＲＤ－ＲＣＸ１０Ｒ    

 

 

特徴： 

・ ボリュームをコントロールするために個々の部屋に設置 

・ 音楽ソースを使用しないシステムに最適 

・ オーディオレベルの設定をするために読み取りＬＥＤを備えたオプティカルロータリーエンコーダー 

・ 同じ部屋にＲＣＸ２ユニットを１つあるいは２つ接続可能 

・ オール金属パネル及び背面エンクロージャーを備えたＤｅｃｏｒａ®デザイン 



 

 

ＥＺ－ＰＤ３ＥＺ－ＰＤ３ＥＺ－ＰＤ３ＥＺ－ＰＤ３    

電源ディストリビューター 

 

 

 

 

特徴： 

・ ２４Ｖｄｃ電源の分配 

・ 電源切り替えからのソフトスタート 

・ 出力は前面パネルのスイッチで作動可能 

・ 最大３つまでの電源分配ポイント 

・ 電圧有無の表示 

・ 逆電圧保護 

・ 単一電源から複数の製品へ供給を行うエネルギー効率 

 

 

 

用途： 

電流制限されたスイッチング電源からの電源分配が必要とされる用途においてＥＸ－ＰＤ３は、理想的な選択肢です。単一電源から３つま

でのＥＺモジュールの電源を入れる適しています。電源の適用時、ＥＺ－ＰＤ３は、出来るだけ早く負荷容量に充電を行い、その後負荷への

フル電圧に切り替えるため電圧をランプします。前面パネルにはスイッチが設けられています。出力が動作中の時には前面パネルにある

青色のＬＥＤが点灯します。 

 

 

 

仕様： 

入力／出力電圧：  ２４Ｖｄｃ＠６００ｍＡ（制限電流スイッチング電源と共に使用向け） 

出力（３）：   全負荷電流は６００ｍＡを越えてはならない 

インジケーター：  ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠２０ｍＡ + 接続負荷 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴｗｉｓｔｅｄＴｗｉｓｔｅｄＴｗｉｓｔｅｄＴｗｉｓｔｅｄ    ｐａｉｒｐａｉｒｐａｉｒｐａｉｒ    

 



 

 

 

特徴： 

・ ツイストペアケーブル１本でビデオとステレオオーディオ信号の伝送 

・ ＮＴＳＣもしくはＰＡＬ Ｖｉｄｅｏに対応 

・ ２系統の-１０ｄＢＶ アンバランスオーディオ出力もしくは+４ｄＢｕ バランスオーディオ出力 

・ フォノジャックおよびユーロ型ターミナルブロックのオーディオ出力 

・ Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ 信号ペア３系統すべてを使用 

・ ローカル電源供給もしくはＲＪ４５を使用してリモート電源供給 

・ ローカル電源供給の場合ＲＪ４５に接続されたすべてのモジュールに電源を供給 

・ 自動リセットヒューズによる配線ミスの防止 

・ ターミナルブロックまたはｄｃパワージャックを使用したローカル電源供給 

・ 青色ＬＥＤによって電源オン状態を通知 

・ ツイストペアを使用したアクティブバランス伝送 

・ Ｐａｉｒ-Ａにてビデオ信号受信、Ｐａｉｒ-ＢにてＬｃｈオーディオ信号受信、Pair-C にてＲｃｈオーディオ信号受信 

 

用途： 

ＴＸ－ＴＰＲ３ＣはＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ ツイストペア製品と互換性のある３ペア オーディオ／ビデオ信号受信モジュールです。このモジュー

ルは、多用途なＭａｘ－ＴＸシリーズエンクロージャーに組み込まれています。耐久性の高い接着剤が付属しており、永続的または一時的な

取り付けに対応しています。TX シリーズアクセサリーを使用することによりＴＸ－ＴＰＲ３Ｃをラックマウントすることも可能です。 

 

ＴＸ－ＴＰＲ３ＣモジュールはＢＮＣ（ＮＴＳＣもしくはＰＡＬ）Ｖｉｄｅｏ出力と２系統のオーディオ出力（それぞれＬｃｈおよびＲｃｈに使用）を備えてい

ます。ＲＪ４５ ＩＮＰＵＴジャックのＰａｉｒ－Ａより受信したビデオ信号はＢＮＣビデオ出力ジャックへと供給されます。ツイストペアケーブルで生

じたレベルロスは前面パネルに設置されたＧＡＩＮコントロールで調整することができます。ケーブル伝送で生じたビデオ信号の高域ロスは

ＥＱコントロールによって調整することが可能です。Ｐａｉｒ-ＢおよびＰａｉｒ-Ｃより受信したオーディオ信号はバッファーされ、民生用レベルの

基準である-１０ｄＢＶでアンバランスＲＣＡジャックオーディオ出力を駆動し、+４ｄＢｕでユーロ型ターミナルブロックにバランス型オーディオ

出力を駆動します。 

 

ＴＸ－ＴＰＲ３Ｃはブリッジ入力を備え、他レシーバーのＬＯＯＰ ＯＵＴジャックへと接続することが可能です。ＴＸ－ＴＰＲ３Ｃで使用されている

ブリッジ回路は、１台のＦｏｒｍａｔ－Ｃ 送信機より受信した信号を最大で３台の受信機へと接続することが可能です。ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ製品

を使用すれば、複数か所への受信機設置が可能となりオーディオ／ビデオ信号の配線設計に多大な柔軟性を与えることができます。前面

パネルに設置された端子台を使用して、２４ＶｄｃのパワーサプライからＴＸ－ＴＰＲ３Ｃへ直接電源を供給することが可能です。モジュール

に供給されたローカル電源は接続されているすべてのリモートモジュールにも供給されます。同じツイストペアケーブルによって接続され

た他のあらゆるモジュール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーターからリモートでＴＸ－ＴＰＲ３Ｃへ電源を供給することも可能です。

前面パネルのＬＥＤによって電源オン状態を通知します。 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃは長距離にも対応した高品質なバランス型ビデオ信号伝送およびシールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の品質

を持ったオーディオ信号伝送を可能にします。シンプルな設計、容易な取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイ

ズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃは設計者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢

を提供します。 

 

 

 

 

ＴＸ－ＴＰＲ３ＣＴＸ－ＴＰＲ３ＣＴＸ－ＴＰＲ３ＣＴＸ－ＴＰＲ３Ｃ    

アクティブ ３ペア受信機 －ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ コンポジットビデオ＆ステレオオーディオ 



 

 

ＴＸ－ＴＰＲ３Ｃ 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ 

入力接続：   ＲＪ４５ 

Format-C 信号ペアの使用（３）： Ａ，Ｂ，Ｃ 

出力（５）：   ビデオ：７５Ω、オーディオ：１５０Ωバランス（Ｌ，Ｒ） 

１ｋアンバランス（Ｌ，Ｒ） 

出力接続：   ユーロ型ターミナルブロック（バランス）、ＲＣＡ（アンバランス）、ＢＮＣ（ビデオ） 

出力レベル：  ビデオ：１V p-p、オーディオ+４ｄBu バランス（最大+２２）、-１０ｄBV アンバランス 

ビデオ 

ビデオフォーマット：  ＮＴＳＣまたはＰＡＬ 

ビデオ帯域：  １０MHｚ 

オーディオ部   

周波数特性：  １０Hz～５０ｋHz（±０．１ｄB） 

THD+N：   ０．００５％以下 

+４ｄBu 以下のノイズ：  -９０ｄB 以下 

クロストーク：  オーディオ：９０ｄB 以下（１ｋHz）、７５ｄB 以下（２０Hz～２０ｋHz） 

   オーディオ／ビデオ：ノイズフロア以下 

+４ｄBu 以上のヘッドルーム： １８ｄB 以上 

CMRR：   ８０ｄB 以上（５０Hz～１５０Hz） 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（３）：  パワージャック、ユーロ型ターミナルブロック、ＲＪ４５ 

電源仕様：   接地準拠,、２４Ｖｄｃ＠５５ｍＡ +接続負荷 

最大負荷電流：  １４５ｍＡ ＲＪ４５ジャック  

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．０８×７．６×５．３ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

 

特徴： 

・ ツイストペアケーブル一本でビデオ信号とステレオオーディオ信号の伝送 

・ ＮＴＳＣもしくはＰＡＬ Ｖｉｄｅｏに対応 

・ ２系統の-１０ｄＢＶ アンバランスオーディオ入力もしくは+４ｄＢｕ バランスオーディオ入力 

・ ＲＣＡフォノジャックおよびユーロ型ターミナルブロックによるオーディオ入力 

・ Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ 信号ペア３系統すべてを使用 

・ ローカル電源供給もしくはＲＪ４５を使用してリモート電源供給 

・ ローカル電源供給の場合ＯＵＴＰＵＴに接続されたすべてのモジュールに電源を供給 

・ 自動リセットヒューズによる配線ミスの防止 

・ ターミナルブロックまたはｄｃパワージャックを使用したローカル電源供給 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ ツイストペアを使用したアクティブバランス伝送 

・ Ｐａｉｒ－Ａよりビデオ信号供給、Ｐａｉｒ－ＢよりＬｃｈオーディオ信号供給、Ｐａｉｒ－ＣよりＲｃｈオーディオ信号供給 

 

用途： 

ＴＸ－ＴＰＳ３Ｃは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ ツイストペア製品と互換性のある ３ペア オーディオ／ビデオ送信モジュールです。このモジュール

は、多用途なＭａｘ－ＴＸシリーズエンクロージャーに組み込まれています。耐久性の高い接着剤が付属しており、永続的または一時的な取

り付けに対応しています。ＴＸシリーズアクセサリーを使用することによりＴＸ－ＴＰＳ３Ｃをラックマウントすることも可能です。 

 

ＴＸ－ＴＰＳ３ＣモジュールはＢＮＣ（ＮＴＳＣもしくはＰＡＬ）Ｖｉｄｅｏ入力と２系統のオーディオ入力（それぞれＬｃｈおよびＲｃｈに使用）を備えてい

ます。アンバランスＲＣＡジャックオーディオ入力は民生レベルの基準である-１０ｄＢＶの信号を受信できるよう設計されています。バランス

+４ｄＢオーディオ入力はユーロ型ターミナルブロックを通して配信されます。バッファーされたビデオ信号はＰａｉｒ－Ａに送信されます。バッ

ファーされたＬ，Ｒのラインレベルオーディオ信号はＰａｉｒ－ＢおよびＰａｉｒ－Ｃのケーブルへと送信されます。このモジュールは３系統すべて

のＦｏｒｍａｔ－Ｃケーブルペアを駆動しますので、他の送信モジュールから信号を受信することはできません。前面パネルに設置されたター

ミナルブロックを使用して、２４ＶｄｃのパワーサプライからＴＸ－ＴＰＳ３Ｃへ直接電源を供給することが可能です。モジュールに供給された

ローカル電源は接続されているすべてのリモートモジュールにも供給されます。同じツイストペアケーブルによって接続された他のあらゆ

るモジュール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーターからリモートでＴＸ－ＴＰＳ３Ｃへ電源を供給することも可能です。前面パネルの

ＬＥＤによって電源オン状態を通知します。 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃは長距離にも対応した高品質なバランスビデオ信号伝送およびシールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の品質を

持ったオーディオ信号伝送を可能にします。シンプルな設計、容易な取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイ

ズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃは設計者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢

を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＸ－ＴＰＳ３ＣＴＸ－ＴＰＳ３ＣＴＸ－ＴＰＳ３ＣＴＸ－ＴＰＳ３Ｃ    

アクティブ ３ペア送信機－ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ －コンポジット ビデオ＆ステレオオーディオ 

 



 

 

ＴＸ－ＴＰＳ３Ｃ 

 

仕様： 

入力（５）：   ビデオ：７５Ω、オーディオ（Ｌ，Ｒ）：１０ｋΩアンバランス及び１０ｋΩバランス 

入力接続：   ビデオ：ＢＮＣ、オーディオ：ＲＣＡフォノ（アンバランス）、ユーロ型ターミナルブロック（バランス） 

入力レベル：  ビデオ：１Ｖ p-p、 オーディオ：-１０ｄＢＶアンバランスまたは+４ｄＢｕバランス 

Ｆｏｒｍａｔ－Ｃペア：  Ａ（ビデオ）、Ｂ（オーディオ 左）、Ｃ（オーディオ 右） 

ゲイン：   ビデオ：ユニティ、アンバランスライン：１２ｄＢ、バランスライン：ユニティ 

出力（５）：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ 

出力接続：   ＲＪ４５ 

ビデオ部 

ビデオフォーマット：  ＮＴＳＣまたはＰＡＬ 

ビデオ帯域：  １０ＭＨｚ 

オーディオ部 

周波数特性：  ２０Hz～５０ｋHz（±０．５ｄB） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下（２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ）、０．００５％以下（１ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -９５ｄＢ以下 

クロストーク：  ラインからライン：９０ｄＢ以下（１ｋＨz）、７５ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

   ラインからビデオ、ビデオからライン：ノイズフロア以下 

+４ｄBu 以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（２）：  ユーロ型ターミナルブロック、ＲＪ４５ 

電源仕様：   接地準拠,、２４Ｖｄｃ＠５５ｍＡプラス接続負荷 

最大負荷電流：  １３５ｍＡ ＲＪ４５ジャック 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．０８×７．６×５．３ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 

 



 

 

ＡＦ－ＴＰＲ３Ｃ，ＡＦ－ＴＰＲ３Ｃ，ＡＦ－ＴＰＲ３Ｃ，ＡＦ－ＴＰＲ３Ｃ，    Ｄ－ＴＰＲ３Ｃ，Ｄ－ＴＰＲ３Ｃ，Ｄ－ＴＰＲ３Ｃ，Ｄ－ＴＰＲ３Ｃ，    ＤＳ－ＴＰＤＳ－ＴＰＤＳ－ＴＰＤＳ－ＴＰＲＲＲＲ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ，，，，ＥＭ－ＴＰＲ３ＣＥＭ－ＴＰＲ３ＣＥＭ－ＴＰＲ３ＣＥＭ－ＴＰＲ３Ｃ    

アクティブスリーペア受信機－ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ－ コンポジットビデオ＆ステレオオーディオ 

 

D-TPR3C          DS-TPR3C             AF-TPR3C    EM-TPR3C 

特徴： 

・ ツイストペアケーブル１本でビデオとステレオオーディオ信号の伝送 

・ ＮＴＳＣもしくはＰＡＬ Ｖｉｄｅｏに対応 

・ ２系統の-１０ｄＢV アンバランス オーディオ出力 

・ Ｐａｉｒ Ａよりビデオ信号供給、Ｐａｉｒ ＢにてＬ ｃｈオーディオ信号供給、Ｐａｉｒ ＣにてＲ ｃｈオーディオ信号供給 

・ ツイストペアケーブルを通じてリモート電源供給 

・ ヒューズ装備のローカル電源で接続されたすべての機器に電源供給 

・ 端子台にローカル電源入力を設備 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ 信号ペア３系統すべてを使用 

・ ツイストペアを使用したアクティブバランス型伝送 

 

用途： 

ＡＦ－/Ｄ－/ＥＭ－ＴＰＲ３ＣモジュールはＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ ツイストペア製品と互換性のある３ペア オーディオ/ビデオ信号受信モジュ

ールです。これらのモジュールはウォールボックス、キャビネットおよび外部機器接続用のエンクロージャーに取り付けることが可能です。

Ｄ－およびＤＳ-モデルは、ＲＤＬ ＷＢ-１ＵおよびＲＤＬ ＷＢ-２Ｕウォールボックス、または標準ＵＳ電気ボックスにマウント可能です。Ｄ－

ＴＰＳ３Ｃにはホワイトの前面パネルにグレーのレタリングがあしらわれており、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのリモートコントロール機器とも

相性のいい製品です。Ｄ－ＴＰＳ３ＣはＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのステンレス製リモートコントロール機器に対応するステンレススチール

製となっており、商業施設／工業施設におけるインストレーションに使用できます。ＡＦ-ＴＰＳ３Ｃは様々なＡＰＰＬＥＸウォールマウント、キャ

ビネットマウント、卓上エンクロージャーに対応するＡＰＰＦＬＥＸ™シリーズ製品です。ＥＭ－ＴＰＳ３Ｃは４５mm の四角型モジュールになって

おり、Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｍｏｄｕｌａｒ マウントフレームおよびカバープレートに取り付け可能です。Ｅｕｒｏｐｅａｎ電気ボックスの場合、ＲＪ４５ジャック

とプラグを収容できる奥行を十分備えていないので、ＥＭ-製品ではユーロ型ターミナルブロックを使用してツイストペアケーブルを接続し

ます。 

 

ＡＦ－/Ｄ－/ＥＭ－ＴＰＲ３ＣモジュールはＲＣＡフォノＮＴＳＣもしくはＰＡＬ Ｖｉｄｅｏ出力と 2 系統のＲＣＡフォノジャックオーディオ出力（それぞ

れＬ ｃｈおよびＲ ｃｈに使用）を備えています。ＲＪ４５ ＩＮＰＵＴジャックのＰａｉｒ--A より受信したビデオ信号はＲＣＡビデオ出力ジャックへと

供給されます。ツイストペアケーブルで生じたレベルロスは隠れたＧＡＩＮコントロールで調整することができます。ケーブル伝送で生じたビ

デオ信号の高域ロスは EQ コントロールによって調整することが可能です。Ｐａｉｒ－ＢおよびＰａｉｒ‐Ｃより受信したオーディオ信号はバッファ

ーされ、民生用レベルの基準である-１０ｄＢＶでアンバランス ＲＣＡジャックオーディオ出力を駆動します。ＡＦ－/Ｄ－/ＥＭ－ＴＰＲ３Ｃモジ

ュールはビデオ信号のケーブルペアをターミネートしますので、同じツイストペア供給に追加の受信機を加えることはできません。リアパ

ネルに設置された端子台を使用して、２４ＶｄｃのパワーサプライからＡＦ－/Ｄ－/ＥＭ－ＴＰＲ３Ｃへ直接電源を供給することが可能です。モ

ジュールに供給されたローカル電源は接続されているすべてのリモートモジュールにも供給されます。同じツイストペアケーブルによって

接続された他のあらゆるモジュール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーターからリモートでＡＦ－/Ｄ－/ＥＭ－ＴＰＲ３Ｃへ電源を供給

することも可能です。前面パネルのＬＥＤによって電源オン状態を通知します。 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ-Ｃは長距離にも対応した高品質なバランス型ビデオ信号伝送およびシールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の品質

を持ったオーディオ信号伝送を可能にします。シンプルな設計、容易な取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイ

ズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ-Ｃは設計者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢

を提供します。 

 



 

 

ＡＦ－ＴＰＲ３Ｃ， Ｄ－ＴＰＲ３Ｃ， ＤＳ－ＴＰＲ３Ｃ，ＥＭ－ＴＰＲ３Ｃ 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ 

入力接続：   ＲＪ４５（モデルＤ－、 

Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ信号ペアの使用（３）： Ａ，Ｂ，Ｃ 

出力（３）：   ビデオ：７５Ω、オーディオ：１００Ωアンバランス 

１ｋアンバランス（Ｌ，Ｒ） 

出力接続：   ビデオ：RCA フォノ、オーディオ：ＲＣＡフォノジャック（２） 

出力レベル：  ビデオ：１V p-p、オーディオ：-１０ｄBV 

ビデオ 

ビデオフォーマット：  ＮＴＳＣまたはＰＡＬ 

ビデオ帯域：  １０ＭＨｚ 

オーディオ 

オーディオ：   １０Hz～５０ｋHz（±０．１ｄB） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄBu 以下のノイズ：  -９０ｄB 以下 

+４ｄBu 以上のヘッドルーム： １８ｄB 以上 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄB 以上（５０Hz～１５０Hz） 

クロストーク：  ラインからライン：９０ｄB 以上（１ｋＨｚ）、７５ｄB 以下（２０Hz～２０ｋHz） 

   ラインからビデオ、ビデオからライン：ノイズフロア以下 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（２）：  ユーロ型ターミナルブロック、ＲＪ４５ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡプラス接続負荷 

最大負荷電流：  ＲＪ４５ジャックに１４５ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ＥＭ－ＴＰＲ３Ｃ： ４５ｍｍ×４５ｍｍ×４．９ 

   Ｄ－、ＤＳ－ＴＰＲ３Ｃ：１０．４５×４．０６×４．８ 

   ＡＦ－ＴＰＳ３Ｃ：７．０４×５．６４×４．８ 

マウントボックス最小奥行き： ２．４インチ（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、３９ｍｍ（モデルＥＭ－） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＡＦ－ＴＰＳ３Ｃ，ＡＦ－ＴＰＳ３Ｃ，ＡＦ－ＴＰＳ３Ｃ，ＡＦ－ＴＰＳ３Ｃ，    Ｄ－ＴＰＳ３Ｃ，Ｄ－ＴＰＳ３Ｃ，Ｄ－ＴＰＳ３Ｃ，Ｄ－ＴＰＳ３Ｃ，    ＤＳ－ＴＰＳ３ＣＤＳ－ＴＰＳ３ＣＤＳ－ＴＰＳ３ＣＤＳ－ＴＰＳ３Ｃ，，，，    ＥＭ－ＴＰＳ３ＣＥＭ－ＴＰＳ３ＣＥＭ－ＴＰＳ３ＣＥＭ－ＴＰＳ３Ｃ    

アクティブスリーペア受信機－ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ － コンポジットビデオ＆ステレオオーディオ 

 

D-TPS3C          DS-TPS3C             AF-TPS3C         EM-TPS3C 

 

特徴： 

・ ツイストペアケーブル１本でビデオとステレオオーディオ信号の伝送 

・ NTSC もしくは PAL Video に対応 

・ ２系統の-１０ｄＢＶ アンバランスオーディオ入力 

・ Ｐａｉｒ‐Ａよりビデオ信号供給、Pair‐ B にてＬｃｈオーディオ信号供給、Ｐａｉｒ‐ＣにてＲｃｈオーディオ信号供給 

・ ツイストペアケーブルを通じてリモート電源供給 

・ ヒューズ装備のローカル電源で接続されたすべての機器に電源供給 

・ 端子台にローカル電源入力を設備 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ 信号ペア３系統すべてを使用 

・ ツイストペアを使用したアクティブバランス型伝送 

 

用途： 

ＡＦ－/Ｄ－/ＥＭ－ＴＰＳ３ＣモジュールはＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ ツイストペア製品と互換性のある３ペア オーディオ／ビデオ信号送信モジュ

ールです。これらのモジュールはウォールボックス、キャビネットおよびオーディオ／ビデオ信号の送受信に使用するエンクロージャーに

取り付けることが可能です。Ｄ－およびＤＳ－モデルはＲＤＬ ＷＢ－１ＵおよびＲＤＬ ＷＢ－２Ｕウォールボックス、または標準ＵＳ電気ボッ

クスにマウント可能です。Ｄ－ＴＰＳ３Ｃにはホワイトの前面パネルにグレーのレタリングがあしらわれており、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルの

リモートコントロール機器とも相性のいい製品です。ＤＳ－ＴＰＳ３ＣはＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのステンレス製リモートコントロール機器に

対応するステンレススチール製となっており、商業施設／工業施設におけるインストレーションに使用できます。ＡＦ－ＴＰＳ３Ｃは様々なＡ

ＰＰＬＥＸウォールマウント、キャビネットマウント、卓上エンクロージャーに対応するＡＰＰＦＬＥＸ™シリーズ製品です。ＥＭ－ＴＰＳ３Ｃは 45ｍ

ｍの四角型モジュールになっており、Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｍｏｄｕｌａｒ マウントフレームおよびカバープレートに取り付け可能です。Ｅｕｒｏｐｅａｎ電気

ボックスの場合、ＲＪ４５ジャックとプラグを収容できる奥行を十分備えていないので、EM-製品ではユーロ型ターミナルブロックを使用して

ツイストペアケーブルを接続します。 

 

ＡＦ－/Ｄ－/ＥＭ－ＴＰＳ３ＣモジュールはＲＣＡフォノＮＴＳＣもしくはＰＡＬ Ｖｉｄｅｏ入力と 2 系統のＲＣＡフォノジャックオーディオ入力（それぞ

れＬ ｃｈおよびＲ ｃｈに使用）を備えています。アンバランスＲＣＡジャックオーディオ入力は民生用レベルの基準である-１０ｄＢＶの信号を

受信できるよう設計されています。バッファーされたビデオ信号は Pair‐A に送信されます。バッファーされたＬ ｃｈおよびＲ ｃｈのラインレ

ベルオーディオ信号はＰａｉｒ－ＢおよびＰａｉｒ－Ｃのケーブルへと送信されます。このモジュールは３系統すべてのＦｏｒｍａｔ Ｃケーブルペア

を駆動しますので、他の送信モジュールから信号を受信することはできません。ＡＦ－/Ｄ－/ＥＭ－ＴＰＳ３Ｃモジュールは他の送信機と接

続することはできません。リアパネルに設置された端子台を使用して、２４ＶｄｃのパワーサプライからＡＦ－/Ｄ－/ＥＭ－ＴＰＳ３Ｃへ直接電

源を供給することが可能です。モジュールに供給されたローカル電源は接続されているすべてのリモートモジュールにも供給されます。同

じツイストペアケーブルによって接続された他のあらゆるモジュール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーターからリモートでＡＦ－/Ｄ

－/ＥＭ－ＴＰＳ３Ｃへ電源を供給することも可能です。前面パネルのＬＥＤによって電源オン状態を通知します。 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃは長距離にも対応した高品質なバランス型ビデオ信号伝送およびシールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の品質

を持ったオーディオ信号伝送を可能にします。シンプルな設計、容易な取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイ

ズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃは設計者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢

を提供します。 

 

 



 

 

ＡＦ－ＴＰＳ３Ｃ， Ｄ－ＴＰＳ３Ｃ， ＤＳ－ＴＰＳ３Ｃ， ＥＭ－ＴＰＳ３Ｃ 

 

 

仕様： 

入力（３）：   ビデオ：７５Ω、オーディオ（Ｌ，Ｒ）：１０ｋΩアンバランス 

入力接続：   ビデオ：ＲＣＡフォノ（アンバランス）、オーディオ：ＲＣＡフォノジャック 

入力レベル：  ビデオ：１Ｖ p-p、オーディオ：-１０ｄＢＶアンバランス、最大+１０ｄＢＶ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ信号ペア：  Ａ（ビデオ），Ｂ（アンバランス ライン Ｌｃｈ），Ｃ（アンバランス ライン Ｒｃｈ） 

ゲイン：   ビデオ：ユニティ、ライン：１２ｄＢ 

出力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ 

出力接続：   ＲＪ４５（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、ユーロ型ターミナルブロック（モデルＥＭ－） 

ビデオ 

ビデオフォーマット：  ＮＴＳＣまたはＰＡＬ 

ビデオ帯域：  １０ＭＨｚ 

オーディオ 

周波数特性：  ２０Hz～５０ｋHz（±０．５ｄB） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下（２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ）、０．００５％以下（１ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -９５ｄＢ以下 

クロストーク：  ラインからライン：９０ｄＢ以下（１ｋＨz）、７５ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

   ラインからビデオ、ビデオからライン：ノイズフロア以下 

+４ｄBu 以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（２）：  ユーロ型ターミナルブロック、ＲＪ４５ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡプラス接続負荷 

寸法：   ＥＭ－ＴＰＳ３Ｃ： 高さ：４５ｍｍ  幅：４５ｍｍ  奥行き４．９ｃｍ 

   Ｄ－、ＤＳ－ＴＰＳ３Ｃ： 高さ：１０．４５ｃｍ  幅：４．０６ｃｍ  奥行き４．８ｃｍ 

   ＡＦ－ＴＰＳ３Ｃ： 高さ：７．０４ｃｍ  幅：５．６４ｃｍ  奥行き４．８ｃｍ 

マウントボックスの最大奥行き： ２．４”（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、３９ｍｍ（モデルＥＭ－） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃  

 

 

 

 



 

 

 

特徴： 

・ 入力ジャックは、すべてのＦｏｒｍａｔ－Ｃ送信機の信号に対応 

・ 出力ジャックは、全てのＦｏｒｍａｔ－Ｃ受信機を駆動 

・ 個々の受信機の場所に 4 つの別々のフィード 

・ パワーバスジャックは、隣接するディストリビューターに電源を延長供給 

・ 送信機と接続されたすべての受信機に電源を供給 

・ デュアル ＬＥＤ ＶＵメーターは各オーディオペアのレベルを表示 

・ 青の電源ＬＥＤは、モジュールがＤＣ電源を受け取ると表示 

・ 背面のＬＥＤは、ＲＪ４５の正しい出力電圧を表示 

・ ＲＡＣＫ－ＵＰ®アクセサリを使用した高密度ラックマウント 

 

 

用途： 

ＲＵ－ＴＰＤＣは、すべてのＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃツイストペア製品と互換性のある、４系統の出力信号と電力の分配モジュールです。ＩＮＰＵＴ 

ＲＪ４５ ジャックは、Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ の送信機から送信されるツイストペアケーブルを受け付けます。 

 

背面パネルのＧＡＩＮコントロールは、ツイストペアインプットケーブルによるあらゆるビデオレベルの損失を回復するために設けられてい

ます。ＥＱコントロールは、インストーラーがケーブルの高周波損失に対し、画像のシャープネスを調整する事が出来ます。調整は、ＲＵ－

ＴＰＤＣの１つの出力に接続されたＦｏｒｍａｔ－Ｃ 受信機のビデオ出力を観察しながら行います。オーディオとビデオ信号は、モジュールの

入力で受信されたオーディオとビデオ信号ＲＪ４５ 出力ジャックを駆動するためにそれぞれバッファリングされます。ＲＵ－ＴＰＤＣモジュー

ルは、ビデオケーブルペアをターミネートします。従って、追加の受信機は、モジュールのツイストペア入力に接続されていないでしょう。 

 

２つのＲＤＬデュアルＬＥＤ ＶＵメーターは、ＲＵ－ＴＰＤＣのフロントパネル上の各オーディオチャンネルに 1 つずつ用意されています。 

ＲＵ－ＴＰＤＣは、シングルラックユニットに３つの分配器の取り付けを容易にする、耐久性のあるＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰシャーシで構成され

ます。多種多様な取り付けアクセサリはＲＤＬ ＲＡＣＫ ＵＰシリーズでご利用頂けます。ＲＵ－ＴＰＤＣ の各パワーバスジャックは、ラック

の両側に 1 つのモジュールに電源を供給する事が出来ます。付属の電源ジャンパーケーブルは、１つのディストリビュータモジュールから

次へ相互接続するシンプルな方法を提供し、１つの電源から複数のモジュールを操作することが出来ます。 

ＲＵ－ＴＰＤＣは、電源ジャックまたはユーロ型ターミナルブロックいずれか１つを使用して、２４Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給し

ます。モジュールの電源は、前面パネルのＬＥＤに表示されます。モジュールに接続されたローカル電源は、ＩＮＰＵＴとＯＵＴＰＵＴ ＲＪ４５ジ

ャックに接続された全てのモジュールに供給されます。各ＯＵＴＰＵＴジャックを供給される電源は、独立して自動リセットヒューズによって保

護されています。電源ＬＥＤは、配線欠陥の識別を容易にするため、それぞれのＯＵＴＰＵＴジャックに関連付けられています。 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃは、長距離にも対応した高品質なバランス型ビデオ信号伝送およびシールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の品

質を持ったオーディオ信号伝送を可能にします。シンプルな設計、容易な取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハム

ノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃは設計者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選

択肢を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＵ－ＴＰＤＣＲＵ－ＴＰＤＣＲＵ－ＴＰＤＣＲＵ－ＴＰＤＣ    

４出力ディストリビューター － １×４-ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ 

 



 

 

ＲＵ－ＴＰＤＣ 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ 

入力接続：   ＲＪ４５ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ信号ペア使用（３）： Ａ、Ｂ、Ｃ 

出力（４）：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ 

出力接続：   ＲＪ４５ 

ビデオ 

ビデオフォーマット：  ＮＴＳＣまたはＰＡＬ 

ビデオ帯域：  １０ＭＨｚ 

 

オーディオ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -９０ｄＢ以下 

クロストーク：  ９０ｄＢ以下（１ｋＨz）、７５ｄＢ以下（２０ｋＨｚ）、ノイズフロア以下のビデオ 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄＢ以上（５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

インジケーター（９）：  電源オン（１）、電源オフ（４）、２つのデュアルＬＥＤ ＶＣメーター（４） 

電源接続（３）：  パワージャック（２）、ユーロ型ターミナルブロック 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠１２０ｍＡ +接続負荷 

最大負荷電流：  ２００ｍＡ（各ＲＪ４５出力） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．３×１５×８．２５ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

 

特徴： 

・ ツイストペアケーブル一本でビデオとステレオオーディオ信号の伝送 

・ ＮＴＳＣもしくはＰＡＬ ＶＩＤＥＯに対応 

・ バランスまたはアンバランスラインオーディオ入力 

・ 各オーディオペア調整用前面パネル トリマー 

・ 各オーディオペアのレベル表示用 デュアルＬＥＤ ＶＵメーター 

・ 全てのＦｏｒｍａｔ－Ｃ 受信機を駆動する出力ジャック 

・ 各々の受信機の場所に別々にフィード 

・ 青色ＬＥＤによって電源オン状態を通知 

・ 背面のＬＥＤは、ＲＪ４５の正しい出力電圧を表示 

・ パワーバスジャックは、隣接するディストリビューターに延長供給 

・ ＲＡＣＫ－ＵＰ®アクセサリを使用した高密度ラックマウント 

 

用途： 

ＲＵ－ＴＰＳ４Ｃは、４系統のオーディオ出力およびコンポジットビデオの送信機です。そして全てのＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ ツイストペア製品と

互換性のある電力分配モジュールです。ビデオソースはＢＮＣ入力ジャックに接続します。２つのラインレベルのオーディオソースは、+４ｄ

Ｂｕバランスでユーロ型ターミナルブロックを使用してモジュールに接続することが出来ます。スタジオクオリティのバッファアンプは正しい

動作レベルを背面パネルにある４つのＲＪ４５ ＯＵＴＰＵＴジャックの３ペアに供給します。 

 

２つのＲＤＬデュアルＬＥＤ ＶＵメーターは、各チャンネルの音声レベルを監視するため、ＲＵ－ＴＰＳ４Ｃの前面パネルに設けられています。

各メーターに隣接するＧＡＩＮトリマーは、最適な動作レベルの為、各オーディオ入力の前面パネルでの調整を可能にします。 

 

ＲＵ－ＴＰＳ４Ｃは、シングルラックユニットに３つの分配器の取り付けを容易にする、耐久性のあるＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰシャーシで構成され

ます。４つ以上の分配出力を必要とするインストールでは、ＲＵ－ＴＰＳ４Ｃに隣接する１つまたはそれ以上のＲＵ－ＴＰＤＣディストリビュー

ターを設置することによって容易に解決できます。多種多様な取り付けアクセサリはＲＤＬ ＲＡＣＫ ＵＰシリーズでご利用頂けます。ＲＵ－

ＴＰＳ４Ｃのパワーバスジャックは、ラックの側面どちらかで１つのモジュールに電源を供給する事が出来ます。付属の電源ジャンパーケー

ブルは、１つのディストリビュータモジュールから次へ相互接続するシンプルな方法を提供し、１つの電源から複数のモジュールを操作す

ることが出来ます。 

 

ＲＵ－ＴＰＳ４は、電源ジャックまたはユーロ型ターミナルブロックのいずれか１つを使用して、２４Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給

します。モジュールの電源は、前面パネルのＬＥＤに表示されます。モジュールに接続された元電源は、ＩＮＰＵＴとＯＵＴＰＵＴ ＲＪ４５ジャッ

クに接続された全てのモジュールに供給されます。各ＯＵＴＰＵＴジャックを供給される電源は、独立して自動リセットヒューズによって保護さ

れています。電源ＬＥＤは、配線欠陥の識別を容易にするため、それぞれのＯＵＴＰＵＴジャックに関連付けられています。 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃは、長距離にも対応した高品質なバランス型ビデオ信号伝送およびシールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の品

質を持ったオーディオ信号伝送を可能にします。シンプルな設計、容易な取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハム

ノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ｃは設計者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選

択肢を提供します。 

 

 

 

ＲＵ－ＴＰＳ４ＣＲＵ－ＴＰＳ４ＣＲＵ－ＴＰＳ４ＣＲＵ－ＴＰＳ４Ｃ    

４出力送信機/ディストリビュータ －１×４－ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ 



 

 

ＲＵ－ＴＰＳ４Ｃ 

 

仕様： 

入力（３）：   ２０ｋΩバランスオーディオ、７５Ωビデオ 

入力接続：   ユーロ型ターミナルブロック、ＢＮＣ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ信号ペア使用（３）： Ａ、Ｂ、Ｃ 

入力（４）：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ｃ 

出力接続：   ＲＪ４５ 

 

オーディオ 

オーディオゲイン：  -４ｄＢ～+１８ｄＢ調整可能、マルチターン前面パネルトリマー 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -９０ｄＢ以下 

クロストーク：  ９０ｄＢ以下（１ｋＨz）、７５ｄＢ以下（２０ｋＨｚ）、ノイズフロア以下のビデオ 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄＢ以上（５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

 

ビデオ 

ビデオフォーマット：  ＮＴＳＣまたはＰＡＬ 

ビデオ帯域：  １０ＭＨｚ 

インジケーター（９）：  電源オン（１）、電源オフ（４）、２つのデュアルＬＥＤ ＶＵメーター（４） 

電源接続（３）：  パワージャック（２）、ユーロ型ターミナルブロック 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠１２０ｍＡプラス接続負荷 

最大負荷電流：  ２００ｍＡ（各ＲＪ４５出力） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．３×１５×８．２５  

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

Ｄ－ＴＰＳ６ＡＤ－ＴＰＳ６ＡＤ－ＴＰＳ６ＡＤ－ＴＰＳ６Ａ，，，，    ＤＳ－ＴＰＳ６ＡＤＳ－ＴＰＳ６ＡＤＳ－ＴＰＳ６ＡＤＳ－ＴＰＳ６Ａ    

パッシブ シングルペア送信機 

 

    D-TPS6A  DS-TPS6A 

 

特徴： 

・ モノ出力へステレオオーディオ入力を合成 

・ デュアルＲＣＡフォノジャックの入力 

・ どのＲＪ４５ペア（Ａ，ＢまたはＣ）にフィードされるかスイッチにて選択 

・ 信号とパワーのペア をＴＰ ＣＡＢＬＥ ＲＪ４５ジャック間でパス・スルー 

・ パッシブ回路により、電源不要 

・ スタジオクオリティのトランスを介したガルバニック絶縁 

・ シングルペアまたは、２ペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機とのデイジーチェーン 

 

用途： 

Ｄ－ＴＰＳ６Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ ツイストペア製品と互換性のあるシングルペアオーディオ送信モジュールです。前面パネルはステレ

オの民生レベルのソースを対象とした金メッキＲＣＡフォノジャックを備えています。スタジオクオリティのトランスは、オーディオソースとＲＪ

４５ ＴＰ ＣＡＢＬＥ間を絶縁します。 

Ｄ－ＴＰＳ６Ａは、インストール時に背面のスイッチで設定されたケーブルペアへ入力信号を供給する、シングルペア送信機です。このモジ

ュールは、１つのケーブルペアのみ駆動します。そのためＴＰ ＣＡＢＬＥ ＲＪ４５ジャックは、他のマイクレベルまたはラインレベルのＦｏｒｍ

ａｔ－Ａ送信機から信号と電力を受け取る事が出来ます。他の２つのシングルペア送信機は、ＴＰ ＣＡＢＬＥジャックにチェーンされるか、もし

くは１つの２ペア送信機に接続できます。３つのシングルペア送信機が接続されている場合、それぞれの送信機は各々異なるペア（Ａ、Ｂ

またはＣ）に供給しなればなりません。ペアＢとＣにステレオオーディオが供給されているＲＤＬ ２ペア送信機と一緒に接続されているなら

ば、Ｄ－ＴＰＳ６Ａは、ペアＡに供給するように設定されなければなりません。 

Ｄ－ＴＰＳ６Ａは、動作に電源を必要としないパッシブモジュールです。ＴＰ ＣＡＢＬＥジャックに接続されたケーブルに電源が供給されてい

る場合、その電力は他のＴＰ ＣＡＢＬＥジャックに接続されているモジュールに受け渡されます。 

 

 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＣＡジャック２つ、モノに合成するアンバランスステレオ 

入力レベル：  -１０ｄＢＶ、最大+２２ｄＢｕ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用： ＡまたはＢまたはＣをスイッチで切り替え（背面パネルスイッチ） 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ入力：  ＲＪ４５ TP CABLE 

出力：   ＲＪ４５ ＴＰ ＣＡＢＬＥ、ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ：   ０．１％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）、０．００１％以下（１ｋＨz 

電源仕様：   パッシブ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４５×４．０６×４．８ 



 

 

Ｄ－ＴＰＳ７Ｄ－ＴＰＳ７Ｄ－ＴＰＳ７Ｄ－ＴＰＳ７ＡＡＡＡ，，，，    ＤＳ－ＴＰＳ７ＡＤＳ－ＴＰＳ７ＡＤＳ－ＴＰＳ７ＡＤＳ－ＴＰＳ７Ａ    

パッシブ シングルペア送信機 

   

 DS-TPS7A  D-TPS7A 

 

特徴： 

・ モノ出力へステレオオーディオ入力を合成 

・ ミニジャックの入力 

・ どのＲＪ４５ペア（Ａ、ＢまたはＣ）にフィードされるかスイッチにて選択 

・ 信号とパワーのペア をＴＰ ＣＡＢＬＥ ＲＪ４５ジャック間でパススルー 

・ パッシブ回路により、電源不要 

・ スタジオクォリティのトランスを介したガルバニック絶縁 

・ シングルペアまたは、２ペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機とのデイジーチェーン 

 

用途： 

Ｄ－ＴＰＳ７Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ ツイストペア製品と互換性のあるシングルペアオーディオ送信モジュールです。 

前面パネルはステレオ 民生用ラインレベルオーディオソースを対象としたステレオミニジャックを備えています。 

スタジオクオリティのトランスは、オーディオソースとＲＪ４５ ＴＰ ＣＡＢＬＥ間を分離します。 

Ｄ－ＴＰＳ７Ａは、インストール時に背面パネルのスイッチで設定されたケーブルペアへ入力信号を供給する、シングルペア·送信機です。こ

のモジュールは、１つのケーブルペアのみ駆動します。そのためＴＰ ＣＡＢＬＥ ＲＪ４５ジャックは、他のマイクレベルまたはラインレベル

のＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機から信号と電力を受け取る事が出来ます。他の２つのシングルペア送信機は、ＴＰ ＣＡＢＬＥジャックにチェーンされ

るか、もしくは１つの２ペア送信機に接続できます。３つのシングルペア送信機が接続されている場合、それぞれの送信機は各々異なるＰ

ａｉｒ（Ａ、ＢまたはＣ）に供給しなればなりません。Ｐａｉｒ－ＢとＣにステレオオーディオが供給されているＲＤＬ２ペア送信機と一緒に接続され

ているならば、Ｄ－ＴＰＳ６Ａは、Ｐａｉｒ－Ａに供給するように設定されなければなりません。 

Ｄ－ＴＰＳ６Ａは、動作に電源を必要としないパッシブモジュールです。ＴＰ ＣＡＢＬＥジャックに接続されたケーブルに電源が供給されてい

る場合、その電力は他のＴＰ ＣＡＢＬＥジャックに接続されているモジュールに受け渡されます。 

 

 

 

 

仕様： 

入力：   ３．５ｍｍミニジャック、モノに合成するアンバランスステレオ 

入力レベル：  -１０ｄＢＶ、最大+２２ｄＢｕ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用： ＡまたはＢまたはＣをスイッチで切り替え（背面パネルスイッチ） 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ入力：  ＲＪ４５ TP CABLE 

出力：   ＲＪ４５ ＴＰ ＣＡＢＬＥ、ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ：   ０．１％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）、０．００１％以下（１ｋＨz typ） 

電源仕様：   パッシブ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４５×４．０６×４．８ 

 



 

 

 

特徴： 

・ -１０ｄＢＶ アンバランスまたは、+４ｄＢｕバランスの入力 

・ ＲＣＡフォノジャックおよびユーロ型ターミナルブロックの入力 

・ どのＲＪ４５ Ｐａｉｒ（Ａ、ＢまたはＣ）にフィードされるかスイッチにて選択 

・ ＬＯＯＰ ＩＮジャックからパス・スルーされる信号と電源 

・ ローカル電源供給もしくはＲＪ４５を使用してリモート電源供給 

・ ローカル電源供給の場合、RJ４５に接続されたすべてのモジュールに電源を供給 

・ 端子台またはｄｃパワージャックを使用したローカル電源供給 

・ 青色ＬＥＤによって電源オン状態を通知 

・ シングルペアまたは、２ペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機とのデイジーチェーン 

・ スタジオクオリティの精密なアクティブバランス回路 

 

用途： 

ＴＳ－ＴＰＳ１Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品と互換性のあるシングルペアオーディオ送信モジュールです。１つのラインレベル

ソースは、ＲＣＡフォノジャックの-１０ ｄＢＶアンバランスまたはユーロ型ターミナルブロックの+４ｄＢｕバランスのいずれかを使用してモジ

ュールに接続することが出来ます。スタジオクオリティのバッファアンプは、正しい動作レベルをＲＪ４５ ＯＵＴＰＵＴに供給します。 

ＴＸ－ＴＰＳ１Ａは、インストール時に背面のスイッチで設定されたケーブルペアへ入力信号を供給する、シングルペア送信機です。このモジ

ュールは、１つのケーブルペアのみ駆動します。そのためＬＯＯＰ ＩＮ ＲＪ４５ジャックは、他のマイクレベルまたはラインレベルのＦｏｒｍａｔ

－Ａ送信機から信号と電力を受け取る事が出来ます。他の２つのシングルペア送信機は、ＬＯＯＰ ＩＮジャックにチェーンされるか、もしくは

１つの２ペア送信機に接続できます。３つのシングルペア送信機が接続されている場合、それぞれの送信機は各々異なるＰａｉｒ（Ａ、Ｂまた

はＣ）に供給しなればなりません。ペアＢとＣにステレオオーディオが供給されているＲＤＬ ２ペア送信機と一緒に接続されているならば、

ＴＸ－ＴＰＳ１Ａは、ペアＡに供給するように設定されなければなりません。 

ＴＸ－ＴＰＳ１Ａは、電源ジャックまたはユーロ型ターミナルブロックのいずれか１つを使用して、２４Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給

します。モジュールに接続されたローカル電源は、ＬＯＯＰ ＩＮとＯＵＴＰＵＴ ＲＪ４５ジャックに接続された全てのモジュールに供給されます。

同じツイストペアケーブルによって接続された他のあらゆるモジュール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーターからリモートでＴＸ－Ｔ

ＰＲ３Ｃへ電源を供給することも可能です。前面パネルのＬＥＤによって電源オン状態を通知します。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＸ－ＴＰＳＴＸ－ＴＰＳＴＸ－ＴＰＳＴＸ－ＴＰＳ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ    

アクティブ シングルペア送信機 － ツイストペアＦｏｒmat-A －バランスライン入力 



 

 

ＴＸ－ＴＰＳ１Ａ 

 

 

仕様： 

入力（２）：   ２０ｋΩバランス、１０ｋΩアンバランス 

入力接続：   ユーロ型ターミナルブロック（バランス）、ＲＣＡフォノジャック（アンバランス） 

入力レベル：  +４ｄＢｕバランス、-１０ｄＢＶアンバランス、最大+２２ｄＢｕ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用： ＡまたはＢまたはＣをスイッチで切り替え 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ入力：  ＲＪ４５ LOOP IN 

出力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

出力接続：   ＲＪ４５ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  ９０ｄＢ以下 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（３）：  パワージャック、ユーロ型ターミナルブロック、ＲＪ４5 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠３５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．０８×７．６×５．３ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

 



 

 

 

特徴： 

・ -１０ｄＢＶ アンバランスまたは、+４ｄＢｕバランスの入力 

・ ＲＣＡフォノジャックおよびユーロ型ターミナルブロック 

・ Ｐａｉｒ－Ａ、ＢまたはＣにフィードされるオーディオ入力 

・ ３つのＦｏｒｍａｔ－Ａペアをすべて利用 

・ ローカル電源供給もしくはＲＪ４５を使用してリモート電源供給 

・ ローカル電源供給の場合ＯＵＴＰＵＴに接続されたすべてのモジュールに電源を供給 

・ 自動リセットヒューズによる配線ミスの防止 

・ 青ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ スタジオクオリティの精密なアクティブバランス回路 

 

用途： 

ＴＳ－ＴＰＳ３Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ ツイストペア製品と互換性のある３ペアオーディオ送信モジュールです。 

３つのラインレベルソースは、それぞれＲＣＡフォノジャックの-１０ｄＢＶアンバランスまたはユーロ型ターミナルブロックの+４ｄＢｕバランス

のいずれかを使用してモジュールに接続することが出来ます。スタジオクオリティのバッファアンプは、正しい動作レベルをＲＪ４５ ＯＵＴＰ

ＵＴに供給します。 

ＴＸ－ＴＰＳ３Ａは、ツイストペアケーブルの３つの信号ペアすべてにフィードします。 他の送信モジュールは、このモジュールと同じケーブ

ル上に接続することはできません。 

ＴＸ－ＴＰＳ１Ａは、電源ジャックまたはユーロ型ターミナルブロックいずれか１つを使用して、２４Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給し

ます。モジュールに接続されたローカル電源は、ＯＵＴＰＵＴ ＲＪ４５ジャックに接続された全てのモジュールに供給されます。ＴＸ－ＴＰＳ３Ａ

は、同じツイストペアケーブルによって接続された他のあらゆるモジュール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーターからリモートで電

源を供給することも可能です。前面パネルのＬＥＤによって電源オン状態を通知します。    

 

 

仕様： 

入力（６）：   ２０ｋΩバランス（３）、１０ｋΩアンバランス（３） 

入力接続：   ユーロ型ターミナルブロック（バランス）、ＲＣＡフォノジャック（アンバランス） 

入力レベル：  +４ｄＢｕバランス、-１０ｄＢＶアンバランス、最大+２２ｄＢｕ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（３）： Ａ，Ｂ，Ｃ 

出力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

出力接続：   ＲＪ４５ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  ９０ｄＢ以下 

クロストーク：  ８５ｄＢ以下（１ｋＨｚ）、７０ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（３）：  パワージャック、ユーロ型ターミナルブロック、ＲＪ４5 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠６５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．０８×７．６×５．３ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

ＴＸ－ＴＰＳＴＸ－ＴＰＳＴＸ－ＴＰＳＴＸ－ＴＰＳ３３３３ＡＡＡＡ    

アクティブ シングルペア送信機 － ツイストペアＦｏｒmat-A －バランスライン入力 



 

 

ＡＦ－ＴＰＳ１ＡＡＦ－ＴＰＳ１ＡＡＦ－ＴＰＳ１ＡＡＦ－ＴＰＳ１Ａ，，，，Ｄ－ＴＰＳ１ＡＤ－ＴＰＳ１ＡＤ－ＴＰＳ１ＡＤ－ＴＰＳ１Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ１Ａ，ＥＭ－ＴＰＳ１Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ１Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ１Ａ，ＥＭ－ＴＰＳ１Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ１Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ１Ａ，ＥＭ－ＴＰＳ１Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ１Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ１Ａ，ＥＭ－ＴＰＳ１Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ１Ａ    

アクティブ シングルペア送信機 － ツイストペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ － ＸＬＲマイク入力 ファンタム付 

 

DS-TPS1A                D-TPS1A                   AF-TPS1A 

          

       EM-TPS1A                            DB-TPS1A 

 

特徴： 

・ ファンタム電源付ＸＬＲ バランスマイク入力 

・ 背面のスイッチで、Ｍｉｃ Ｇａｉｎを選択可能 

・ どのＲＪ４５ Ｐａｉｒ（ＡまたはＢまたはＣ）にフィードされるかスイッチにて選択 

・ 信号と電源のペア をＴＰ ＣＡＢＬＥ ＲＪ４５ジャック間でパス・スルー 

・ 送信機と接続されたすべての受信機に電源を供給 

・ ユーロ型ターミナルブロックの電源入力 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ シングルペアまたは、２ペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機とのデイジーチェーン 

・ スタジオクオリティーの精密なアクティブバランス回路 

 

用途： 

ＴＰＳ－１Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ ツイストペア製品と互換性のあるシングルペアオーディオ送信モジュールです。 

これらのモジュールはウォールボックス、キャビネットおよびオーディオソースの接続に使用するエンクロージャーに取り付ける様に設計さ

れました。 Ｄ－およびＤＳ－モデルはＲＤＬ ＷＢ－１ＵおよびＲＤＬ ＷＢ－２Ｕウォールボックス、または標準ＵＳ電気ボックスにマウント

可能です。Ｄ－ＴＰＳ１Ａは、ホワイトの前面パネルにグレーのレタリングがあしらわれており、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのリモートコントロ

ール機器とも相性のいい製品です。ＤＳ－ＴＰＳ１Ａは、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのステンレス製リモートコントロール機器と調和するステ

ンレス製となっており、商業施設／工業施設におけるインストレーションに使用できます。ＡＦ－ＴＰＳ１Ａは、様々なＡＰＰＬＥＸウォールマウ

ント、キャビネットマウント、卓上エンクロージャーに適合するＡＰＰＦＬＥＸ™シリーズ製品です。ＥＭ－ＴＰＳ１Ａは４５ｍｍの四角型モジュー

ルになっており、Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｍｏｄｕｌａｒ マウントフレームおよびカバープレートに取り付け可能です。Ｅｕｒｏｐｅａｎ電気ボックスの場合、ＲＪ４

５ジャックとプラグを収容できる奥行を十分備えていないので、ＥＭ－製品ではユーロ型タ－ミナルブロックを使用してツイストペアケーブ

ルを接続します。 

 

－ＴＰＳ１Ａモジュールは、ＸＬＲマイク入力を備えています。モジュールは、ＩＥＣ ２４Ｖファンタム電源を備えているので、ダイナミックマイク

とコンデンサマイク両方の入力信号を受け取ることが出来ます。入力信号は、基準動作レベルに最適化されたスタジオクオリティのマイク

プリアンプにより増幅されます。背面のＧＡＩＮスイッチは、通常ＮＯＲＭ（ノーマル）ゲインにインストーラーによって設定されます。常に低い

マイクレベルが予想されている場合、このスイッチはＨＩＧＨゲインポジションに設定する事が出来ます。プリアンプにより増幅されたマイク

ソースは、背面パネルのスイッチを使用してインストール時に選択した１つの出力ケーブルペアにルーティングされます。 

 

これらのモジュールは、１つのケーブルペアのみを駆動します。したがって、他のマイクレベルまたはラインレベルのＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機

から信号や電源を受け取ることが出来ます。Ｄ－，ＤＳ－，ＡＦ－モジュールは、それらの入力ケーブル用に予備のＲＪ－４５ジャックを備え



 

 

ています。インストーラーは、ＥＭ－モデルの端子台に平行して２つのケーブルの銅線をシンプルに接続できます。－ＴＰＳ１Ａとその他２

つの送信機をチェーンしても良いですし、１つの２ペア送信機を接続することもできます。 ３つのシングルペア送信機が接続されている場

合、それぞれの送信機は各々異なるＰａｉｒ（ＡまたＢまたはＣ）に供給しなればなりません。ペアＢとＣにステレオオーディオが供給されてい

るＲＤＬ ２ペア送信機と一緒に接続されているならば、ＴＰＳ１Ａは、ペアＡに供給するように設定されなければなりません。電源ペアと３つ

すべてのオーディオペアは、背面のＲ４５ジャック両方を介して供給されます。 －ＴＰＳ１Ａは、背面のユーロ型ターミナルブロックを使用し

て、２４ Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給します。モジュールに接続されたローカル電源は、ＬＯＯＰ ＩＮとＯＵＴＰＵＴ ＲＪ４５ジャッ

クに接続された全てのモジュールに供給されます。同じツイストペアケーブルによって接続された他のあらゆるモジュール、信号分配機お

よびＲＤＬパワーインサーターからリモートで－ＴＰＳ１Ａへ電源を供給することも可能です。前面パネルのＬＥＤによって電源オン状態を通

知します。 

 

ＲＤＬ Ｆｏｒｍａｔ－Ａは、シールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の高品質なオーディオ性能を備えています。シンプルな設計、容易な

取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ Ｆｏｒｍａｔ－Ａは設計

者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢を与えます。 

 

 

 

仕様： 

入力：               バランス １．２ｋΩ ２４Ｖｄｃファンタム電源内臓 （ＩＥＣ1938： 1996-12） 

入力接続：   ＸＬＲ 

入力レベル：  -４５～-６５ｄBu バランス、最大：-４０ｄＢｕ（ＨＩＧＨゲイン），-２８ｄＢｕ（ＮＯＲＭゲイン） 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 信号ペア使用： Ａ、ＢまたはＣをスイッチにて切り替え 

ゲイン ：   ５０ｄＢ（ＮＯＲＭ） または６３ｄＢ（ＨＩＧＨ）背面パネルでスイッチ切り替え可能 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ入力：  ＲＪ４５（ＥＭ－は非適用） 

出力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

出力接続：   ＲＪ４５（モデルＤ－，ＤＳ－，ＡＦ－，）、ユーロ型ターミナルブロック（モデルＥＭ－） 

周波数特性：  １００Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±１ｄＢ） 一体型ローカットフィルター-１０ｄＢ＠３０Ｈｚ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（８０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -８０ｄＢ以下（ＮＯＲＭゲイン）、-７０ｄＢ以下（ＨＩＧＨゲイン） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：    ６０ｄＢ以上（ＨＩＧＨゲイン５０Ｈｚ～１５０Ｈｚ）、 

６５ｄＢ以上（ＮＯＲＭゲイン５０Ｈｚ～１５０Ｈｚ） 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（２）：  ユーロ型ターミナルブロック、 ＲＪ４５ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠６５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ＥＭ－ＴＰＳ１Ａ： ４５ｍｍ×４５ｍｍ×４．９ 

Ｄ－，ＤＳ－ＴＰＳ１Ａ： １０．４５××４．０６×４．８ 

   ＡＦ－ＴＰＳ１Ａ； ７．０４×５．６４×４．８ 

取り付けボックスの最小奥行き： ２．４インチ（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、３９ｍｍ（モデルＥＭ－） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

ＡＦ－ＴＰＳ２ＡＡＦ－ＴＰＳ２ＡＡＦ－ＴＰＳ２ＡＡＦ－ＴＰＳ２Ａ，，，，Ｄ－ＴＰＳ２ＡＤ－ＴＰＳ２ＡＤ－ＴＰＳ２ＡＤ－ＴＰＳ２Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ２Ａ，ＥＭ－ＴＰＳ２Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ２Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ２Ａ，ＥＭ－ＴＰＳ２Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ２Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ２Ａ，ＥＭ－ＴＰＳ２Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ２Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ２Ａ，ＥＭ－ＴＰＳ２Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ２Ａ    

アクティブ ２ペア 送信機 － ツイストペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ － ステレオＲＣＡフォノジャック入力 

 

  

           DS-TPS2A                           D-TPS2A                            AF-TPS2A 

           

         EM-TPS2A                              DB-TPS2A 

 

特徴： 

・ ２系統の-10dBV アンバランス オーディオ入力 

・ Ｐａｉｒ－Ｂへ左チャンネル（Ｌ）入力、Ｐａｉｒ－Ｃへ右チャンネル（Ｒ）入力 

・ 信号と電源のペア をＲＪ４５ジャックでパス・スルー 

・ ツイストペアケーブルを通じてリモート電源供給 

・ ヒューズ装備のローカル電源で接続されたすべての機器に電源供給 

・ ユーロ型ターミナルブロックの電源入力 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ シングルペアまたは、２ペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機とのデイジーチェーン 

・ スタジオクオリティの精密なアクティブバランス回路 

 

用途： 

－ＴＰＳ１Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ ツイストペア製品と互換性のある２ペアオーディオ送信モジュールです。これらのモジュールは、ウォ

ールボックス、キャビネットおよびオーディオソースの接続に使用するエンクロージャーに取り付ける様に設計されました。Ｄ－およびＤＳ

－モデルはＲＤＬ ＷＢ－１ＵおよびＲＤＬ ＷＢ－２Ｕウォールボックス、または標準ＵＳ電気ボックスにマウント可能です。Ｄ－ＴＰＳ２Ａは、

ホワイトの前面パネルにグレーのレタリングがあしらわれており、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのリモートコントロール機器とも相性のいい製

品です。ＤＳ－ＴＰＳ２Ａは、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのステンレス製リモートコントロール機器と調和するステンレス製となっており、商業

施設／工業施設におけるインストレーションに使用できます。ＡＦ－ＴＰＳ２Ａは、様々なＡＰＰＬＥＸウォールマウント、キャビネットマウント、

卓上エンクロージャーに適合するＡＰＰＦＬＥＸ™シリーズ製品です。ＥＭ－ＴＰＳ２Ａは４５ｍｍの四角型モジュールになっており、Ｅｕｒｏｐｅａｎ 

Ｍｏｄｕｌａｒ マウントフレームおよびカバープレートに取り付け可能です。Ｅｕｒｏｐｅａｎ電気ボックスの場合、ＲＪ４５ジャックとプラグを収容でき

る奥行を十分備えていないので、ＥＭ－製品ではユーロ型ターミナルブロックを使用してツイストペアケーブルを接続します。 

 

－ＴＰＳ２Ａモジュールは、２系統のＲＣＡフォノジャック入力（それぞれＬｃｈおよびＲｃｈに使用）を備えています。これらの入力は、標準-１０ 

ｄＢＶ民生用ラインレベル信号を受け取るように設計されています。 増幅された左右の入力は、出力ケーブルのＰａｉｒ－ＢとＣに配置されま

す。 

 

これらのモジュールは、２つのケーブルペアのみを駆動します。したがって、他のマイクレベルまたはラインレベルのＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機

から信号や電源を受け取ることが出来ます。Ｄ－，ＤＳ－，ＡＦ－モジュールは、それらの入力ケーブル用に予備のＲＪ－４５ジャックを備え

ています。インストーラーは、ＥＭ－モデルの端子台に平行して２つのケーブルの銅線をシンプルに接続できます。－ＴＰＳ２Ａは１つのシ

ングルペア送信機とチェーンできます。Ａ－ＴＰＳ２Ａと同時にシングルペア送信機が接続されている場合、シングルペア送信機は、ペアＡ

に供給する様設定しなればなりません。電源ペアと３つすべてのオーディオペアは、背面のＲ４５ジャック両方を介して供給されます。 



 

 

 

－ＴＰＳ２Ａは、背面のユーロ型ターミナルブロックを使用して、２４ Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給します。モジュールに接続さ

れたローカル電源は、リモートモジュール接続された全てに供給されます。同じツイストペアケーブルによって接続された他のあらゆるモ

ジュール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーターからリモートで－ＴＰＳ２Ａへ電源を供給することも可能です。フロントパネルのＬＥＤ

によって電源オン状態を通知します。 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは、シールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の高品質なオーディオ性能を備えています。シンプルな設計、容易な

取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ Ｆｏｒｍａｔ－Ａは設計

者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢を提供します。 

 

 

 

 

仕様： 

入力（２）：               １０ｋΩバランス 

入力接続：   ＲＣＡフォノジャック 

入力レベル：  -１０ｄBＶアンバランス、+１０ｄＢＶ最大 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 信号ペア使用（２）： Ｂ（レフト）、Ｃ（ライト） 

ゲイン ：   １２ｄＢ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ入力：  ＲＪ４５（ＥＭ－は非適用） 

出力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

出力接続：   ＲＪ４５（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、ユーロ型ターミナルブロック（モデルＥＭ－） 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下（２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ）、０．００５％以下（１ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -９５ｄＢ以下 

クロストーク：  ９０ｄＢ以下（１ｋＨz），７５ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（２）：  ユーロ型ターミナルブロック、 ＲＪ４５ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠６５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ＥＭ－ＴＰＳ２Ａ：４．５×４．５×４．９ 

Ｄ－、ＤＳ－ＴＰＳ２Ａ：１０．４５×４．０６×４．８ 

   ＡＦ－ＴＰＳ２Ａ； ７．０４×５．６４×４．８ 

取り付けボックスの最小奥行き： ２．４インチ（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、３．９（モデルＥＭ－） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＡＦ－ＴＰＳ３ＡＡＦ－ＴＰＳ３ＡＡＦ－ＴＰＳ３ＡＡＦ－ＴＰＳ３Ａ，，，，Ｄ－ＴＰＳ３ＡＤ－ＴＰＳ３ＡＤ－ＴＰＳ３ＡＤ－ＴＰＳ３Ａ，，，，ＤＳ－ＴＰＳ３ＡＤＳ－ＴＰＳ３ＡＤＳ－ＴＰＳ３ＡＤＳ－ＴＰＳ３Ａ，，，，ＥＭ－ＴＰＳ３ＡＥＭ－ＴＰＳ３ＡＥＭ－ＴＰＳ３ＡＥＭ－ＴＰＳ３Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ３Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ３Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ３Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ３Ａ    

アクティブ３ペア送信機 － ツイストペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ － ＸＬＲマイク＆ステレオＲＣＡ入力 

 

DS-TPS3A                 D-TPS3A                AF-TPS3A 

      

EM-TPS3A               DB-TPS3A 

 

特徴： 

・ ファンタム電源付ＸＬＲバランスマイク入力 

・ 背面のスイッチで、Ｍｉｃ Ｇａｉｎを選択可能 

・ ２系統の-10dBV アンバランス ＲＣＡフォノジャックオーディオ入力 

・ ペアＡへマイク入力、ペアＢへＬｃｈ入力、ペアＣへＲｃｈ入力 

・ ツイストペアケーブルを通じてリモート電源供給 

・ ヒューズ装備のローカル電源で接続されたすべての機器に電源供給 

・ ユーロ型ターミナルブロックの電源入力 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ ３系統すべてのＦｏｒｍａｔ－Ａ 信号ペアを使用 

・ スタジオクオリティの精密なアクティブバランス回路 

 

用途： 

－ＴＰＳ３Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品と互換性のある３ペアオーディオ送信モジュールです。これらのモジュールは、ウォー

ルボックス、キャビネットおよびオーディオソースの接続に使用するエンクロージャーに取り付ける様に設計されました。Ｄ－およびＤＳ－

モデルはＲＤＬ ＷＢ－１ＵおよびＲＤＬ ＷＢ－２Ｕウォールボックス、または標準ＵＳ電気ボックスにマウント可能です。Ｄ－ＴＰＳ３Ａは、ホ

ワイトの前面パネルにグレーのレタリングがあしらわれており、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのリモートコントロール機器とも相性のいい製品

です。ＤＳ－ＴＰＳ２Ａは、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのステンレス製リモートコントロール機器と調和するステンレス製となっており、商業施

設／工業施設におけるインストレーションに使用できます。ＡＦ－ＴＰＳ３Ａは、様々なＡＰＰＬＥＸウォールマウント、キャビネットマウント、卓

上エンクロージャーに適合するＡＰＰＦＬＥＸ™シリーズ製品です。ＥＭ－ＴＰＳ３Ａは４５ｍｍの四角型モジュールになっており、Ｅｕｒｏｐｅａｎ 

Ｍｏｄｕｌａｒマウントフレームおよびカバープレートに取り付け可能です。Ｅｕｒｏｐｅａｎ電気ボックスの場合、ＲＪ４５ジャックとプラグを収容でき

る奥行きを十分備えていないので、ＥＭ－製品ではユーロ型ターミナルブロックを使用してツイストペアケーブルを接続します。 

 

－ＴＰＳ３Ａモジュールは、ＸＬＲマイク入力と、２系統のＲＣＡフォノジャック入力（それぞれ左チャンネルおよび右チャンネルに使用）を備え

ています。アンバランス型入力は、基準-１０ｄＢＶ民生用レベルの信号を受けるように設計されています。マイク入力は、ＩＥＣ ２４Ｖファンタ

ム電源を備えているので、ダイナミックマイクとコンデンサマイク両方の入力信号を受け取ることが出来ます。入力信号は、基準動作レベル

に最適化されたスタジオクオリティのマイクプリアンプにより増幅されます。背面のＧＡＩＮスイッチは、マイクプリアンプのゲインを設定する

事が出来ます。このスイッチは、通常ＮＯＲＭ（ノーマル）ゲインにインストーラーによって設定されます。常に低いマイクレベルが予想され

ている場合、このスイッチはＨＩＧＨゲインポジションに設定する事が出来ます。プリアンプにより増幅されたマイクソースは、背面パネルの

スイッチを使用してインストール時に選択した１つの出力ケーブルペアに配置されます。増幅されたＬ，Ｒのラインレベル入力は、出力ケー

ブルのペアＢとＣに配置されます。 



 

 

これらのモジュールは、３つすべてのＦｏｒｍａｔ－Ａケーブルペアを駆動するので、他の送信モジュールの入力を受けることが出来ません。

－ＴＰＳ３Ａは他の送信モジュールと一緒に接続する事が出来ません。－ＴＰＳ３Ａは、背面のユーロ型ターミナルブロックを使用して２４ Ｖ

ｄｃパワーサプライから直接電源を供給することが出来ます。モジュールに接続されたローカル電源は、リモートモジュールに接続された全

てに供給されます。同じツイストペアケーブルによって接続された他のあらゆるモジュール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーター

からリモートで－ＴＰＳ３Ａへ電源を供給することも可能です。前面パネルのＬＥＤによって電源オン状態を通知します。  

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは、シールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の高品質なオーディオ性能を備えています。シンプルな設計、容易な

取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは設計

者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢を提供します。 

 

 

 

仕様： 

入力（３）：               マイク：１．２ｋΩバランス、ＩＥＣ２４Ｖdc ファンタム電源内蔵 

ライン：（Ｌ，Ｒ）：１０ｋΩアンバランス 

入力接続：   マイク：ＸＬＲ、ライン：ＲＣＡフォノジャック 

入力レベル：  マイク：-４５～-６５ｄＢｕバランス 

最大：-４０ｄＢｕ（ＨＩＧＨゲイン）、２８ｄＢｕ（ＮＯＲＭゲイン） 

ライン：-１０ｄＢＶアンバランス、最大+１０ｄＢＶ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 信号ペア使用： Ａ（マイク）、Ｂ（アンバランスラインＬｃｈ）、Ｃ（アンバランスラインＲｃｈ） 

ゲイン ：   マイク：５０ｄＢ（ＮＯＲＭ）または６３ｄＢ（ＨＩＧＨ）、背面パネルで切り替え選択可能 

ライン：１２ｄＢ 

出力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

出力接続：   ＲＪ４５（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、ユーロ型ターミナルブロック（モデルＥＭ－） 

周波数特性：  マイク：１００Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±１ｄＢ） 

インテグラルローカットフィルター -１０ｄＢ＠３０Ｈｚ 

ライン：２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   マイク：０．１％以下（８０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

ライン：０．０５％以下（２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ）、０．００５％以下（１ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  マイク：-８０ｄＢ以下（ＮＯＲM ゲイン）、-７０ｄＢ以下（ＨＩＧH ゲイン） 

ライン：-９５ｄＢ以下  

クロストーク：  ラインからライン： ９０ｄＢ以下（１ｋＨz）、７５ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

   ラインからマイク（ＨＩＧＨゲイン）： ６５ｄＢ以下（１ｋＨz）、６０ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

   ラインからマイク（ＮＯＲM ゲイン）： ７５ｄＢ以下（１ｋＨz）、 

７０ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   マイク： ６０ｄＢ以上（ＨＩＧH ゲイン５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

６５ｄＢ以上（ＮＯＲＭゲイン５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（２）：  ユーロ型ターミナルブロック、 ＲＪ４５ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠６５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ＥＭ－ＴＰＳ３Ａ：４５ｍｍ×４５ｍｍ×４．９ 

Ｄ－、ＤＳ－ＴＰＳ３Ａ：１０．４５×４．０６×４．８ 

   ＡＦ－ＴＰＳ３Ａ；７．０４×５．６４×４．８ 

取り付けボックスの最小奥行き： ２．４インチ（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、３９ｍｍ（モデルＥＭ－） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

 

特徴： 

・ １系統の-１０ｄＢＶ アンバランス、または+４ｄＢｕバランス出力 

・ ＲＣＡフォノジャックおよびユーロ型ターミナルブロックの入力 

・ どのＲＪ４５ Ｐａｉｒ（ＡまたはＢまたはＣ）にフィードされるかスイッチにて選択 

・ ＬＯＯＰ ＩＮジャックからパス・スルーされる信号と電源 

・ ローカル電源供給もしくはＲＪ４５を使用してリモート電源供給 

・  ヒューズ装備のローカル電源で接続されたすべての機器に電源供給 

・ 端子台またはｄｃパワージャックを使用したローカル電源供給 

・ 青色LED によってパワーオン状態を通知 

・ シングルペアまたは、２ペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機とのデイジーチェーン 

・ スタジオクォリティーの精密なアクティブバランス回路 

 

用途： 

ＴＸ－ＴＰＲ１Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品と互換性のあるシングルペアオーディオ受信モジュールです。インストール時に設

定される前面パネルのスイッチは、３つのＦｏｒｍａｔ－Ａペアのどれにモジュール出力を供給するためバッファリングされるかを決定します。

オーディオ信号は、ＲＪ４５入力ジャックの選択されたペアから受信し、-１０ｄＢＶアンバランスＲＣＡフォノジャック出力と、+４ｄＢｕバランスの

ユーロ型ターミナルブロックへ供給されます。スタジオクォリティのバッファアンプは、正しい動作レベルをＲＪ４５ ＯＵＴＰＵＴに供給します。 

 

ＴＸ－ＴＰＲ１Ａは、インストール時に前面パネルのスイッチで設定されたケーブルペアからの入力信号をブリッジする、シングルペア受信機

です。このモジュールは１つのケーブルペアのみを受信します。ＬＯＯＰ ＯＵＴ ＲＪ４５ジャックは追加のＦｏｍｒｍａｔ－Ａ受信機を接続する

ために装備されています。他の２つのシングル·ペア受信機は、ＬＯＯＰ ＩＮジャックによりチェーンするか、もしくは１つの２ペア送信機に接

続できます。さらに、すべての３つのＦｏｒｍａｔ－Ａペアの信号を完全に受け付ける事に加え、追加の受信機は同じツイストペアフィードを接

続することが出来ます。全てのＦｏｒｍａｔ－Ａツイストペア受信機に使用されているブリッジ入力回路は、それぞれのケーブルペアに対し、１

０受信機の出力まで接続することが出来ます。マルチ受信機ロケーションによる可能性は、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ製品を使用するオーディオ

ルーティングシステムの設計に、計り知れない柔軟性を与えます。電源ペアと３つすべてのオーディオペアは、ＩＮＰＵＴジャックからＬＯＯＰ 

ＯＵＴジャックへ供給されます。 

 

ＴＸ－ＴＰＲ１Ａは、電源ジャックまたはユーロ型ターミナルブロックいずれか１つを使用して、２４Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給し

ます。モジュールに接続されたローカル電源は、ＩＮＰＵＴとＬＯＯＰ ＯＵＴのＲＪ４５ジャックに接続された全てのモジュールに供給されます。

同じツイストペアケーブルによって接続された他のあらゆるモジュール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーターからリモートでＴＸ－Ｔ

ＰＲ１Ａへ電源を供給することも可能です。前面パネルの LED によって電源オン状態を通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＸ－ＴＰＲ１ＡＴＸ－ＴＰＲ１ＡＴＸ－ＴＰＲ１ＡＴＸ－ＴＰＲ１Ａ    

アクティブシングルペア 受信機－ ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ － バランスライン出力 

 



 

 

ＴＸ－ＴＰＲ１Ａ 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続：   ＲＪ４５ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用： ＡまたはＢまたはＣに切り替え選択可能 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ出力：  ＲＪ４５ ＬＯＯＰ ＯＵＴ 

出力（２）：   １５０Ωバランス、１ｋΩアンバランス 

出力接続：   ユーロ型ターミナルブロック（バランス）、ＲＣＡフォノジャック（アンバランス） 

出力レベル：  +４ｄＢｕバランス 最大+２２ｄＢｕ、-１０ｄＢＶアンバランス 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  ９０ｄＢ以下 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄＢ以上（５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（３）：  パワージャック、ユーロ型ターミナルブロック、ＲＪ４５ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠３５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．０８×７．６×５．３ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

 



 

 

 

特徴： 

・ ３系統の-１０ｄＢＶ アンバランス、または+４ｄＢｕバランス出力 

・ ＲＣＡフォノジャックおよびユーロ型ターミナルブロック出力 

・ ３ペアはすべてオーディオ出力用（Ａ，ＢおよびＣ） 

・ ３つのＦｏｒｍａｔ－Ａペアをすべて利用 

・ ローカル電源供給もしくはＲＪ４５を使用してリモート電源供給 

・ ローカル電源供給の場合ＩＮＰＵＴに接続された全てのモジュールに電源を供給 

・ 自動リセットヒューズによる配線ミスの防止 

・ ターミナルブロックまたはｄｃ電源ジャックを使用したローカル電源供給 

・ 青色LED によってパワーオン状態を通知 

・ スタジオクオリティーの精密なアクティブバランス回路 

 

 

用途： 

ＴＸ－ＴＰＲ３Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品と互換性のある３ペアオーディオ受信モジュールです。３つの出力は、３つの信号ペ

アＡ、ＢおよびＣに対応することが出来ます。ＲＪ４５ ＩＮＰＵＴジャックの各ペアで受信されたオーディオ信号は、対応する-１０ｄＢＶアンバラ

ンス ＲＣＡフォノジャック出力と、+４ｄＢｕバランスのユーロ型ターミナルブロックの出力に供給されます。スタジオクオリティのバッファアン

プは、正しい動作レベルをＲＪ４５ ＯＵＴＰＵＴに供給します。  

 

ＴＸ－ＴＰＲ３Ａは、他の受信機のＬＯＯＰ ＯＵＴジャックに接続することができるように、ブリッジ入力を備えています。全てのＦｏｒｍａｔ－Ａツ

イストペア受信機に使用されているブリッジ入力回路は、それぞれのケーブルペアに対し、１０受信機の出力まで接続することが出来ます。

マルチ受信機ロケーションによる可能性は、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ製品を使用するオーディオルーティングシステムの設計に、計り知れない

柔軟性を与えます。 

 

ＴＸ－ＴＰＲ３Ａは、電源ジャックまたはユーロ型ターミナルブロックいずれか１つを使用して、２４Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給し

ます。モジュールに接続されたローカル電源は、ＩＮＰＵＴ ＲＪ４５ジャックに接続された全てのモジュールに供給されます。同じツイストペア

ケーブルによって接続された他のあらゆるモジュール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーターからリモートでＴＸ－ＴＰＲ３Ａへ電源を

供給することも可能です。前面パネルのＬＥＤによって電源オン状態を通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＸ－ＴＰＲＴＸ－ＴＰＲＴＸ－ＴＰＲＴＸ－ＴＰＲ３３３３ＡＡＡＡ    

アクティブ３ペア受信機－ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ－バランスライン出力 



 

 

ＴＸ－ＴＰＲ３Ａ 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続：   ＲＪ４５ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（３）： Ａ、Ｂ、Ｃ 

出力（６）：   １５０Ωバランス（３）、１ｋΩアンバランス（３） 

出力接続：   ユーロ型ターミナルブロック（バランス）、ＲＣＡフォノジャック（アンバランス） 

出力レベル：  +４ｄＢｕバランス +２２ｄＢｕ最大、-１０ｄＢＶアンバランス 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  ９０ｄＢ以下 

クロストーク：  ９０ｄＢ以下（１ｋＨz）、７５ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄＢ以上（５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（３）：  パワージャック、ユーロ型ターミナルブロック、ＲＪ４５ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠６５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．０８×７．６×５．３ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

 



 

 

 

特徴： 

・ １系統のアンバランスまたはバランス１０ｋΩオーディオ出力 

・ ＲＣＡフォノジャックまたは、ユーロ型ターミナルブロック出力 

・ +４ｄＢｕバランス出力； -１０ｄＢＶアンバランス出力 

・ どのＲＪ４５ Ｐａｉｒ（ＡまたはＢまたはＣ）に出力をフィードするかスイッチにて選択 

・ ＬＯＯＰ ＯＵＴジャックからパス・スルーされる信号と電源ペア 

・ パッシブ回路により、電源不要 

・  それぞれの出力に提供されたガルバニック絶縁 

・ 追加のＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機とのデイジーチェーン 

  

用途： 

ＴＸ－ＴＰＲ６Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品と互換性のあるシングルペアオーディオ受信モジュールです。インストール時に設

定される前面パネルのスイッチは、３つのＦｏｒｍａｔ－Ａペアのどれにモジュール出力を供給するかを決定します。 オーディオ信号は、ＲＪ

４５ 入力ジャックの選択されたペアから受信し、-１０ｄＢＶアンバランスＲＣＡフォノジャック出力と、+４ｄＢｕバランスのユーロ型ターミナル

ブロックの出力へ供給されます。ブリッジ用トランスは、ツイストペアケーブルのオーディオ出力間のアイソレーションを提供します。 

 

ＴＸ－ＴＰＲ６Ａは、インストール時に前面パネルのスイッチで設定されたケーブルペアから入力信号ブリッジする、シングルペア受信機です。

このモジュールは１つのケーブルペアのみを受信します。ＬＯＯＰ ＯＵＴ ＲＪ４５ジャックは追加のＦｏｍｒｍａｔ－Ａ受信機を接続するために

装備されています。他の２つのシングル·ペア受信機は、ＬＯＯＰ ＩＮジャックにチェーンするか、もしくは１つの２ペア受信機に接続できます。

さらに、すべての３つのＦｏｒｍａｔ－Ａペアの信号を完全に受け付ける事に加え、追加の受信機は同じツイストペアフィードを接続することが

出来ます。全てのＦｏｒｍａｔ－Ａツイストペア受信機に使用されているブリッジ入力回路は、それぞれのケーブルペアに対し、１０受信機の出

力まで接続することが出来ます。マルチ受信機ロケーションによる可能性は、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ製品を使用するオーディオルーティング

システムの設計に、計り知れない柔軟性を与えます。３つすべてのオーディオペアは、ＩＮＰＵＴジャックからＬＯＯＰ ＯＵＴジャックに供給さ

れます。 

 

ＴＸ－ＴＰＲ６Ａは、動作に電源を必要としないパッシブモジュールです。ＲＪ４５ジャックに接続されたケーブルに電源が供給されている場合、

その電力は他のＲＪ４５ジャックに接続されているモジュールに受け渡されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＸ－ＴＰＲＴＸ－ＴＰＲＴＸ－ＴＰＲＴＸ－ＴＰＲ６６６６ＡＡＡＡ    

パッシブシングルペア受信機-ツイストペアＦｏｒmat-A-バランスオーディオライン出力 

 



 

 

ＴＸ－ＴＰＲ６Ａ 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続：   ＲＪ４５ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用： ＡまたはＢまたはＣをスイッチにて切り替え 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ出力：  ＲＪ４５ ＬＯＯＰ ＯＵＴ 

出力（２）：   １０ｋΩバランス、３ｋΩアンバランス 

出力接続：   ユーロ型ターミナルブロック（バランス）、ＲＣＡフォノジャック（アンバランス） 

出力レベル：  +４ｄＢｕバランス +２２ｄＢｕ最大、-１０ｄＢＶアンバランス 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．７５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（１ｋＨｚ、０．５％以下（５０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  ９０ｄＢ以下 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   ９０ｄＢ以上（５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

電源仕様：   パッシブ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．０８×７．６×５．３ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

 



 

 

 

特徴： 

・ １系統の+４ｄＢｕローインピーダンスバランスオーディオ入力 

・ ユーロ型ターミナルブロック入力 

・ どのＲＪ４５ Ｐａｉｒ（ＡまたはＢまたはＣ）にフィードされるかスイッチにて選択 

・ ＬＯＯＰ ＩＮジャックからパス・スルーされる信号と電源ペア 

・ パッシブ回路により、電源不要 

・ スタジオクオリティのトランスを介したガルバニック絶縁 

・ シングルペアまたは、２ペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機とのデイジーチェーン 

 

用途： 

ＴＸ－ＴＰＳ６Ａは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品と互換性のあるシングルペアオーディオ送信モジュールです。ローインピーダンス+

４ｄＢｕバランスラインレベルオーディオソースは、ユーロ型ターミナルブロックを使用してモジュールに接続されます。スタジオクオリティの

トランスは、オーディオソースとＲＪ４５出力間を絶縁します。 

 

ＴＸ－ＴＰＳ６は、インストール時に前面パネルのスイッチで設定されたケーブルペアへ入力信号を供給する、シングルペア送信機です。こ

のモジュールは、１つのケーブルペアのみ駆動します。そのためＬＯＯＰ－ＩＮ ＲＪ４５ジャックは、他のマイクレベルまたはラインレベルの

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機から信号と電力を受け取る事が出来ます。他の２つのシングル·ペア送信機は、ＬＯＯＰ ＩＮジャックにチェーンするか、

もしくは１つの２ペア送信機に接続できます。３つのシングルペア送信機が接続されている場合、それぞれの送信機は各々異なるＰａｉｒ（Ａ

またはＢまたはＣ）に供給しなればなりません。Ｐａｉｒ－ＢとＣにステレオオーディオが供給されているＲＤＬ ２ペア送信機と一緒に接続され

ているならば、ＴＸ－ＴＰＳ６Ａは、Ｐａｉｒ－Ａに供給するように設定されなければなりません。 

 

ＴＸ－ＴＰＳ６Ａは、動作に電源を必要としないパッシブモジュールです。ＬＯＯＰ ＩＮジャックに接続されたケーブルに電源が供給されている

場合、その電力は他のＴＰ ＣＡＢＬＥジャックに接続されているモジュールに受け渡されます。 

 

 

仕様： 

入力：   ローインピーダンスバランス 

   推奨ソースインピーダンスは１５０Ω以下 

入力接続：   ユーロ型ターミナルブロック（バランス） 

入力レベル：  +４ｄＢｕバランス、+２２ｄＢｕ最大 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用： ＡまたはＢまたはＣにスイッチにて切り替え 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ入力：  ＲＪ４５ ＬＯＯＰ ＩＮ 

出力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

出力接続：   ＲＪ４５ 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０３５％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、+４ｄＢｕ） 

０． １％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、+４ｄＢｕ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   ８５ｄＢ以上（５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

電源仕様：   パッシブ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．０８×７．６×５．３ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

ＴＸ－ＴＰＳ６ＡＴＸ－ＴＰＳ６ＡＴＸ－ＴＰＳ６ＡＴＸ－ＴＰＳ６Ａ    

パッシブシングルペア送信機-ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ-バランスオーディオライン入力 



 

 

ＡＦ－ＴＰＲ１ＡＡＦ－ＴＰＲ１ＡＡＦ－ＴＰＲ１ＡＡＦ－ＴＰＲ１Ａ    ，，，，Ｄ－ＴＰＲ１ＡＤ－ＴＰＲ１ＡＤ－ＴＰＲ１ＡＤ－ＴＰＲ１Ａ，，，，ＤＳ－ＴＰＲ１ＡＤＳ－ＴＰＲ１ＡＤＳ－ＴＰＲ１ＡＤＳ－ＴＰＲ１Ａ，，，，ＥＭ－ＴＰＲ１ＡＥＭ－ＴＰＲ１ＡＥＭ－ＴＰＲ１ＡＥＭ－ＴＰＲ１Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ１Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ１Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ１Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ１Ａ    

アクティブシングルペア受信機 - ツイストペアＦｏｒmat－Ａ － ＸＬＲマイク／ライン出力 

 

D-TPR1A                              DS-TPR1A                         AF-TPR1A 

      

EM-TPR1A         DB-TPR1A 

特徴： 

・ バランス型、マイクまたはラインレベルＸＬＲ出力 

・ 出力レベルを背面パネルのスイッチにて選択 

・ どのＰａｉｒ（Ａ，Ｂ，Ｃ）に出力を送るか、スイッチにて選択 

・ 信号と電源のペアをＲＪ４５ジャック介してパス・スルー 

・ ツイストペアケーブルを介したリモート電源供給 

・ ヒューズ装備のローカル電源で接続されたすべての機器に電源供給 

・ ユーロ型ターミナルブロックにローカル電源入力を装備 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ 追加のＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機とのデイジーチェーン  

・ スタジオクオリティの精密なアクティブバランス回路 

 

用途： 

－ＴＰＲ１Ａモジュールは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品と互換性のあるシングルペアオーディオ受信モジュールです。これらのモジ

ュールはウォールボックス、キャビネットおよび外部機器接続用のエンクロージャーに取り付けることが可能です。Ｄ－およびＤＳ－モデル

は、ＲＤＬ ＷＢ－１ＵおよびＲＤＬ ＷＢ－２Ｕウォールボックス、または標準ＵＳ電気ボックスにマウント可能です。Ｄ－ＴＰＲ１Ａは、ホワイト

の前面パネルにグレーのレタリングがあしらわれており、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのリモートコントロール機器とも相性のいい製品です。 

ＤＳ－ＴＰＲ１Ａは、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのステンレス製リモートコントロール機器と調和するステンレス製となっており、商業施設／工

業施設におけるインストレーションに使用できます。ＡＦ－ＴＰＲ１Ａは、様々なＡＰＰＬＥＸウォールマウント、キャビネットマウント、卓上エン

クロージャーに適合するＡＰＰＦＬＥＸ™シリーズ製品です。ＥＭ－ＴＰＲ１Ａは、４５ｍｍの四角型モジュールになっており、Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｍｏｄｕｌ

ａｒ マウントフレームおよびカバープレートに取り付け可能です。Ｅｕｒｏｐｅａｎ電気ボックスの場合、ＲＪ４５ジャックとプラグを収容できる奥行

を十分備えていないので、ＥＭ－製品ではユーロ型ターミナルブロックを使用してツイストペアケーブルを接続します。 

 

ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ：－ＴＰＲ１Ａは、ＸＬＲ出力ジャックを備えています。モジュール出力へ、どのＦｏｒｍａｔ－Ａペアを供給するためにバッファす

るかインストール時に背面パネルのスイッチで設定します。ＲＪ４５ ＩＮＰＵＴ端子の選択されたペアから受信したオーディオ信号は、ＸＬＲオ

ーディオ出力ジャックに供給されます。 ＸＬＲジャックの出力レベルは、インストール時に背面パネルのスイッチを使用し、ＭＩＣまたはＬＩＮＥ

レベルのどちらかに設定します。 

 

このモジュールは、１つのケーブルペアのみを駆動します。そのためＤ－，ＤＳ－，ＡＦ－モジュールは、追加の受信モジュール用に予備

のＲＪ－４５ジャックを備えています。インストーラーは、ＥＭ－モデルの端子台に並列して２つのケーブルの銅線をシンプルに接続できま

す。予備のＲＪ４５コネクターへその他２つの受信機をチェーンしても良いですし、１つの２ペア受信機を接続することもできます。さらに、３



 

 

つすべてのＦｏｒｍａｔ－Ａペアの信号を完全に受け付ける事に加え、追加の受信機は同じツイストペアフィードを接続することが出来ます。

全てのＦｏｒｍａｔ－Ａツイストペア受信機に使用されているブリッジ入力回路は、それぞれのケーブルペアに対し、１０受信機の出力まで接

続することが出来ます。マルチ受信機ロケーションによる可能性は、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ製品を使用するオーディオルーティングシステム

の設計に、計り知れない柔軟性を与えます。電源ペアと３つすべてのオーディオペアは、両方のＲＪ４５ジャックを介して供給されます。 

 

－ＴＰＲ１Ａは、ユーロ型ターミナルブロックを使用して、２４Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給されます。 モジュールに接続されたロ

ーカル電源は、接続された全てのリモートモジュールに供給されます。同じツイストペアケーブルによって接続された他のあらゆるモジュ

ール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーターからリモートで－ＴＰＲ１Ａへ電源を供給することも可能です。前面パネルのＬＥＤによっ

て電源オン状態を通知します。 

 

ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは、シールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の高品質なオーディオ性能を備えています。シンプルな設計、容易な

取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａは設計

者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢を提供します。 

 

 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ® Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続：   ＲＪ４５（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、ユーロ型ターミナルブロック（モデルＥＭ－） 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用： Ａ，ＢまたはＣにスイッチにて切り替え 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ出力：  ＲＪ４５（ＥＭ－には非適用） 

出力：   １５０Ωバランス 

出力接続：   ＸＬＲ 

出力レベル：  -４５ｄＢｕマイクまたは+４ｄＢｕラインレベル、背面パネルのスイッチにて切り替え 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -９０ｄＢ以下 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： ８０ｄｂ以上（５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（２）：  ユーロ型ターミナルブロック、ＲＪ４５ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠４５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ＥＭ－ＴＰＲ１Ａ：４５ｍｍ×４５ｍｍ×４．９ 

   Ｄ－、ＤＳ－ＴＰＲ１Ａ：１０．４５×４．０６×４．８ 

   ＡＦ－ＴＰＲ１Ａ：７．０４×５．６４×４．８ 

取り付けボックスの最小奥行き： ２．４インチ（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、３９ｍｍ（モデルＥＭ－） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＡＦ－ＴＰＲ２ＡＡＦ－ＴＰＲ２ＡＡＦ－ＴＰＲ２ＡＡＦ－ＴＰＲ２Ａ，，，，Ｄ－ＴＰＲ２ＡＤ－ＴＰＲ２ＡＤ－ＴＰＲ２ＡＤ－ＴＰＲ２Ａ，，，，ＤＳ－ＴＰＲ２ＡＤＳ－ＴＰＲ２ＡＤＳ－ＴＰＲ２ＡＤＳ－ＴＰＲ２Ａ，，，，ＥＭ－ＴＰＲ２ＡＥＭ－ＴＰＲ２ＡＥＭ－ＴＰＲ２ＡＥＭ－ＴＰＲ２Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ２Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ２Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ２Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ２Ａ    

アクティブ２ペア受信機 - ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ － ステレオＲＣＡフォノジャック出力 

 

D-TPR2A                                     DS-TPR2A                            AF-TPR2A 

 

       

EM-TPR2A                       DB-TPR2A 

 

特徴： 

・ ２系統のアンバランス-１０ｄＢＶ ＲＣＡフォノジャック出力 

・ Ｐａｉｒ－ＢからＬ（左）出力； Ｐａｉｒ－ＣからＲ（右）出力 

・ 信号と電源のペアをＲＪ４５を介してパス・スルー 

・ ツイストペアケーブルを介したリモート電源供給 

・ ヒューズ装備のローカル電源で接続されたすべての機器に電源供給 

・ ユーロ型ターミナルブロックにローカル電源入力を装備 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ 追加のＦｏｒｍａｔ－Ａ受信機とのデイジーチェーン 

・ スタジオクオリティの精密なアクティブバランス回路  

 

用途： 

－ＴＰＲ２Ａモジュールは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ ツイストペア製品と互換性のある２ペアオーディオ受信モジュールです。これらのモジュー

ルはウォールボックス、キャビネットおよび外部機器接続用のエンクロージャーに取り付けることが可能です。Ｄ－およびＤＳ－モデルは、

ＲＤＬ ＷＢ－１ＵおよびＲＤＬ ＷＢ－２Ｕウォールボックス、または標準ＵＳエレクトリカルボックスにマウント可能です。Ｄ－ＴＰＲ２Ａは、ホ

ワイトの前面パネルにグレーのレタリングがあしらわれており、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのリモートコントロール機器とも相性のいい製品

です。ＤＳ－ＴＰＲ２Ａは、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのステンレス製リモートコントロール機器と調和するステンレス製となっており、商業施

設／工業施設におけるインストレーションに使用できます。ＡＦ－ＴＰＲ２Ａは、様々なＡＰＰＬＥＸウォールマウント、キャビネットマウント、卓

上エンクロージャーに適合するＡＰＰＦＬＥＸ™シリーズ製品です。ＥＭ－ＴＰＲ２Ａは、４５ｍｍの四角型モジュールになっており、Ｅｕｒｏｐｅａｎ 

Ｍｏｄｕｌａｒ マウントフレームおよびカバープレートに取り付け可能です。Ｅｕｒｏｐｅａｎ電気ボックスの場合、ＲＪ４５ジャックとプラグを収容でき

る奥行を十分備えていないので、ＥＭ－製品ではユーロ型ターミナルブロックを使用してツイストペアケーブルを接続します。 

 

ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ：－ＴＰＲ２Ａは、２つのＲＣＡフォノジャック出力を備えています（それぞれＬｃｈおよびＲｃｈに使用）ツイストペアケーブルの

Ｐａｉｒ－ＢおよびＰａｉｒ－Ｃより受信したオーディオ信号は民生用基準レベルである-１０ｄＢＶでバッファーされます。 

 

このモジュールは、２つのケーブルペアのみの信号を受信します。そのためＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－モジュールは、追加の受信モジュール用

に予備のＲＪ－４５ジャックを備えています。インストーラーは、ＥＭ－モデルの端子台に並列して２つのケーブルの銅線をシンプルに接続

できます。分割したシングルペア受信機は、予備のＲＪ４５ジャックチェーンされます。さらに、すべての３つのＦｏｒｍａｔ－Ａペアの信号を完

全に受け付ける事に加え、追加の受信機は同じツイストペアフィードを接続することが出来ます。全てのＦｏｒｍａｔ－Ａツイストペア受信機に



 

 

使用されているブリッジ入力回路は、それぞれのケーブルペアに対し、１０受信機の出力まで接続することが出来ます。マルチ受信機ロケ

ーションによる可能性は、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ製品を使用するオーディオルーティングシステムの設計に、計り知れない柔軟性を与えます。

電源ペアと３つすべてのオーディオペアは、両方のＲＪ４５ジャックを介して供給されます。－ＴＰＲ２Ａは、ユーロ型ターミナルブロックを使

用して、２４Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給されます。 モジュールに接続されたローカル電源は、接続された全てのリモートモジ

ュールに供給されます。同じツイストペアケーブルによって接続された他のあらゆるモジュール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサータ

ーからリモートで－ＴＰＲ２Ａへ電源を供給することも可能です。前面パネルのＬＥＤによって電源オン状態を通知します。 

 

ＲＤＬ®ＦＯＲＭＡＴ－Ａは、シールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の高品質なオーディオ性能を備えています。シンプルな設計、容易

な取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ®ＦＯＲＭＡＴ－Ａは

設計者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢を提供します。 

 

 

 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ® Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続：   ＲＪ４５（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、ユーロ型ターミナルブロック（モデルＥＭ－） 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（２）： Ｂ（Ｌ ｃｈ）、Ｃ（Ｒ ｃｈ） 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ出力：  ＲＪ４５（ＥＭ－には非適用） 

出力：   １００Ωアンバランス 

出力接続：   ＲＣＡフォノジャック 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -９０ｄＢ以下 

クロストーク：  ９０ｄＢ以下（１ｋＨz）、７５ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄｂ以上 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄＢ以上（５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（２）：  ユーロ型ターミナルブロック、ＲＪ４５ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠４５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ＥＭ－ＴＰＲ２Ａ：４５ｍｍ×４５ｍｍ×４．９ 

   Ｄ－、ＤＳ－ＴＰＲ２Ａ：１０．４５×４．０６×４．８ 

   ＡＦ－ＴＰＲ２Ａ：７．０４×５．６４×４．８ 

取り付けボックスの最小奥行き： ２．４インチ（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、３９ｍｍ（モデルＥＭ－） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

ＡＦ－ＴＰＲＡＦ－ＴＰＲＡＦ－ＴＰＲＡＦ－ＴＰＲ３３３３ＡＡＡＡ，，，，Ｄ－ＴＰＲ３ＡＤ－ＴＰＲ３ＡＤ－ＴＰＲ３ＡＤ－ＴＰＲ３Ａ，，，，ＤＤＤＤＳＳＳＳ－ＴＰＲ３Ａ－ＴＰＲ３Ａ－ＴＰＲ３Ａ－ＴＰＲ３Ａ，，，，ＥＭ－ＴＰＲ３ＡＥＭ－ＴＰＲ３ＡＥＭ－ＴＰＲ３ＡＥＭ－ＴＰＲ３Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ３Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ３Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ３Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ３Ａ    

アクティブ ３ぺア受信機 Ｆｏｒｍａｔ－Ａ － ＸＬＲ＆ステレオＲＣＡ出力 

 

D-TPR3A                            DS-TPR3A                         AF-TPR3A 

       

EM-TPR3A                       DB-TPR3A 

 

特徴： 

・ バランス マイクまたはラインレベル ＸＬＲ出力 

・ 背面スイッチで出力レベルを選択 

・ ２系統のアンバランス -１０ｄＢＶフォノジャックオーディオ出力 

・ Ｐａｉｒ－ＡからＸＬＲ； Ｐａｉｒ－ＢからＬ ｃｈ；Ｐａｉｒ－ＣからＲ ｃｈ 

・ ツイストペアケーブルを介したリモート電源供給 

・ ヒューズ装備のローカル電源で接続されたすべての機器に電源供給 

・ ユーロ型ターミナルブロックにローカル電源入力を装備 

・ 青色LED によってパワーオン状態を通知 

・ ３つのＦｏｒｍａｔ－Ａ ペアをすべて 利用 

・ スタジオクオリティの精密なアクティブバランス回路 

 

用途： 

－ＴＰＲ３Ａモジュールは、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａ ツイストペア製品と互換性のある３ペア オーディオ受信モジュールですこれらのモジュー

ルはウォールボックス、キャビネットおよび外部機器接続用のエンクロージャーに取り付けることが可能です。Ｄ－およびＤＳ－モデルは、

ＲＤＬ ＷＢ－１ＵおよびＲＤＬ ＷＢ－２Ｕウォールボックス、または標準ＵＳ電気ボックスにマウント可能です。 

 

Ｄ－ＴＰＲ３Ａは、ホワイトの前面パネルにグレーのレタリングがあしらわれており、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのリモートコントロール機器と

も相性のいい製品です。ＤＳ－ＴＰＲ３Ａは、ＲＤＬ Ｄｅｃｏｒａ ®スタイルのステンレス製リモートコントロール機器と調和するステンレス製とな

っており、商業施設／工業施設におけるインストレーションに使用できます。ＡＦ－ＴＰＲ３Ａは、様々なＡＰＰＬＥＸウォールマウント、キャビ

ネットマウント、卓上エンクロージャーに適合するＡＰＰＦＬＥＸ™シリーズ製品です。ＥＭ－ＴＰＲ３Ａは、４５ｍｍの四角型モジュールになって

おり、Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｍｏｄｕｌａｒ マウントフレームおよびカバープレートに取り付け可能です。Ｅｕｒｏｐｅａｎ電気ボックスの場合、、ＲＪ４５ジャック

とプラグを収容できる奥行を十分備えていないので、ＥＭ－製品ではユーロ型ターミナルブロックを使用してツイストペアケーブルを接続し

ます。 

 

ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ： －ＴＰＲ３Ａは、ＸＬＲオーディオ出力と２系統のＲＣＡフォノ ジャック出力を備えています（それぞれＬ ｃｈおよびＲ ｃｈ

に使用）。ＲＪ４５のＰａｉｒ－Ａから受信したオーディオ信号は、ＸＬＲオーディオ出力に供給されます。ＸＬＲジャックの出力レベルは、背面パ

ネルのスイッチを使用し、インストール時にＭＩＣまたはＬＩＮＥレベルに設定します。ツイストペアケーブルのＰａｉｒ－ＢおよびＰａｉｒ－Ｃより受

信したオーディオ信号は民生用基準レベルである-１０ｄＢＶでＲＣＡ出力を駆動するためにバッファされます。 

 

－ＴＰＲ３Ａは、３つすべてのケーブルペアにアクセスするモジュールですが、追加の受信機は、同じツイストペアフィードに接続することが

出来ます。全てのＦｏｒｍａｔ－Ａツイストペア受信機に使用されているブリッジ入力回路は、それぞれのケーブルペアに対し、１０受信機の出



 

 

力まで接続することが出来ます。マルチ受信機ロケーションによる可能性は、ＲＤＬ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ製品を使用するオーディオ ルーティング

システムの設計に、計り知れない柔軟性を与えます。 

 

－ＴＰＲ３Ａは、ユーロ型ターミナルブロックを使用して、２４ Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給されます。モジュールに接続されたロ

ーカル電源は、接続された全てのリモートモジュールに供給されます。同じツイストペアケーブルによって接続された他のあらゆるモジュ

ール、信号分配機およびＲＤＬパワーインサーターからリモートで－ＴＰＲ３Ａへ電源を供給することも可能です。前面パネルのＬＥＤによっ

て電源オン状態を通知します。 

 

ＲＤＬ ＦＯＲＭＡＴ－Ａは、シールドワイヤリングと同等もしくはそれ以上の高品質なオーディオ性能を備えています。シンプルな設計、容易

な取り付け、他に類を見ない柔軟性、自動式ヒューズの電源、ハムノイズの除去、低ノイズ、そして低歪を達成したＲＤＬ ＦＯＲＭＡＴ－Ａは

設計者とインストーラーに経済的なツイストペア製品の中で最適な選択肢を提供します。 

 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ® Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続：   ＲＪ４５（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、ユーロ型ターミナルブロック（モデルＥＭ－） 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（３）： Ａ、Ｂ、Ｃ 

出力（３）：   １５０Ωバランス、１００Ωアンバランス 

出力接続：   ＸＬＲ（バランスマイクまたはライン）、ＲＣＡフォノジャック（２） 

出力レベル：  ＸＬＲ：-４５ｄＢｕマイクまたは+４ｄＢｕラインレベル、背面パネルのスイッチにて切り替え 

   ＲＣＡフォノジャック：-１０ｄＢＶ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -９０ｄＢ以下 

クロストーク：  ９０ｄＢ以下（１ｋＨz）、７５ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄｂ以上 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄＢ以上（５０Ｈz～１５０Ｈｚ） 

インジケーター：  電源オン 

電源接続（２）：  ユーロ型ターミナルブロック、ＲＪ４５ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠４５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ＥＭ－ＴＰＲ３Ａ：４５ｍｍ×４５ｍｍ×４．９ 

   Ｄ－、ＤＳ－ＴＰＲ３Ａ：１０．４５×４．０６×４．８ 

   ＡＦ－ＴＰＲ３Ａ：７．０４×５．６４×４．８ 

取り付けボックスの最小奥行き： ２．４インチ（モデルＤ－、ＤＳ－、ＡＦ－）、３９ｍｍ（モデルＥＭ－） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

 

特徴： 

・ 入力ジャックは、すべてのＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機の信号に対応 

・ 出力ジャックは、全てのＦｏｒｍａｔ－Ａ受信機を駆動 

・ ４つの受信機は、各ディストリビューターから駆動可能 

・ ＬＯＯＰ ＯＵＴジャックは、追加のディストリビューターへ供給可能 

・ パワーバスは、隣接するディストリビューターに電源を延長供給 

・ 送信機と接続されたすべての受信機にパワーを供給 

・ デュアルＬＥＤ ＶＵメーターは各ペアのレベルを表示 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ 背面のＬＥＤは、ＲＪ４５の正しい出力電圧を表示 

・ 高密度ラックＲＡＣＫ－ＵＰ®アクセサリを使用した取り付け 

 

 

用途： 

ＲＵ－ＴＰＤＡは、すべてのＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品と互換性のある、４つの出力信号と電力の分配モジュールです。ＩＮＰＵＴ Ｒ

Ｊ４５ジャックは、１つまたは複数のＦＯＲＭＡＴ－Ａ送信機から送信されるツイストペアケーブルを受け付けます。ＬＯＯＰ－ＯＵＴコネクター

は、追加の分配モジュールにデイジー-チェインによる入力信号を許容します。ＲＵ－ＴＰＤＡのケーブルペアをブリッジする入力回路は、４

０の分配出力を生成するために最大１０のディストリビューターを同時に接続することを可能にします。更なる拡張は、追加の１０の分配器

まで駆動できる１つの分配出力を使用する事によって可能です。 

 

３つのＲＤＬデュアルＬＥＤ ＶＵ メーターは、ＲＵ－ＴＰＤＡの前面パネルに備えられています。１つのメーターは、３つのＦｏｒｍａｔ－Ａオー

ディオペアそれぞれのオーディオレベルをモニターします。 

 

ＲＵ－ＴＰＤＡは、シングルラックユニットに３つの分配器を取り付けを容易にする、耐久性のあるＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰシャーシに構成されま

す。多種多様な取り付けアクセサリはＲＤＬ ＲＡＣＫ ＵＰ®シリーズでご利用頂けます。各ＲＵ－ＴＰＤＡのパワーバスは、ラックの両側にあ

る１つのモジュールに電源を供給する事が出来ます。付属の電源ジャンパーケーブルは、１つのディストリビュータモジュールから次へ相

互接続するシンプルな方法を提供し、１つの電源から複数のモジュールを操作することが出来ます。 

 

ＲＵ－ＴＰＤＡは、電源ジャックまたはユーロ型ターミナルコネクターを使用して、２４Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給します。モジュ

ールに接続されたローカル電源は、ＩＮＰＵＴとＯＵＴＰＵＴ ＲＪ４５ジャックに接続された全てのモジュールに供給されます。各ＯＵＴＰＵＴジャ

ックに供給される電源は、独立して自動リセットヒューズによって保護されています。電源ＬＥＤは、配線欠陥の識別を容易にするため、そ

れぞれのＯＵＴＰＵＴジャックに関連付けられています。モジュールの電源は、前面パネルのＬＥＤに表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＵ－ＴＰＤＲＵ－ＴＰＤＲＵ－ＴＰＤＲＵ－ＴＰＤＡＡＡＡ    

アクティブディストリビューター  -ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ  – ＲＤＬ Ｆｏｒｍａｔ – A 入力を４出力 



 

 

ＲＵ－ＴＰＤＡ 

 

 

仕様： 

入力：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

入力接続；   ＲＪ４５ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（３）： Ａ、Ｂ、Ｃ 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ出力：  ＲＪ４５ LOOP OUT 

出力（４）：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

出力接続：   ＲＪ４５ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  ９０ｄＢ以下 

クロストーク：  ９０ｄＢ以下（１ｋＨz）、７５ｄＢ以下（２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１５０Ｈｚ） 

インジケーター（１１）：  電源オン（１）、電源オフ（４）、３つのデュアルＬＥＤ ＶＵメーター（６） 

電源接続（３）：  パワージャック（２）、ユーロ型ターミナルブロック 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠１２０ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ４．３×１５×８．２５ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

 

特徴： 

・ バランスまたは、アンバランスのラインレベル入力 

・ 各ペアのレベル調整用前面パネルトリマー 

・ 各オーディオペアのレベル表示用Dual - ＬＥＤ ＶＵメーター 

・ 全てのＦｏｒｍａｔ－Ａ受信機を駆動する出力ジャック 

・ 各受信機から４つの受信機まで駆動 

・ 接続された全ての受信機は、分配器から電源供給 

・ 青色ＬＥＤによって電源オン状態を通知 

・ 背面のＬＥＤは、ＲＪ４５の正しい出力電圧を表示 

・ パワーバスジャックは、隣接するディストリビューターに電源を延長供給 

・ 高密度ラックＲＡＣＫ－ＵＰ®アクセサリを使用した取り付け 

 

用途： 

ＲＵ－ＴＰＳ４A は、４系統の出力を持つオーディオ送信機で、ＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア製品と互換性のある信号と電力の分配モジュ

ールです。３つのラインレベルソースは、ユーロ型ターミナルブロックの+４ｄＢｕバランスを使用してモジュールに接続することが出来ます。

スタジオクオリティのバッファアンプのバンクは、正しい動作レベルを背面パネルにある４つのＲＪ４５ ＯＵＴＰＵＴの３ペアに供給します。 

 

３つのＲＤＬ Ｄｕａｌ－ＬＥＤ ＶＵメーターは、ＲＵ－ＴＰＳ４Ａの前面パネルに備えられています。１つのメーターは、３つのＦＯＲＭＡＴ－Ａオ

ーディオペアそれぞれのオーディオレベルをモニターします。各メーターに隣接するＧＡＩＮ トリマーは最適な動作レベルの為、各オーディ

オ入力のフロントパネルでの調整を可能にします。 

 

ＲＵ－ＴＰＳ４Ａは、シングルラックユニットに３つの分配器の取り付けを容易にする、耐久性のあるＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰシャーシに構成され

ます。４つ以上の分配出力を必要とするインストールでは、ＲＵ－ＴＰＳ４Ａに隣接して１つ以上のＲＵ－ＴＰＤＡを取り付けることにより、容易

に可能となります。多種多様な取り付けアクセサリはＲＤＬ ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズでご利用頂けます。各ＲＵ－ＴＰＤＡのパワーバスは、

ラックの両側にある１つのモジュールに電源を供給する事が出来ます。付属の電源ジャンパーケーブルは、１つのディストリビュータモジュ

ールから次へ相互接続するシンプルな方法を提供し、１つの電源から複数のモジュールを操作することが出来ます。 

 

ＲＵ－ＴＰＳ４Ａは、電源ジャックまたはユーロ型ターミナルブロックを使用して、２４Ｖｄｃパワーサプライから直接電源を供給します。モジュ

ールに接続されたローカル電源は、ＯＵＴＰＵＴ ＲＪ４５ジャックに接続された全てのモジュールに供給されます。各ＯＵＴＰＵＴジャックに供

給される電源は、独立して自動リセットヒューズによって保護されています。電源ＬＥＤは、配線欠陥の識別を容易にするため、それぞれの

ＯＵＴＰＵＴジャックに関連付けられています。モジュールの電源は、前面パネルのＬＥＤに表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＵ－ＴＰＳ４ＲＵ－ＴＰＳ４ＲＵ－ＴＰＳ４ＲＵ－ＴＰＳ４ＡＡＡＡ    

アクティブ送信機/分配器 －ツイストペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ －３オーディオ入力から４出力 



 

 

ＲＵ－ＴＰＳ４Ａ 

    

 

仕様： 

入力（３）：   ２０ｋΩバランス 

入力接続：   ユーロ型ターミナルブロック 

Ｆｏｒｍａｔ－Ａ信号ペア使用（３） ：Ａ、Ｂ、Ｃ 

ゲイン：   -４ｄＢ～+１８ｄＢで調整可能、マルチターン前面パネルトリマー 

出力（４）：   ＲＤＬ ＴＰ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ 

出力接続：   ＲＪ４５ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  ９０ｄＢ以下 

クロストーク：  ９０ｄＢ以下（１ｋＨz）、７５ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１５０Ｈｚ） 

インジケーター（１１）：  電源オン（１）、電源オフ（４）、３つの Dual – ＬＥＤ ＶＵメーター（６） 

電源接続（３）：  パワージャック（２）、ユーロ型ターミナルブロック 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠１２０ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ４．３×１５×８．２５ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

 

特徴： 

・ 任意の場所から電源を 4 セットのセンダーとレシーバーにリモートで供給 

・ Ｆｕｌｌ－Ｓｉｚｅの端子台またはｄｃパワージャックを使用した２４Ｖｄｃ 入力 

・ パワーバスは隣接するパワーインサーターへの拡張を提供 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ 緑色ＬＥＤはＲＪ４５の正しい出力電圧を表示 

・ 2 つの関連したＲＪ４５ジャックにそれぞれ電源出力を供給 

・ パワー受信機は、1 つのＲＪ４５ジャックから電源供給 

・ パワー送信機は、その他のＲＪ４５ジャックから電源供給 

 

用途： 

ＦＰ－ＴＰ４ＰＷは、ＲＤＬツイストペア製品と互換性のある ４出力 パワーインサーターです。ＴＸ－１ＰＷは、パワージャックまたは端子台

のいずれかを使用して２４Ｖｄｃパワーサプライから電源を供給されます。 パワージャックはシングルパワーサプライから複数のＦＰ－ＴＰ

４ＰＷのチェーンを容易にするため、モジュールの両端に設けられています。４系統のＤｕａｌ－ＲＪ４５ジャックセットは、リモートでツイストペ

ア送信機と受信機を接続するために設けられています。ＲＪ４５ジャックに接続された全てのモジュールに電源が供給されます。信号ペア

は関連したＲＪ４５を経由して供給されます。電力はＤｕａｌ－ＲＪ４５ジャックセットそれぞれに供給され、独立して自動リセットヒューズによっ

て保護されています。Ｄｕａｌ－ＲＪ４５ジャックセットそれぞれに関連した電源ＬＥＤは、配線欠陥の識別を容易にします。モジュールの電源

は、前面パネルのＬＥＤに表示されます。 

 

仕様： 

出力：   デュアルＲＪ４５ 

インジケータ―：  電源イン（1）・アウト（４） 

電源接続（３）：  パワージャック（２）、端子台 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ８．２６×１３．５６×２．６７ 

最大負荷：   ２００ｍＡ（各ＲＪ４５出力） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－Ｔ－Ｔ－Ｔ－ＴＰＰＰＰ４４４４ＰＷＰＷＰＷＰＷ    

パワーインサーター －ツイストペア － 出力４セット － 信号ループ・スルー 

 



 

 

 

 

特徴： 

・ 任意の場所から電源を４セットの送信機と受信機にリモートで供給 

・ ユーロ型ターミナルブロックまたはｄｃパワージャックを使用した２４Ｖｄｃ入力 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ 緑色のＬＥＤはＲＪ４５の正しい出力電圧を表示 

・ ２つの関連したＲＪ４５ジャックにそれぞれ電源出力を供給 

・ １つの関連したＲＪ４５は受信機へ電源を供給 

・ その他の関連したＲＪ４５は送信機へ電源を供給 

・ 高密度ラックＲＡＣＫ－ＵＰ®アクセサリを使用した取り付け 

 

用途：  

ＲＵ－ＴＰ４ＰＷは、ＲＤＬツイストペア製品と互換性のある４出力パワーインサーターです。ＲＵ－ＴＰ４ＰＷは、パワージャックまたはユーロ

型ターミナルブロックのいずれかを使用して２４Ｖｄｃパワーサプライから電源を供給されます。 

４系統の Ｄｕａｌ－ＲＪ４５ジャックセットは、リモートでツイストペア送信機と受信機を接続するために設けられています。ＲＪ４５ジャックに接

続された全てのモジュールに電源が供給されます。信号ペアは関連したＲＪ４５を経由して供給されます。電力はＤｕａｌ－ＲＪ４５ジャックセッ

トそれぞれに供給され、独立して自動リセットヒューズによって保護されています。Ｄｕａｌ－ＲＪ４５ジャックセットそれぞれに関連した電源ＬＥ

Ｄは、配線欠陥の識別を容易にします。モジュールの電源は、前面パネルのＬＥＤに表示されます。ＲＵ－ＴＰ４ＰＷは、中央装置ラックから

のツイストペアモジュールにリモートでの電源供給に理想的です。 

 

 

 

仕様： 

出力（４）：   Ｄｕａｌ－ＲＪ４５ 

インジケーター（５）：  電源イン（１）、電源アウト（４） 

電源接続（２）：  パワージャック、ユーロ型ターミナルブロック 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ４．３×１５×５．５９ 

最大負荷電流：  ２００ｍＡ（各ＲＪ４５出力） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 

ＲＵ－ＴＰＲＵ－ＴＰＲＵ－ＴＰＲＵ－ＴＰ４４４４ＰＷＰＷＰＷＰＷ    

パワーインサーター －ツイストペア － 出力４セット － 信号ループ・スルー 



 

 

 

特徴： 

・ 任意の場所から電源をセンダーとレシーバーにリモートで供給 

・ ユーロ型ターミナルブロックまたはｄｃパワージャックを使用したローカル電源供給 

・ 青色ＬＥＤによってパワーオン状態を通知 

・ ローカル電源供給もしくはＲＪ４５を使用してリモート電源供給 

・ Ｇｒｅｅｎ ＬＥＤはＲＪ４５の正しい出力電圧を表示 

・ ２つの関連したＲＪ４５ジャックに電源出力を供給 

・ 受信機は、1 つのＲＪ４５ジャックから電源供給 

・ 送信機は、1 つのＲＪ４５ジャックから電源供給 

 

用途： 

ＴＸ－ＴＰ１ＰＷは、ＲＤＬツイストペア製品と互換性のあるシングル出力 パワーインサーターです。ＴＸ－１ＰＷは、パワージャックまたはユ

ーロ型ターミナルブロックのいずれかを使用して２４Ｖｄｃパワーサプライから電源を供給されます。 Ｄｕａｌ－ＲＪ４５ジャックセットは、リモー

トでツイストペア送信機と受信機を接続するために設けられています。ＲＪ４５ジャックに接続された全てのモジュールに電源が供給されま

す。信号ペアは関連したＲＪ４５を経由して供給されます。電源電圧は、独立して自動リセットヒューズによって保護されています。出力電源

ＬＥＤは、配線欠陥の識別を容易にします。モジュールの電源は、前面パネルのＬＥＤに表示されます。ＴＸ－ＴＰ１ＰＷは、任意の場所から

ツイストペアモジュールにリモートでの電源供給に理想的です。 

 

 

 

仕様： 

出力：    Dual―ＲＪ４５ 

インジケータ―：   電源イン・アウト 

電源接続（２）：   パワージャック、ユーロ型ターミナルブロック 

電源仕様：    ２４Ｖｄｃ＠２０ｍＡ + 接続負荷 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ３．０×７．６×３．６ 

最大負荷：    ２００ｍＡ（各ＲＪ４５出力） 

周辺動作環境：   ０℃～５５℃ 

 

ＴＸ－ＴＴＸ－ＴＴＸ－ＴＴＸ－ＴＰ１ＰＷＰ１ＰＷＰ１ＰＷＰ１ＰＷ    

パワーインサーター   ツイストペア － 出力1 セット － 信号ループ・スルー    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲｅｍｏｔｅＲｅｍｏｔｅＲｅｍｏｔｅＲｅｍｏｔｅ    ＰａｎｅｌＰａｎｅｌＰａｎｅｌＰａｎｅｌ    ＆＆＆＆    ＣｏｎｔｒｏｌｓＣｏｎｔｒｏｌｓＣｏｎｔｒｏｌｓＣｏｎｔｒｏｌｓ    



 

 

ＤＢ－１／４ＦＤＢ－１／４ＦＤＢ－１／４ＦＤＢ－１／４Ｆ    

１／４インチ・フォンジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート   －はんだ式 

  

 

ＤＤＤＤＳ－１／４ＦＳ－１／４ＦＳ－１／４ＦＳ－１／４Ｆ    

１／４インチ・フォンジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート   －はんだ式  －ステンレス製 

  

 

 

Ｄ－１／４ＦＤ－１／４ＦＤ－１／４ＦＤ－１／４Ｆ    

１／４インチ・フォンジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式  

 

 

 

ＤＳ－ＢＮＣＤＳ－ＢＮＣＤＳ－ＢＮＣＤＳ－ＢＮＣ    

ＢＮＣジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート   －はんだ式  －ステンレス製 

 

 

 

 

 



 

 

Ｄ－ＢＮＣＤ－ＢＮＣＤ－ＢＮＣＤ－ＢＮＣ    

ＢＮＣジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート   －はんだ式  

  

 

 

ＤＳ－ＢＮＣ／ＤＤＳ－ＢＮＣ／ＤＤＳ－ＢＮＣ／ＤＤＳ－ＢＮＣ／Ｄ    

２重絶縁ＢＮＣジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －ステンレス製 

 

 

 

Ｄ－ＢＮＣ／ＤＤ－ＢＮＣ／ＤＤ－ＢＮＣ／ＤＤ－ＢＮＣ／Ｄ    

２重絶縁ＢＮＣジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＤＢ－ＸＬＲＤＢ－ＸＬＲＤＢ－ＸＬＲＤＢ－ＸＬＲ２２２２ＦＦＦＦ    

デュアルＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート  －はんだ式  

      

ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＸＬＲＸＬＲＸＬＲＸＬＲ２２２２ＦＦＦＦ    

デュアルＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート  －はんだ式  －ステンレス製 

 

ＤＤＤＤ－－－－ＸＬＲＸＬＲＸＬＲＸＬＲ２２２２ＦＦＦＦ    

デュアルＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート  －はんだ式  

  

ＤＤＤＤＢＢＢＢ－－－－ＸＬＲＸＬＲＸＬＲＸＬＲ２２２２ＭＭＭＭ    

デュアルＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート  －はんだ式 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＸＬＲＸＬＲＸＬＲＸＬＲ２２２２ＭＭＭＭ    

デュアルＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート  －はんだ式  －ステンレス製 

 

 

ＤＤＤＤ－－－－ＸＬＲＸＬＲＸＬＲＸＬＲ２２２２ＭＭＭＭ    

デュアルＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート  －はんだ式 

 

 

ＤＤＤＤＢＢＢＢ－－－－ＢＬＡＮＫＢＬＡＮＫＢＬＡＮＫＢＬＡＮＫ，，，，    ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＢＬＡＮＫＢＬＡＮＫＢＬＡＮＫＢＬＡＮＫ，，，，    Ｄ－ＢＬＡＮＫＤ－ＢＬＡＮＫＤ－ＢＬＡＮＫＤ－ＢＬＡＮＫ    

ジャックカットのないＤｅｃora®壁掛けプレート 

            

ＤＢ－ＢＬＡＮＫ                    ＤＳ－ＢＬＡＮＫ                          Ｄ－ＢＬＡＮＫ 

 



 

 

ＤＢ－ＸＬＲ３ＤＢ－ＸＬＲ３ＤＢ－ＸＬＲ３ＤＢ－ＸＬＲ３ＦＦＦＦ    

ＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式 

     

ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＸＬＲ３ＦＸＬＲ３ＦＸＬＲ３ＦＸＬＲ３Ｆ    

ＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式   －ステンレス製 

 

ＤＤＤＤ－－－－ＸＬＲ３ＦＸＬＲ３ＦＸＬＲ３ＦＸＬＲ３Ｆ    

ＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式   

     

ＤＤＤＤＢＢＢＢ－－－－ＸＬＲ３ＭＸＬＲ３ＭＸＬＲ３ＭＸＬＲ３Ｍ    

ＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式 

      

ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＸＬＲ３ＭＸＬＲ３ＭＸＬＲ３ＭＸＬＲ３Ｍ    

ＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式   －ステンレス製 

 

    



 

 

ＤＤＤＤ－－－－ＸＬＲ３ＭＸＬＲ３ＭＸＬＲ３ＭＸＬＲ３Ｍ    

ＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式 

 

    

ＤＤＤＤＢＢＢＢ－－－－ＸＬＲ２ＸＬＲ２ＸＬＲ２ＸＬＲ２    

ＸＬＲ３ピンメス＆３ピンオスのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式 

      

 

ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＸＬＲＸＬＲＸＬＲＸＬＲ２２２２    

ＸＬＲ３ピンメス＆３ピンオスのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式  －ステンレス製 

  

 

Ｄ－ＸＬＲ２Ｄ－ＸＬＲ２Ｄ－ＸＬＲ２Ｄ－ＸＬＲ２    

ＸＬＲ３ピンメス＆３ピンオスのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式 

 



 

 

ＤＳ－ＦＤＳ－ＦＤＳ－ＦＤＳ－Ｆ    

両掛け F ジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －ステンレス製 

 

 

Ｄ－ＦＤ－ＦＤ－ＦＤ－Ｆ    

両掛け F ジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート 

 

 

ＤＤＤＤＢ－ＰＨＮ１Ｂ－ＰＨＮ１Ｂ－ＰＨＮ１Ｂ－ＰＨＮ１    

シングルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式   

     

 

ＤＳ－ＤＳ－ＤＳ－ＤＳ－ＰＨＮ１ＰＨＮ１ＰＨＮ１ＰＨＮ１    

シングルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式  －ステンレス製 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＰＨＮ１ＰＨＮ１ＰＨＮ１ＰＨＮ１    

シングルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式 

 

 

ＤＢＤＢＤＢＤＢ－－－－ＰＨＮ２ＰＨＮ２ＰＨＮ２ＰＨＮ２    

デュアルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式  

     

 

ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＰＨＮ２ＰＨＮ２ＰＨＮ２ＰＨＮ２    

デュアルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式  －ステンレス製 

 

 

ＤＤＤＤ－ＰＨＮ２－ＰＨＮ２－ＰＨＮ２－ＰＨＮ２    

デュアルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート  －はんだ式  

 



 

 

ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－ＤＢ－Ｄ１Ｄ１Ｄ１Ｄ１，ＤＳ－Ｄ１，Ｄ－Ｄ１，ＤＳ－Ｄ１，Ｄ－Ｄ１，ＤＳ－Ｄ１，Ｄ－Ｄ１，ＤＳ－Ｄ１，Ｄ－Ｄ１    

標準及び特殊コネクタ用シングルプレート 

 

   DB-D1          DS-D1         D-D1 

 

    

ＤＤＤＤＢＢＢＢ－－－－Ｄ２Ｄ２Ｄ２Ｄ２，ＤＳ－Ｄ２，Ｄ－Ｄ２，ＤＳ－Ｄ２，Ｄ－Ｄ２，ＤＳ－Ｄ２，Ｄ－Ｄ２，ＤＳ－Ｄ２，Ｄ－Ｄ２    

標準及び特殊コネクタ用ダブルプレート 

 

    DB-D2           DS-D2         D-D2 

 

 

 

 

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＭＪＰＴＭＪＰＴＭＪＰＴＭＪＰＴ    

ミニ・ジャック パス・スルー プレート 

 

 

用途： 

Ｄ－ＭＪＰＴは、ミニジャック（３．５ｍｍ、１/８”）入力または出力コネクター付き、Ｄｅｃｏｒａ®スタイルのウォールプレートです。フロントパネル

ジャックは、Ｄ－ＭＪＰＴの背面の第２ミニジャックに直接接続されています。パネルは、壁面またはＲＤＬ ＤＣ－１ Ｄｅｃｏｒａ®スタイルのカ

ウンターへの取り付けに最適です。ミニジャックのパス・スルーは、ジャックプレートとコンピューター、またはミニジャックを介して接続する

他のオーディオ製品との間にユーザーオーディオコネクションを提供するための、迅速なインストールを可能にします。標準モデル（Ｄ－Ｍ

ＪＰＴ）はＲＤＬ標準Ｗｈｉｔｅ/Ｇｒａｙフィニッシュです。ＤＳ－ＭＪＰＴは、ＲＤＬを通じてカスタムラベルが利用可能なステンレスで構成されていま

す。 

 



 

 

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＴＰＰ６ＡＴＰＰ６ＡＴＰＰ６ＡＴＰＰ６Ａ、ＤＳ－ＴＰＳ６Ａ、ＤＳ－ＴＰＳ６Ａ、ＤＳ－ＴＰＳ６Ａ、ＤＳ－ＴＰＳ６Ａ    

ビデオパス・スルー付Ｆｏｒｍａｔ―ＡのＤ－ＴＰＳ６Ａ 

 

                  D-TPP6A                                      DS-TPP6A 

 

特徴： 

・ Ｄ－ＴＰＳ６Ａまたは、ＤＳ－ＴＰＳ６Ａ Ｆｏｒｍａｔ－Ａオーディオ送信機 

・ 前面パネルのＲＣＡジャックによるビデオパス・スルー 

・ 背面のＲＣＡとＢＮＣジャックによるビデオパス・スルー 

・ ＲＤＬ®Ｗｈｉｔｅ/Ｇｒａｙが利用可能（Ｄ－ＴＰＰ６Ａ） 

・ ステンレスが利用可能（ＤＳ－ＴＰＰ６Ａ） 

 

 

 

    

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＴＰＰ７ＡＴＰＰ７ＡＴＰＰ７ＡＴＰＰ７Ａ、ＤＳ－ＴＰＰ７Ａ、ＤＳ－ＴＰＰ７Ａ、ＤＳ－ＴＰＰ７Ａ、ＤＳ－ＴＰＰ７Ａ    

モニターパス・スルー付Ｆｏｒｍａｔ―ＡのＤ－ＴＰＳ７Ａ 

 

 

特徴： 

・ Ｄ－ＴＰＳ７Ａまたは、ＤＳ－ＴＰＳ７Ａ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ オーディオ送信機 

・ ビデオモニターパス・スルー 

・ ＲＤＬ®Ｗｈｉｔｅ/Ｇｒａｙが利用可能（Ｄ－ＴＰＰ７Ａ） 

・ ステンレスが利用可能（ＤＳ－ＴＰＰ７Ａ） 

 



 

 

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－ＡＶＭＡＶＭＡＶＭＡＶＭ４４４４、、、、    ＤＳ－ＡＶＭ４ＤＳ－ＡＶＭ４ＤＳ－ＡＶＭ４ＤＳ－ＡＶＭ４    

オーディオ・ビデオモニタージャックパネル 

 

 

       D-AVM4                                    DS-AVM4 

 

特徴： 

・ ステレオ入力をステレオ出力 

・ ＲＣＡジャックとステレオミニジャックのステレオ入力 

・ ユーロ型ターミナルブロックのアンバランスオーディオ出力 

・ ビデオモニターパススルー・パネルコネクター 

・ ＲＤＬ®Ｗｈｉｔｅ/Ｇｒａｙが利用可能（Ｄ－ＡＶＭ４） 

・ ステンレスが利用可能（ＤＳ－ＡＶＭ４） 

 

用途：  

Ｄ/Ｓ－ＡＶＭ４は、コンピュータ、モニターやプロジェクターの用に壁掛けされたオーディオやビデオモニター入力または出力を必要とする

インストレーションに理想的な選択肢です。パネルは、通常オーディオ/ビデオ入力プレートとしてインストールされますが、出力ジャックパ

ネルとして使用されても良いでしょう。 

前面パネルには、パススルーのビデオモニターコネクタを備えています。ビデオの接続は、標準のＤＢ１５ビデオコネクタを使用し、前面と

背面にあります。 

前面パネルには、ステレオ民生用ラインレベルのオーディオソースを対象とした２つの金メッキフォノジャックと１つのステレオミニジャック

を備えています。信号入力は、フォノジャックまたはミニジャックのいずれかに接続されます。左右の信号入力は、ユーロ型ターミナルブロ

ックに供給されます。オーディオ信号はアンバランスされており、バランスのラインが必要とされない場合のショート配線を意図します。 

Ｄ／Ｓ－ＡＶＭＢ２は、会議室や教室などの小さな施設のモニターやプロジェクターに手軽にエンドユーザーのコンピュータの入力を提供す

るために理想的な選択肢です。 

 

 

仕様： 

オーディオ入力コネクター：  金メッキのＲＣＡジャック（左右）、３．５ｍｍ ＭＩＮＩジャック（ステレオ） 

ビデオ入力コネクター：   メスＤＢ１５ 

オーディオ出力コネクター：  ユーロ型ターミナルブロック（左右アンバランスオーディオ） 

ビデオ出力コネクター：   メスＤＢ１５（前面からのパススルー） 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  １０．４９×３．３×４．５７ 

取り付けボックス最小幅：  ０．３８ｃｍプラスインストーラーが提供するビデオコネクタの幅 

 



 

 

Ｄ－ＡＶＭＢ２、Ｄ－ＡＶＭＢ２、Ｄ－ＡＶＭＢ２、Ｄ－ＡＶＭＢ２、ＤＤＤＤＳＳＳＳ－－－－ＡＶＭＢ２ＡＶＭＢ２ＡＶＭＢ２ＡＶＭＢ２    

オーディオ・ビデオモニター ＢＮＣパネル 

 

 

           D-AVMB2                            DS-AVMB2 

 

特徴： 

・ ステレオ入力をステレオ出力 

・ ステレオミニジャックのステレオ入力 

・ ユーロ型ターミナルブロックのアンバランスオーディオ出力 

・ 標準ビデオコネクターのビデオモニターインプット 

・ 背面パネルのＢＮＣジャック ビデオ出力（Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｈ、Ｖ） 

・ ＢＮＣジャックは、シャシーグラウンドから絶縁 

・ ステンレスが利用可能「（ＤＳ－ＡＶＭＢ２） 

 

用途：  

Ｄ/ＤＳ－ＡＶＭＢ２は、コンピュータ、モニターやロジェクターの用に壁掛けされたオーディオややビデオモニター入力または出力を必要と

するインストレーションに理想的な選択肢です。パネルは、通常オーディオ/ビデオ入力プレートとしてインストールされますが、出力ジャッ

クパネルとして使用されても良いでしょう。 

前面パネルには、標準ビデオモニターのコネクターを備えています。ビデオコンポーネント、ビデオシンク、それぞれのグラウンドリターン

は、リアパネルにある５つのＢＮＣジャックへ送るために分離されています。ＢＮＣジャックは、パネルでのビデオグラウンドループが加わ

らず、適切なシグナルグランドが通過できるようモジュールのシャシーグラウンドから絶縁されています。 

前面パネルには、ステレオ民生用ラインレベルのオーディオソースを対象とした１つのステレオミニジャックを備えています。左右の信号入

力は、背面のユーロ型ターミナルブロックに供給されます。オーディオ信号はバランスのラインが必要とされない場所でのショート配線を意

図して、アンバランスされています。 

Ｄ/Ｓ－ＡＶＭＢ２は、会議室や教室などの小さな施設のモニターやプロジェクターに手軽にエンドユーザーのコンピュータの入力を提供す

るために理想的な選択肢です。 

 

 

仕様： 

オーディオ入力コネクター：  ３．５ｍｍ ＭＩＮＩジャック（ステレオ） 

ビデオ入力コネクター：   メスＤＢ１５ 

オーディオ出力コネクター（５）：  ＢＮＣ（Ｒ：赤・Ｇ：緑・Ｂ：青・Ｈ：水平シンク・Ｖ：垂直シンク） 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  １０．４９×４．３２×３．５６ 

取り付けボックス最小幅：  幅４．５７ｃｍ 

奥行０．３８ｃｍ プラスインストーラーが提供するＢＮＣコネクタの幅 

 



 

 

Ｄ－ＣＩＪ３Ｄ－ＣＩＪ３Ｄ－ＣＩＪ３Ｄ－ＣＩＪ３，，，，ＤＳ－ＣＩＪ３ＤＳ－ＣＩＪ３ＤＳ－ＣＩＪ３ＤＳ－ＣＩＪ３，，，，ＤＢ－ＣＩＪ３ＤＢ－ＣＩＪ３ＤＢ－ＣＩＪ３ＤＢ－ＣＩＪ３    

民生用入力ジャック  －モノラル 

   

 D-CIJ3                                   DS-CIJ3                    DB-CIJ3 

 

特徴： 

・ ステレオ入力をモノ出力 

・ ＲＣＡジャックとステレオミニジャックのステレオ入力 

・ ゲインなしでアンバランスとバランスを変換 

・ アンバランスライン入力のハムキャンセル 

・ １０ｋΩ機器の入力へランインレベル出力を供給 

・ ユーロ型ターミナルブロックによる出力 

・ モノバランスへステレオ入力をミックス 

・ ＲＤＬ Ｗｈｉｔｅ/Ｇｒａｙを採用（Ｄ－ＣＩＪ３） 

・ ステンレスを採用（ＤＳ－ＣＩＪ３） 

 

用途： 

Ｄ/Ｓ－ＣＩＪ３は、２つのアンバランス ラインレベルのオーディオソースをパッシブ合成し、モノバランス（アンバランス）オーディオラインへ

供給する事が必要なインストールで理想的な選択肢です。 

 

Ｄ/Ｓ－ＣＩＪ３は、完全なアンバランスのラインレベルのオーディオ入力モジュールです。前面パネルは、２つの金メッキフォノジャックとモノ

ラルまたはステレオの民生用レベルのソースを対象とした１つのステレオミニジャックを備えています。入力信号は、フォノジャックまたは、

ミニジャックに接続されます。左右の信号入力は合成され、誘導ハムを拒絶する様に構成されたオーディオトランスを介してバランスされま

す。モノ ラインレベル出力は、１０ｋΩまたはそれ以上の入力インピーダンスのラインレベルモジュールや機器の入力用に背面のユーロ

型ターミナルブロックから供給されます。 

 

 

仕様： 

入力コネクター：   金メッキのフォノジャック（左右）、３．５ｍｍＭＩＮＩジャック（ステレオ） 

周波数特性：   ５０Ｈｚから２０ＫＨｚ（±１ｄＢ）、３０Ｈｚから２０ＫＨｚ（±２ｄＢ） 

ＴＨＤ：    ０．２％以下（１ＫＨｚ） 

出力コネクター：   ユーロ型ターミナルブロック 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  １０．４９×４．３２×５．４７ 

取り付けボックス最小幅（幅×奥行ｃｍ）： ４．５７×４．４５ 

周辺動作環境：   ０℃～５５℃ 

 



 

 

Ｄ－ＣＩＪ３Ｄ－ＣＩＪ３Ｄ－ＣＩＪ３Ｄ－ＣＩＪ３DDDD，，，，ＤＳ－ＣＩＪ３ＤＤＳ－ＣＩＪ３ＤＤＳ－ＣＩＪ３ＤＤＳ－ＣＩＪ３Ｄ，，，，ＤＢ－ＣＩＪ３ＤＤＢ－ＣＩＪ３ＤＤＢ－ＣＩＪ３ＤＤＢ－ＣＩＪ３Ｄ    

民生用入力ジャック   －ステレオ 

 

   

              D-CIJ3D                            DS-CIJ3D                   DB-CIJ3D  

 

特徴： 

・ ステレオ入力をステレオ出力に 

・ ＲＣＡジャックとステレオミニジャックのステレオ入力 

・ ゲインなくアンバランスとバランスを変換 

・ アンバランスライン入力用のトランスによる絶縁 

・ アンバランスライン入力のハムキャンセル 

・ １０ｋΩ機器の入力へランインレベル出力を供給 

・ ユーロ型ターミナルブロックの出力接続 

・ モノバランスへステレオ入力を合成 

・ ＲＤＬ Ｗｈｉｔｅ/Ｇｒａｙを採用（Ｄ－ＣＩＪ３Ｄ） 

・ ステンレスを採用（ＤＳ－ＣＩＪ３Ｄ） 

 

用途： 

Ｄ/Ｓ－ＣＩＪ３Ｄはステレオバランス（アンバランス）オーディオラインにステレオアンバランス ラインレベルのオーディオソースを供給する

必要があるインストールに理想的な選択肢です。 

Ｄ/Ｓ－ＣＩＪ３Ｄは、完全なアンバランスのラインレベルのオーディオ入力モジュールです。前面パネルは、２つの金メッキフォノジャックとモ

ノまたはステレオの民生用レベルのソースを対象とした１つのステレオミニジャックを備えています。入力信号は、フォノジャックまたは、ミ

ニジャックに接続されます。信号入力は、誘導ハムを拒絶する様に構成されたオーディオトランスを介してバランスされます。ステレオライ

ンレベル出力は、１０ｋΩまたはそれ以上の入力インピーダンスのラインレベルモジュールや機器の入力用に背面のユーロ型ターミナルブ

ロックから供給されます。 

 

 

仕様： 

入力コネクター（３）：   金メッキのフォノジャック（左右）、３．５ｍｍＭＩＮＩジャック（ステレオ） 

周波数特性：   ５０Ｈｚから２０ＫＨｚ（±１ｄＢ）、３０Ｈｚから２０ＫＨｚ（±２ｄＢ） 

ＴＨＤ：    ０．２％以下（１ＫＨｚ） 

出力コネクター：   ユーロ型ターミナルブロック 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  １０．４９×４．３２×５．４７ 

取り付けボックス最小幅（幅×奥行ｃｍ）： ４．５７×４．４５ 

クロストーク：   －８０ｄＢ以下（１ＫＨｚ）、－６０ｄＢ以下（１０Ｈｚから２０ＫＨｚ） 

周辺動作環境：   ０℃～５５℃ 



 

 

Ｄ－ＣＶＭＢ２Ｄ－ＣＶＭＢ２Ｄ－ＣＶＭＢ２Ｄ－ＣＶＭＢ２、ＤＳ－ＣＶＭＢ２、ＤＳ－ＣＶＭＢ２、ＤＳ－ＣＶＭＢ２、ＤＳ－ＣＶＭＢ２    

コンポジットビデオ／ビデオモニターコネクションプレート 

 

      D-CVMB2                              DS-CVMB2 

特徴： 

・ コンポジットビデオとビデオモニターの入力パネル 

・ ＲＣＡジャックのコンポジットビデオ入力 

・ ユーロ型ターミナルブロックのコンポジットビデオ出力 

・ 標準ビデオ１５ＨＤメスコネクタのビデオモニター入力 

・ ＢＮＣジャックの背面パネル ビデオ出力（Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｈ、Ｖ） 

・ ＢＮＣジャックは、シャシーグラウンドと絶縁 

・ ＲＤＬ®Ｗｈｉｔｅ/Ｇｒａｙとステンレスが利用可能 

 

用途： 

Ｄ/Ｓ－ＣＶＭＢ２は、壁掛けのＨＤ１５モニターとコンポジットＲＣＡジャック接続による入力または出力を必要とするインストールで理想的な

選択肢です。パネルは、通常入力プレートとしてインストールされますが、出力ジャックパネルとして使用されても良いでしょう。 

前面パネルには、標準のビデオモニタコネクタを備えています。ビデオコンポーネント、ビデオシンク、それぞれのグラウンドリターンは、

背面パネルにある５つのＢＮＣジャックへ送るために絶縁されています。 

 

ＢＮＣジャックは、パネルでのビデオグラウンドループが加わらず、適切なシグナルグランドが通過できるようモジュールのシャシーグラウ

ンドから絶縁されています。前面パネルには、コンポジットビデオソースを対象としＲＣＡジャックを備えています。ビデオ信号は背面のユ

ーロ型ターミナルブロックに供給されます。 

 

Ｄ/Ｓ－ＣＶＭＢ２は、会議室、教室のプロジェクターやビデオモニターに、コンピュータまたはコンポジットビデオソースを接続するための理

想的な選択肢です。 

 

仕様： 

コンポジットビデオ入力コネクター：  ＲＣＡジャック 

ビデオモニター入力コネクター：  メスＨＤ１５ 

コンポジットビデオ出力コネクター：  ユーロ型ターミナルブロック 

ビデオモニター出力コネクター：  ＢＮＣ（Ｒ：赤Ｇ：緑・Ｂ：青・Ｈ：水平シンク・Ｖ：垂直シンク） 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  １０．４９×４．３２×３．５６ 

取り付けボックス最小幅：  幅４．５７ｃｍ 

奥行０．３８ｃｍプラスプラスインストーラーが提供するＢＮＣコネクタの幅 



 

 

Ｄ－ＲＧＢ１Ｄ－ＲＧＢ１Ｄ－ＲＧＢ１Ｄ－ＲＧＢ１、ＤＳ－ＲＧＢ１、ＤＳ－ＲＧＢ１、ＤＳ－ＲＧＢ１、ＤＳ－ＲＧＢ１    

コンポーネントビデオＲＧＢコネクションプレート 

 

              D-RGB1                              DS-RGB1 

 

特徴： 

・ コンポーネントビデオ入力または出力パネル 

・ ＲＣＡジャックのＲＧＢビデオ入力 

・ ユーロ型ターミナルブロックのビデオ出力 

・ ＲＤＬ®Ｗｈｉｔｅ/Ｇｒａｙが利用可能 

・ ステンレスが利用可能 

 

 

用途： 

Ｄ/Ｓ－ＲＧＢ１は、壁掛けのコンポーネントビデオ入力または出力を必要とするインストールで理想的な選択肢です。パネルは、通常入力

プレートとしてインストールされますが、出力ジャックパネルとして使用されても良いでしょう。 

前面パネルには、コンポーネネント・ビデオソースを対象とした３つのＲＣＡジャックを備えています。ビデオ信号は、背面のユーロ型ターミ

ナルブロックから供給されます。 

Ｄ/Ｓ－ＲＧＢ１は、会議室、教室のプロジェクターや、他のＡ／Ｖシステムのビデオモニターへコンポーネントビデオソースを接続するため

の理想的な選択肢です。 

 

 

仕様： 

コンポーネントビデオ入力コネクター（３）：  ＲＣＡ、ＲＧＢ 

コンポーネントビデオ出力コネクター：  ユーロ型ターミナルブロック 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：   １０．４９×３．３×２．５４ 

取り付けボックス最小幅（幅×奥行ｃｍ）：  ４．５７×３．１８ 

 

 

 

 

 

Ｄ－Ａ２Ｄ－Ａ２Ｄ－Ａ２Ｄ－Ａ２、ＤＳ－Ａ２、ＤＢ－Ａ２、ＤＳ－Ａ２、ＤＢ－Ａ２、ＤＳ－Ａ２、ＤＢ－Ａ２、ＤＳ－Ａ２、ＤＢ－Ａ２    

ライン入力アセンブリ 

     

             D-A2                                DS-A2                        DB-A2 

 



 

 

Ｄ－Ｊ１Ｄ－Ｊ１Ｄ－Ｊ１Ｄ－Ｊ１，ＤＳ－Ｊ１，ＤＢ－Ｊ１，ＤＳ－Ｊ１，ＤＢ－Ｊ１，ＤＳ－Ｊ１，ＤＢ－Ｊ１，ＤＳ－Ｊ１，ＤＢ－Ｊ１    

マイクロフォン入力アセンブリ 

 

              

   D-J1            DS-J1           DB-J1 

 

特徴： 

・ 壁掛け・マイク入力パネル 

・ 金メッキのＸＬＲマイク入力 

・ バリアブロック配線の接続 

・ バリアブロック状のＧｒｏｕｎｄ－Ｌｉｆｔ端子 

 

用途： 

Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ-Ｊ１は、完全なマイク入力パネルアセンブリです。前面パネルＸＬＲ(メス)ジャックの接続は、背面バリアブロックに設けられて

います。用意されている４つのジャック：ＣＡＳＥ ＧＲＯＵＮＤ、ＳＨＩＥＬＤ (ＸＬＲ ｐｉｎ１), + （ＸＬＲ ｐｉｎ２) and - (ＸＬＲ ｐｉｎ３)。必要に応じて、

インストーラーはシールド接続とＣＡＳＥ GROUND 間にジャンパーを取り付ける事が出来ます。Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ-Ｊ１の背面は、容易なインス

トールのための明確なラベルの付いた金属製エンクロージャーで仕上げられています。 

 

Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ-Ｊ１は、キャビネットまたは米国または万国の壁にフィットする様にＲＤＬから入手可能なバックボックスに直接適合します。（Ｒ

ＤＬ®ＷＢ－１Ｕ）これらは、キャビネットまたは米国で最も標準的なシングルギャング電気ボックスに直接取り付けてもよいでしょう。 

 

 

仕様： 

入力コネクター：   金メッキＸＬＲメスコネクター 

出力コネクター：   バリアブロック 

出力接続：    ケースグラウンド 

シールド（ＸＬＲ ｐｉｎ１）、 +（ＸＬＲ ｐｉｎ２）、-（ＸＬＲ ｐｉｎ３） 

電源要求：    パッシブ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  １０．４９×４．３２×５．４７ 

取り付けボックス（幅×奥行ｃｍ）：  ４．５７×４．４５ 



 

 

 

 

 

 

特徴： 

・ 壁掛け・民生用レベル出力 

・ モノソースをシングルまたはデュアル出力 

・ 金メッキフォノジャック出力 

・ ライン出力用のトランスによる絶縁 

・ バランスライン入力をアンバランスオーディオ出力 

・ リバース信号の高減衰 

・ ＲＤＬ®ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザイン（ＲＣＸ－Ａ２） 

 

 

 

用途： 

Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ-Ａ２は、バランス・ラインレベルのオーディオソースから、１系統または２系統のアンバランス民生用レベルオーディオ出力を

供給するパッシブ・オーディオ出力アセンブリです。このアセンブリは、他の機器に同時に出力が供給されていても、任意のＲＤＬ製品の+４

ｄＢｕのラインレベル出力に接続することが出来ます。 

 

ユーザーが誤ってＤ/ＤＳ/ＲＣＸ-Ａ２に民生レベルソースを供給しても、Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ-Ａ２の回路設計は、高度な音声分離を提供します。リ

バース信号の減衰は、ほとんどの設置において十分です。必要に応じてアクティブＲＤＬモジュールにより完全に分離できます。 

Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ-Ａ２の出力端子は、トランスによりバランスライン入力から隔離されており、入力のシールドは誘導ハムの可能性を低減する

ために、ＣＡＳＥ ＧＲＡＮＤから絶縁されています。Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ-Ａ２は、オーディオ入力パネルとして意図されていません。Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ-

Ｊ１は、キャビネットまたは米国または万国の壁にフィットする様にＲＤＬから入手可能なバックボックスに直接適合します。（ＲＤＬ®ＷＢ－１

Ｕ）これらは、キャビネットまたは米国で最も標準的なシングルギャング電気ボックスに直接取り付けてもよいでしょう。 

 

 

ＲＣＸ－Ａ２ＲＣＸ－Ａ２ＲＣＸ－Ａ２ＲＣＸ－Ａ２    

デュアルＲＣＡ出力ウォールプレートアセンブリ   －ターミナルブロック 

ＲＣＸ－Ａ２ＮＲＣＸ－Ａ２ＮＲＣＸ－Ａ２ＮＲＣＸ－Ａ２Ｎ    

デュアルＲＣＡ出力ウォールプレートアセンブリ   －ターミナルブロック   －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

 

ＲＣＸ－Ａ２ＳＲＣＸ－Ａ２ＳＲＣＸ－Ａ２ＳＲＣＸ－Ａ２Ｓ    

デュアルＲＣＡ出力ウォールプレートアセンブリ   －ターミナルブロック   －ステンレス 



 

 

ＲＣＸ－Ａ２  

 

仕様： 

入力レベル：   ノミナル+４ｄＢＶ 

入力コネクター：   フルサイズバリアブロック 

入力インピーダンス：   バランス・ブリッジ１０ＫΩ、モノラル 

出力コネクター：   金メッキのＲＣＡフォノジャック 

入力接続：    ケースグラウンド、シールド+、- 

周波数特性：   ５０Ｈｚから２０ＫＨｚ（±１ｄＢ） 

減衰信号-リバースパス：  -５０ｄＢ以下（＠１５０Ωバランスソース出力、+４ｄＢｕリファレンス、 

-１０ｄＢＶの信号で出力ジャックへインジェクト） 

電源要求：    パッシブ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  １０．４９×４．３２×５．４７ 

取り付けボックス（幅×奥行ｃｍ）：  ４．５７×４．４５ 

 



 

 

 

 

 

特徴： 

・ 壁掛け・マイクロフォン入力パネル 

・ 金接点のＸＬＲマイクロフォン入力 

・ バリアブロック配線の接続 

・ バリアブロック状のＧｒｏｕｎｄ－Ｌｉｆｔ端子 

・ ＲＤＬ®ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザイン（ＲＣＸ－Ｊ１） 

 

用途： 

ＲＣＸ－Ｊ１は、ＲＤＬから提供されるＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザインのオーディオ入力アッセンブリです。オール金属製エンクロージャー、商業

環境で多く見られる魅力的な装飾によく合う様コーディネートされた２つのナチュラルカラーで仕上げられています。ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™製品

は、耐久性、寿命、および有用性を兼ね備えた、プロのスタイリングにおける究極を要求するインストールを対象としています。 

 

ＲＣＸ－Ｊ１は、完全なマイクロフォン入力パネルアセンブリです。前面パネルＸＬＲ(メス)ジャックの接続は、背面バリアブロックに設けられ

ています。用意されている４つのジャック：ＣＡＳＥ ＧＲＯＵＮＤ、ＳＨＩＥＬＤ (ＸＬＲ ｐｉｎ１)、 +（ＸＬＲ ｐｉｎ２) and -(ＸＬＲ ｐｉｎ３)。必要に応じて、

インストーラーはシールド接続とＣＡＳＥ GROUND 間にジャンパーを取り付ける事が出来ます。ＲＣＸ-Ｊ１の背面は、容易なインストールの

ための明確なラベルの付いた金属製エンクロージャーで仕上げられています。 

 

ＲＣＸ-Ｊ１は、キャビネットまたは米国または万国の壁にフィットする様にＲＤＬ®から入手可能なバックボックスに直接適合します。（ＲＤＬ®

ＷＢ－１Ｕ）これらは、キャビネットまたは米国で最も標準的なシングルギャング電気ボックスに直接取り付けてもよいでしょう。 

 

ＲＣＸ－Ｊ１ＲＣＸ－Ｊ１ＲＣＸ－Ｊ１ＲＣＸ－Ｊ１    

ＸＬＲマイクロフォン入力ウォールプレート  －ターミナルブロック    

 

ＲＣＸ－Ｊ１ＳＲＣＸ－Ｊ１ＳＲＣＸ－Ｊ１ＳＲＣＸ－Ｊ１Ｓ    

ＸＬＲマイクロフォン入力ウォールプレート  －ターミナルブロック   －ステンレス 

 

ＲＣＸ－Ｊ１ＮＲＣＸ－Ｊ１ＮＲＣＸ－Ｊ１ＮＲＣＸ－Ｊ１Ｎ    

ＸＬＲマイクロフォン入力ウォールプレート  －ターミナルブロック   －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

 



 

 

ＲＣＸ－Ｊ１ 

 

 

仕様： 

入力コネクター：   金メッキＸＬＲメスコネクター 

出力コネクター：   バリアブロック 

出力接続：    ケースグラウンド 

シールド（ＸＬＲ ｐｉｎ１）、 +（ＸＬＲ ｐｉｎ２）、 -（ＸＬＲ ｐｉｎ３） 

電源要求：    パッシブ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  １０．４９×４．３２×５．４７ 

取り付けボックス（幅×奥行ｃｍ）：  ４．５７×４．４５ 



 

 

Ｄ－Ｊ２Ｄ－Ｊ２Ｄ－Ｊ２Ｄ－Ｊ２，ＤＳ－Ｊ２，ＤＢ－Ｊ２，ＤＳ－Ｊ２，ＤＢ－Ｊ２，ＤＳ－Ｊ２，ＤＢ－Ｊ２，ＤＳ－Ｊ２，ＤＢ－Ｊ２    

ライン入力アセンブリ 

 

      

                 D-J2                        DS-J2                DB-J2 

 

特徴： 

・ 壁掛けラインレベルオーディオ入力パネル 

・ 金メッキＲＣＡフォノジャック 

・ アンバランス・ライン入力のハムキャンセル 

・ アンバランス・ライン入力用のトランスによる絶縁 

・ アンバランス・ライン入力用のバランス出力 

 

用途： 

Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ－Ｊ２は、完全アンバランス音声入力パネルアセンブリです。前面パネルには、モノラルまたはステレオの民生レベルソース

を対象とした２つのフォノジャックを備えています。ＬＥＦＴとＲＩＧＨＴは合成され、誘導されたハムを拒否するように構成されたオーディオトラ

ンスを経由してバランスされます。バランス ラインレベル出力は、１０ｋΩまたはそれ以上のインピーダンスのラインレベルモジュールま

たは機器の入力に接続するために背面パネルのターミナルブロックに設けられています。Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ－Ｊ２の背面は、容易なインストー

ルのための明確なラベルの付いた金属製エンクロージャーで仕上げられています。 

 

Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ－Ｊ２は、キャビネットまたは米国または万国の壁にフィットする様にＲＤＬから入手可能なバックボックスに直接適合します。

（ＲＤＬ ＷＢ－１Ｕ）これらは、キャビネットまたは米国で最も標準的なシングルギャング電気ボックスに直接取り付けてもよいでしょう。 

 

仕様： 

入力コネクター（２）：    金メッキ RCA フォノジャックコネクター 

出力コネクター：    ターミナルブロック 

出力接続：     ＋、－シールド 

周波数特性：    ３０Ｈｚから２０ＫＨｚ（±１ｄＢ） 

電源要求：     パッシブ 

オーバーレール寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  １２．４×８．６１×３．２８ 

背面ビボックス取り付け（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  ６．９３×４．５７×３．８１ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：   １０．４９×４．３２×５．４７ 

取り付けボックス（幅×奥行ｃｍ）：   ４．５７×４．４５ 

 



 

 

Ｄ－Ｊ３Ｄ－Ｊ３Ｄ－Ｊ３Ｄ－Ｊ３，ＤＳ－Ｊ３，ＤＢ－Ｊ３，ＤＳ－Ｊ３，ＤＢ－Ｊ３，ＤＳ－Ｊ３，ＤＢ－Ｊ３，ＤＳ－Ｊ３，ＤＢ－Ｊ３    

マイク/ラインインプットアセンブリ 

 

    

                D-J3                                DS-J3                      DB-J3 

 

特徴： 

・ 壁掛けオーディオ入力パネル 

・ 金メッキＸＬＲマイク入力 

・ 金メッキ ＲＣＡフォノジャック 

・ アンバランス・ライン入力のハムキャンセル 

・ アンバランス・ライン入力用のトランスによる絶縁 

・ アンバランスのモノまたはステレオライン入力用のバランスモノ出力 

 

用途： 

Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ－Ｊ３は、完全な音声入力パネルアセンブリです。前面パネルには、ＸＬＲ（メス）端子と２つのフォノ端子を備えています。ＸＬＲ

は、背面のバリアブロックに直接接続されています。フォノジャックは、モノラルまたはステレオの民生レベルソースを対象としています。Ｌ

ＥＦＴとＲＩＧＨＴは合成され、誘導されたハムを拒絶するように構成されたオーディオトランスを経由してバランスされます。ラインレベル出

力は、１０ｋΩまたはそれ以上のインピーダンスのラインレベルモジュールまたは機器の入力に接続するために背面パネルのターミナル

ブロックに設けられています。 

 

Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ－Ｊ３の背面は、容易なインストールのための明確なラベルの付いた金属製エンクロージャーで仕上げられています。 

Ｄ/ＤＳ/ＲＣＸ－Ｊ３は、キャビネットまたは米国または万国の壁にフィットする様にＲＤＬから入手可能なバックボックスに直接適合します。

（ＲＤＬ ＷＢ－1Ｕ）これらは、キャビネットまたは米国で最も標準的なシングルギャング電気ボックスに直接取り付けてもよいでしょう。 

 

仕様： 

入力コネクター：   金メッキＸＬＲメスコネクター（１）；金メッキ ＲＣＡフォノジャック（２） 

出力コネクター：   ターミナルブロック 

出力接続（５）：   ライン：＋、－、シールド 

マイク：シールド（ＸＬＲ ｐｉｎ １）、 + （ＸＬＲ ｐｉｎ ２）, - （ＸＬＲ ｐｉｎ ３） 

周波数特性：   ３０Ｈｚから２０ＫＨｚ（±１ｄＢ） 

電源要求：    パッシブ 

寸法：    １０．４９×４．３２×５．４７ 

取り付けボックス（幅×奥行cm）：  ４．５７×４．４５ 



 

 

 

 

 

特徴： 

・ 壁掛けラインレベルオーディオ入力パネル 

・ 金メッキＲＣＡフォノジャック 

・ アンバランス・ライン入力のハムキャンセル 

・ アンバランス・ライン入力用のトランスによるアイソレーション 

・ アンバランス・ライン入力用のバランス出力 

・ ＲＤＬ®ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザイン 

 

用途： 

ＲＣＸ－Ｊ２は、完全なアンバランス音声入力パネルアセンブリです。 

前面パネルには、モノラルまたはステレオの民生レベルソースを対象とした２つのフォノジャックを備えています。 

ＬＥＦＴとＲＩＧＨＴは合成され、誘導されたハムを拒否するように構成されたオーディオトランスを経由してバランスされます。バランス・ライ

ンレベル出力は、１０ｋΩまたはそれ以上のインピーダンスのラインレベルモジュールまたは機器の入力に接続するために背面パネルの

ターミナルブロックに設けられています。 

ＲＣＸ－Ｊ２の背面は、容易なインストールのための明確なラベルの付いた金属製筐体で仕上げられています。ＲＣＸ－Ｊ２は、キャビネット

または米国または万国の壁にフィットする様にＲＤＬから入手可能なバックボックスに直接適合します。（ＲＤＬ®ＷＢ－１Ｕ）これらは、キャビ

ネットまたは米国で最も標準的なシングルギャング電気ボックスに直接取り付けてもよいでしょう。 

 

 

 

ＲＣＸ－Ｊ２ＲＣＸ－Ｊ２ＲＣＸ－Ｊ２ＲＣＸ－Ｊ２    

デュアルＲＣＡ入力ウォールプレート・アセンブリ   －ターミナルブロック 

ＲＣＸ－Ｊ２ＮＲＣＸ－Ｊ２ＮＲＣＸ－Ｊ２ＮＲＣＸ－Ｊ２Ｎ    

デュアルＲＣＡ入力ウォールプレート・アセンブリ   －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

 

ＲＣＸ－Ｊ２ＲＣＸ－Ｊ２ＲＣＸ－Ｊ２ＲＣＸ－Ｊ２SSSS    

デュアルＲＣＡ入力ウォールプレート・アセンブリ   －ステンレス 

 



 

 

ＲＣＸ－Ｊ２ 

 

 

仕様： 

入力コネクタ（２）：   金メッキＲＣＡフォノジャックコネクタ 

出力コネクタ：   ターミナルブロック 

出力接続：    +、-シールド 

周波数特性：   ３０Ｈｚから２０ＫＨｚ（±１ｄＢ） 

電源仕様：    パッシブ 

オーバーレール寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １２．４×８．６１×３．２８ 

背面ボックス取り付け：   ６．９３×４．５７×３．８１ 

寸法：    １０．４９×４．３２×５．４７ 

取り付けボックス（幅×奥行ｃｍ）：  ４．５７×４．４５ 

 



 

 

 

 

 

特徴： 

・ 壁掛けオーディオ入力パネル 

・ 金メッキＸＬＲマイクロフォン入力 

・ 金メッキフォノジャックライン入力 

・ アンバランス・ライン入力のハムキャンセル 

・ アンバランス・ライン入力用のトランス絶縁 

・ アンバランス・ライン入力用のバランス出力 

・ ＲＤＬ®ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザイン 

 

用途： 

ＲＣＸ－Ｊ３は、完全な音声入力パネルアセンブリです。前面パネルには、メスＸＬＲジャックとフォノジャックが２個備わっています。ＸＬＲは

直接背面パネルのバリアブロックに接続します。モノラルまたはステレオの民生レベルソースを対象とした２つのフォノジャックも備わって

います。 

ＬＥＦＴとＲＩＧＨＴは合成され、誘導されたハムを拒否するように構成されたオーディオトランスを経由してバランスされます。ラインレベル出

力は、１０ｋΩまたはそれ以上のインピーダンスのラインレベルモジュールまたは機器の入力に接続するために背面パネルのターミナル

ブロックに設けられています。 

ＲＣＸ－Ｊ３の背面には、容易なインストールのための明確なラベルの付いた金属製エンクロージャーで仕上げられています。 

 

ＲＣＸ－Ｊ３は、キャビネットまたは米国または万国の壁にフィットする様にＲＤＬ®から入手可能なバックボックスに直接適合します（ＲＤＬ®

ＷＢ－１Ｕ）。これらは、キャビネットまたは米国で最も標準的なシングルギャング電気ボックスに直接取り付けてもよいでしょう。 

ＲＣＸ－Ｊ３ＲＣＸ－Ｊ３ＲＣＸ－Ｊ３ＲＣＸ－Ｊ３    

ＸＬＲマイクロフォン＆デュアルＲＣＡ入力ウォールプレートアセンブリ   －ターミナルブロック 

ＲＣＸ－Ｊ３ＮＲＣＸ－Ｊ３ＮＲＣＸ－Ｊ３ＮＲＣＸ－Ｊ３Ｎ    

ＸＬＲマイクロフォン＆デュアルＲＣＡ入力ウォールプレートアセンブリ   －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

 

ＲＣＸ－Ｊ３ＲＣＸ－Ｊ３ＲＣＸ－Ｊ３ＲＣＸ－Ｊ３SSSS    

ＸＬＲマイクロフォン＆デュアルＲＣＡ入力ウォールプレートアセンブリ   －ステンレス 

 



 

 

ＲＣＸ－Ｊ３ 

 

 

 

仕様： 

入力コネクタ（２）：   金メッキのＸＬＲメス（１）、金メッキフォノジャック（２） 

出力コネクタ：   ターミナルブロック 

出力接続：    バランスライン：+、-シールド 

    マイク：シールド（ＸＬＲ ｐｉｎ１）、+（ＸＬＲ ｐｉｎ2）、-（ＸＬＲ ｐｉｎ３） 

周波数特性（ラインイン）：  ３０Ｈｚから２０ＫＨｚ（±１ｄＢ） 

電源仕様：    パッシブ 

オーバーレール寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １２．４×８．６１×３．２８ 

背面ビボックス取り付け：  ６．９３×４．５７×３．８１ 

寸法：    １０．４９×４．３２×５．４７ 

取り付けボックス（幅×奥行ｃｍ）：  ４．５７×４．４５ 

周辺動作環境：   ０℃～５５℃ 

 

 



 

 

Ｄ－ＥＣＲＤ－ＥＣＲＤ－ＥＣＲＤ－ＥＣＲ1111、ＤＳ－ＥＣＲ１、ＤＳ－ＥＣＲ１、ＤＳ－ＥＣＲ１、ＤＳ－ＥＣＲ１    

電源Ｏｎ／Ｏｆｆリモートコントロール 

 

 

D-ECR1                              DS-ECR1 

 

 

特徴： 

・ システム電源Ｏｎ／Ｏｆｆリモートコントロールパネル 

・ プッシュボタンは、パワーオンとオフ/スタンバイを切り替え 

・ ＬＥＤ電源インジケーターは、モードをカラーで表示 

・ 青ＬＥＤ：システム電源アクティブ 

・ 黄ＬＥＤ：スタンバイ（システム電源オフ） 

・ 赤ＬＥＤ：電源オフ・自動パワーオン無効 

・ 赤ＬＥＤ点滅:：エマージェンシーオーバーライド 

・ ＲＪ４５パワーのパワーコントロールにより、モジュールをダイレクトにコントロール 

・ コントローラーの接続は、Ｔｗｉｓｔｅｄ－Ｐａｉｒ配線を使用 

・ 標準ＲＤＬホワイトが利用可能（Ｄ－ＥＣＲ１） 

・ ステンレスが利用可能ｓ（ＤＳ－ＥＣＲ１） 

 

用途： 

Ｄ/ＤＳ-ＥＣＲ１とＤ/ＤＳ-ＥＣＲＬは、A／ V システムに電源オンとオフを供給する壁掛けのリモートコントロールです。 

これらのコントロールは、ＲＪ４５コントロールジャック（緑）を備えているＦＰ－ＥＣＣ１（省エネルギーコントローラー）などの様なＲＤＬ製品に

直接接続可能です。 

Ｄ/ＤＳ－ＥＣＲ１には、電源コントロールの為のプッシュボタンとＬＥＤ電源ステータスインジケーターが提供されています。関連したシステ

ムのパワーがスタンバイモードの時、インジケーターは黄色で点灯します。ソフトパワーボタンを押すと、システムは電源オンになります。

システムのパワーがオンになると、インジケーターは青色に点灯します。 

電源がオンの時、ボタンを押すとシステムは、スタンバイに戻ります。 

ホストコントローラーが完全な電源オフが出来るようにセットされている場合は、３秒間、ボタンを押すと、システムがスタンバイから、オフ

になります。システムは、ボタンが再び押されスタンバイになるまで、オフのままになります。 

Ｄ－ＥＣＲ１は、標準のＲＤＬホワイト前面パネルが特徴です。ＤＳ－ＥＣＲ１は、カスタムレタリング可能なステンレスで提供されます。これ

らの仕上げは、マルチコントロールの視覚的に魅力あるインストレーションのため、その他のＲＤＬリモートセレクターとジャックプレートマッ

チします。 

 

 

仕様： 

電源ボタン：   モメンタリ 

インジケーター：  赤；電源オフ、黄；スタンバイ、青；電源オン 

取り付け：   標準米国式電気ボックス、ＲＤＬ®ＷＢ－またはＳＭＢシリーズボックス；カバープレートは別々に 

利用可能 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４×４．３３×１．４４ 

 



 

 

Ｄ－ＥＣＲＤ－ＥＣＲＤ－ＥＣＲＤ－ＥＣＲ1111Ｌ、Ｌ、Ｌ、Ｌ、    ＤＳ－ＥＣＲ１ＬＤＳ－ＥＣＲ１ＬＤＳ－ＥＣＲ１ＬＤＳ－ＥＣＲ１Ｌ    

電源Ｏｎ／Ｏｆｆレベルリモートコントロール 

 

  

              D-ECR1L                              DS-ECR1L 

 

特徴： 

・ システム電源Ｏｎ／Ｏｆｆリモートコントロールパネル 

・ コントローラーにて０～１０Ｖｄｃのレベルコントロールを提供 

・ プッシュボタンは、パワーオンとオフ/スタンバイを切り替え 

・ ＬＥＤ電源インジケーターは、モードをカラーで表示 

・ 青ＬＥＤ：システム電源アクティブ 

・ 黄ＬＥＤ：スタンバイ（システム電源オフ） 

・ 赤ＬＥＤ：電源オフ・自動パワーオン無効 

・ 赤ＬＥＤ点滅:：エマージェンシーオーバーライド 

・ ＲＪ４５パワーのパワーコントロールにより、モジュールをダイレクトにコントロール 

・ コントローラーの接続は、Ｔｗｉｓｔｅｄ－Ｐａｉｒ配線を使用 

・ 標準ＲＤＬホワイトが利用可能（Ｄ－ＥＣＲ１Ｌ） 

・ ステンレスが利用可能ｓ（ＤＳ－ＥＣＲ１Ｌ） 

 

用途： 

Ｄ－ＥＣＲ１ＬとＤＳ－ＥＣＲ１Ｌは、Ａ／Ｖシステムに電源オンとオフを供給する壁掛けのリモートコントロールです。これらのコントロールは、

ＲＪ４５コントロールジャック（緑）を備えているＦＰ－ＥＣＣ１（省エネルギーコントローラー）などの様なＲＤＬ製品に直接接続可能です。Ｄ／

ＤＳ－ＥＣＲ１Ｌは、電源コントロールの為のプッシュボタンとＬＥＤ電源ステータスインジケーターが提供されています。関連したシステムの

パワーがスタンバイモードの時、インジケーターは黄色で点灯します。ソフトパワーボタンを押すと、システムは電源オンになります。シス

テムのパワーがオンになると、インジケーターは青色で点灯します。電源がオンの時、ボタンを押すとシステムは、スタンバイに戻ります。

ホストコントローラーが完全な電源オフが出来るようにセットされている場合は、３秒間、ボタンを押すと、システムがスタンバイから、オフ

になります。システムは、ボタンが再び押されスタンバイになるまで、オフのままになります。 

Ｄ／ＤＳ－ＥＣＲ１Ｌは、ホスト·コントローラーを介して０～１０Ｖ ＶＣＡリニア制御電圧を供給するシングルターンのレベルを含んでいます。

このコントロールは通常Ａ／Ｖシステムのマスターオーディオボリューム調整に使用されます。両方のリモートコントロールはＲＪ４５コネク

タで終端されたツイストペアケーブルを介して、ホストコントローラーと接続します。 

Ｄ－ＥＣＲ１は、標準のＲＤＬホワイト前面パネルが特徴です。ＤＳ－ＥＣＲ１は、カスタムレタリング可能なステンレスで提供されます。これ

らの仕上げは、マルチコントロールの視覚的に魅力あるインストレーションのため、その他のＲＤＬ®リモートセレクターとジャックプレートマ

ッチします。 

 

 

仕様： 

レベルコントロール：  コントローラーにて０～１０Ｖｄｃ、リニア、シングルターン  

電源ボタン：   モメンタリ 

インジケーター：  赤；電源オフ、黄；スタンバイ、青；電源オン 

取り付け：   標準米国式電気ボックス、ＲＤＬ®ＷＢ－またはＳＭＢシリーズボックス；カバープレートは別売 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４×４．３３×５（ノブを除外した場合３．７） 



 

 

Ｄ－ＲＣ２Ｄ－ＲＣ２Ｄ－ＲＣ２Ｄ－ＲＣ２，，，，    ＤＳ－ＲＣ２ＤＳ－ＲＣ２ＤＳ－ＲＣ２ＤＳ－ＲＣ２    

リモートオーディオミキシングコントロール － 

 

 

 

特徴： 

・ ２つのチャネルのリモートオーディオミキシングコントロール·パネル 

・ シングルターンのロータリーコントロール 

・ １ロケーションで制御 

・ RDL ホワイト/グレーまたはステンレス 

・ RJ４５リモコンポートによるＲＤＬミキサーの•ダイレクトコントロール 

・ ミキサーとの標準ツイストペア相互接続 

 

用途： 

D－ＲＣタイプのリモートオーディオミキシングコントロールは、２つまたは３つのソースに対し、ユーザーがアクセス可能なボリュームノブ

を提供します。各コントロールはレベルコントロールのみ、またはレベルコントロールと各チャンネルのミュートボタンをもつコントロールが

利用可能です。これらファンクションは、リモートロケーションとの間で音声を送受信することなく、ミキサーとして正確に機能します。 

 

背面パネルのＲＪ４５ジャックは、リモートコントロールとＲＤＬリモートコントロールコンミキサー間で標準ツイストペア配線の接続を提供しま

す。ケーブルは、ノブの位置とミューティング状態のデータを送信します。ミキサーのレベルを設定にはＶＣＡ技術を使用しているため、す

べてのオーディオ信号はミキサーにあります。長寿命１０Ωのポテンショメータが、VCA 電圧を設定するための制御に用いられます。ミュ

ート付きモデルは、ミキサー·の各チャンネルのオーディオを交互にＭｕｔｅ／Ｕｎｍｕｔｅするミュートボタンが用意されています。 ＬＥＤ ＭＵＴ

Ｅインジケーターは、信号がミュートされたときに赤色に点灯し、音声チャンネルがアクティブなときに緑色に変わります。 

 

各モデルは、標準 RDL ホワイトまたはステンレスが用意されています。またこれらはカスタムレタリングが利用可能です。これらの仕上げ

は、マルチコントロールの視覚的に魅力あるインストレーションのため、その他のＲＤＬリモートセレクターとジャックプレートマッチします。 

ミュートボタン、インプットランプは D―ＲＣ２Ｍ、Ｄ－ＲＣ３M のみで使用可能です。 

 

 

仕様： 

互換性：   ＲＤＬリモコンミキサー（ライトブルーに色分けされたコントロール·ジャック） 

コントロールコネクター ： ＲＪ４５ 

取り付け：   標準米国式電気ボックス；カバープレートは別売 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４×４．３３×５（ノブを除外した場合３．７） 

 



 

 

Ｄ－ＲＣ２ＭＤ－ＲＣ２ＭＤ－ＲＣ２ＭＤ－ＲＣ２Ｍ，，，，    ＤＳ－ＲＣ２ＭＤＳ－ＲＣ２ＭＤＳ－ＲＣ２ＭＤＳ－ＲＣ２Ｍ    

ミュート付きリモートオーディオミキシングコントロール   

 

 

特徴： 

・ ２つのチャネルのリモートオーディオミキシングコントロールパネル 

・ シングルターンのロータリーコントロール 

・ １ロケーションで制御 

・ ＲＤＬホワイト/グレーまたはステンレス 

・ ＲＪ４５リモコンポートによるＲＤＬミキサーの•ダイレクトコントロール 

・ ミキサーとの標準ツイストペア相互接続 

 

用途： 

D－ＲＣタイプのリモートオーディオミキシングコントロールは、２つまたは３つのソースに対し、ユーザーがアクセス可能なボリュームノブ

を提供します。各コントロールはレベルコントロールのみ、またはレベルコントロールと各チャンネルのミュートボタンをもつコントロールが

利用可能です。これらファンクションは、リモートロケーションとの間で音声を送受信することなく、ミキサーとして正確に機能します。 

背面パネルのＲＪ４５ジャックは、リモートコントロールとＲＤＬリモートコントロールコンミキサー間で標準ツイストペア配線の接続を提供しま

す。ケーブルは、ノブの位置とミューティング状態のデータを送信します。ミキサーのレベルを設定にはＶＣＡ技術を使用しているため、す

べてのオーディオ信号はミキサーにあります。長寿命１０Ωのポテンショメータが、VCA 電圧を設定するための制御に用いられます。ミュ

ート付きモデルは、ミキサー·の各チャンネルのオーディオを交互にＭｕｔｅ／Ｕｎｍｕｔｅするミュートボタンが用意されています。 ＬＥＤ ＭＵＴ

Ｅインジケーターは、信号がミュートされたときに赤色に点灯し、音声チャンネルがアクティブなときに緑色に変わります。 

各モデルは、標準ＲＤＬホワイトまたはステンレスが用意されています。またこれらはカスタムレタリングが利用可能です。これらの仕上げ

は、マルチコントロールの視覚的に魅力あるインストレーションのため、その他のＲＤＬリモートセレクターとジャックプレートマッチします。 

ミュートボタン、インプットランプは D―ＲＣ２Ｍ、Ｄ－ＲＣ３M のみで使用可能 

 

仕様： 

互換性：                   ＲＤＬリモコンミキサー（ライトブルーに色分けされたコントロール·ジャック） 

コントロールコネクター：         ＲＪ４５ 

取り付け：                  標準米国式電気ボックス；カバープレートは別売 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４×４．３３×５（ノブを除外した場合３．７） 

 



 

 

ＤＤＤＤ----ＲＣ３，ＲＣ３，ＲＣ３，ＲＣ３，    ＤＳ－ＲＣ３ＤＳ－ＲＣ３ＤＳ－ＲＣ３ＤＳ－ＲＣ３    

リモートオーディオミキシングコントロール 

 

 

特徴： 

・ ３チャンネルのリモートオーディオミキシングコントロール·パネル 

・ シングルターンのロータリーコントロール 

・ １ロケーションで制御 

・ ＲＤＬホワイト/グレーまたはステンレス 

・ ＲＪ４５リモコンポートによるＲＤＬミキサーの•ダイレクトコントロール 

・ ミキサーとの標準ツイストペア相互接続 

 

用途： 

D－ＲＣタイプのリモートオーディオミキシングコントロールは、２つまたは３つのソースに対し、ユーザーがアクセス可能なボリュームノブ

を提供します。各コントロールはレベルコントロールのみ、またはレベルコントロールと各チャンネルのミュートボタンをもつコントロールが

利用可能です。これらファンクションは、リモートロケーションとの間で音声を送受信することなく、ミキサーとして正確に機能します。 

 

背面パネルのＲＪ４５ジャックは、リモートコントロールとＲＤＬリモートコントロールコンミキサー間で標準ツイストペア配線の接続を提供しま

す。ケーブルは、ノブの位置とミューティング状態のデータを送信します。ミキサーのレベルを設定にはＶＣＡ技術を使用しているため、す

べてのオーディオ信号はミキサーにあります。長寿命１０Ωのポテンショメータが、ＶＣＡ電圧を設定するための制御に用いられます。ミュ

ート付きモデルは、ミキサー·の各チャンネルのオーディオを交互にＭｕｔｅ／Ｕｎｍｕｔｅするミュートボタンが用意されています。 ＬＥＤ ＭＵＴ

Ｅインジケーターは、信号がミュートされたときに赤色に点灯し、音声チャンネルがアクティブなときに緑色に変わります。 

 

各モデルは、標準ＲＤＬホワイトまたはステンレスが用意されています。またこれらはカスタムレタリングが利用可能です。これらの仕上げ

は、マルチコントロールの視覚的に魅力あるインストレーションのため、その他のＲＤＬリモートセレクターとジャックプレートマッチします。 

ミュートボタン、インプットランプは D―ＲＣ２Ｍ、Ｄ－ＲＣ３M のみで使用可能 

 

仕様： 

互換性：               ＲＤＬリモコンミキサー（ライトブルーに色分けされたコントロール·ジャック） 

コントロールコネクター：  ＲＪ４５ 

ミュートボタン（搭載モデル）： チャンネル各１ 

インジケータ－（搭載モデル）： 赤；ミュート、緑；アクティブ 

取り付け：          標準米国式電気ボックス  

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  １０．４×４．３３×５（ノブを除外した場合３．７） 

 



 

 

ＤＤＤＤ----ＲＣ３ＲＣ３ＲＣ３ＲＣ３MMMM，，，，ＤＳＤＳＤＳＤＳ----ＲＣ３ＲＣ３ＲＣ３ＲＣ３MMMM    

リモートオーディオミキシングコントロール 

 

 

 

特徴： 

・ ３つのチャネルのリモートオーディオミキシングコントロール·パネル 

・ シングルターンロータリーコントロール 

・ 単１の制御 

・ ＲＤＬホワイト/グレーまたはステンレス 

・ ＲＪ４５リモコンポートとＲＤＬミキサーの•ダイレクトコントロール 

・ 標準ツイストペア相互接続 

・ オンとオフ・ミュートボタンを切り替え出力 

・ ミュートインジケーター赤/緑 

 

用途： 

Ｄ―ＲＣタイプのリモートオーディオミキシングコントロールから３つのソースをユーザーがアクセス可能なボリュームノブを提供します。各

コントロールはレベルコントロールに加え、各チャンネルのミュートボタンでレベルコントロールが利用可能です。遠隔地との間で音声を送

信することなく、ミキサーとして正確に機能します。背面パネルのＲＪ４５ジャックとＲＤＬリモコンミキサー間で標準ツイストペア配線の接続

を提供します。ケーブルは、ノブの位置とミキサーにミューティング状態データを送信します。すべてのオーディオ信号は、ミキサーのレベ

ルを設定するＶＣＡ技術を使用しています。長寿命１０kΩのポテンショメータは、ＶＣＡ電圧を設定するための制御に用いられます。 

 

ミューティングモデルが交互にミュートやオーディオをアン·ミュート各ミキサーチャンネルのミュートボタンを用意。ＬＥＤ ＭＵＴＥインジケー

ターは、信号がミュートされたときに赤色に点灯し、音声チャンネルがアクティブなときに緑色に変わります。各モデルは使用可能なカスタ

ムレタリングと標準ＲＤＬホワイトの前面パネルやステンレスで提供されます。これらの仕上げは、複数のコントロールの視覚的に魅力的な

インストールのために他のＲＤＬリモートセレクタとジャックプレートと一致しています。  

ミュートボタン、インプットランプは D―ＲＣ３Ｍ、Ｄ－ＲＣ３M のみで使用可能 

 

 

仕様： 

互換性：   ＲＤＬリモコンミキサー（ライトブルー、コントロールジャック） 

コントロールコネクター：  ＲＪ４５ 

ミュートボタン（搭載モデル）： チャンネル各１ 

インジケータ－（搭載モデル）： 赤；ミュート、緑；アクティブ 

取り付け：   標準米国式電気ボックス  

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４×４．３３×５（ノブを除外した場合３．７） 



 

 

ＲＣ２－ＲＣ２－ＲＣ２－ＲＣ２－ＳＴＳＴＳＴＳＴ    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®用２チャンネルリモートコントロール － オーディオ・ビデオのリモート選択 

   

 

特徴： 

・ ２系統のオーディオソースの送信先または機能をリモート選択 

・ ボタン一つで各ソースの選択が可能 

・ ２つのモジュール機能の内一つにオープンコレクタースイッチング 

・ ３ワイヤーもしくは４ワイヤーのリモートワイヤリング 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

 

用途： 

ＲＣ２－ＳＴの前面パネルには２個の関連するＬＥＤが付いた２つのプッシュボタンがあります。電源投入時にソース１が選択されます。他

のボタンに触れるとすぐにソース２に切り替わります。どのソースが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに表示されます。 

 

通常の取り付けにおいてＲＣ２－ＳＴは、２系統のオーディオ、もしくはビデオソース間で切り替えに使用されます。またはオーディオを２つ

の送信先へルーティングするのに使用されます。２系統のオーディオソース間での切り替えでは、ＲＣ２－ＳＴはＲＤＬ®のＳＴ－ＳＳＲ１ソリ

ッドステート・オーディオスイッチに接続します。ビデオスイッチンッグ用にはＲＤＬ®TＸ‐ＭＶＸが使用されます。オーディオルーティング用に

はＲＤＬ®ＳＴ－ＲＸ２が使用されます。上記の各例では、トリガーに必要な出力は一つだけです。従って、リモートの接続にはシールドされ

たシングルペア（または３コンダクターケーブル）が必要になります。更に複雑なスイッチングネットワーク用には、両方の出力が使用され

ます。ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

仕様 

セレクター（２）：  モメンタリ・プッシュボタン（ＯＮとＯＦＦに各１） 

インジケーター（２）：  赤色ＬＥＤ（選択されたチャンネルの表示） 

コネクション：  電源入力；オープンコレクター出力 

   （電流制限２５ｍＡ） 

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

 



 

 

ＲＣ２‐ＳＴＳＲＣ２‐ＳＴＳＲＣ２‐ＳＴＳＲＣ２‐ＳＴＳ    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®用２チャンネルリモートコントロール   －ステンレス   －オーディオ・ビデオのリモート選択 

 

  

 

特徴： 

・ ２つのオーディオソースの送信先または機能をリモート選択 

・ ボタン一つで各ソースの選択が可能 

・ ２つのモジュール機能の内一つにオープンコレクタースイッチング 

・ ３ワイヤーもしくは４ワイヤーのリモートワイヤリング 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

 

用途： 

ＲＣ２－ＳＴの前面パネルには２個の関連するＬＥＤが付いた２つのプッシュボタンがあります。電源投入時にソース１が選択されます。他

のボタンに触れるとすぐにソース２に切り替わります。どのソースが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに表示されます。 

通常の取り付けにおいてＲＣ２－ＳＴは、２系統のオーディオ、もしくはビデオソース間で切り替えに使用されます。またはオーディオを２つ

の送信先へルーティングするのに使用されます。２系統のオーディオソース間での切り替えでは、ＲＣ２－ＳＴはＲＤＬ®のＳＴ－ＳＳＲ１ソリ

ッドステート・オーディオスイッチに接続します。ビデオスイッチンッグ用にはＲＤＬ®TＸ‐ＭＶＸが使用されます。オーディオルーティング用に

はＲＤＬ®ＳＴ－ＲＸ２が使用されます。上記の各例では、トリガーに必要な出力は一つだけです。従って、リモートの接続にはシールドされ

たシングルペア（または３コンダクターケーブル）が必要になります。更に複雑なスイッチングネットワーク用には、両方の出力が使用され

ます。ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

 

仕様： 

セレクター（２）：  モメンタリ・プッシュボタン（ＯＮとＯＦＦに各１） 

インジケーター（２）：  赤色ＬＥＤ（選択されたチャンネルの表示） 

コネクション：  電源入力；オープンコレクター出力 

   （電流制限２５ｍＡ） 

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 



 

 

ＲＣ４－ＲＣ４－ＲＣ４－ＲＣ４－ＲＵＲＵＲＵＲＵ    

４チャンネルリモートコントロール  －ＲＡＣＫ－ＵＰ®、４ｘ１、オーディオまたはビデオスイッチャ- 

 

   

 

特徴： 

・ ４つのオーディオソースをリモート選択 

・ 各ソースへシングルボタンで切り替え 

・ バランスオーディオソースのリモート選択 

・ ３ペア（もしくは６コンダクター）のリモート配線 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

 

用途： 

ＲＣ－ＲＵは、ＲＤＬ®ＲＵ‐ＳＸ４Ａオーディオスイッチャーモジュールを直接コントロールする為に設計された壁面ボックス取り付け型リモー

トモジュールです。ＲＵ－ＳＸ４Ａは、４系統のバランス／アンバランスオーディオ入力の内１つをバランス／アンバランスオーディオ出力へ

スイッチングします。ＲＣ４-ＲＵは、３ペアのケーブル（もしくは６コンダクターケーブル）を使用して、ＲＵ－ＳＸ４Ａの電源、SLAVE ターミナ

ルに直接接続します。ＲＣ４－ＲＵはＲＤＬ®ＲＵ－ＶＳＸ４ビデオスイッチャーを直接コントロールする為に使用しても良いでしょう。 

 

ＲＣ４－ＲＵの前面パネルには４個の関連したＬＥＤが付いた４つのプッシュボタンがあります。電源投入時には、ソース１が選択されます。

他の３つのボタンのいずれかに触れるとすぐに押したボタンに対応するソースが選択されます。どのソースが選択されているかは、各ボ

タンに隣接するＬＥＤに表示されます。ＲＣ４－ＲＵには４つの出力ターミナルが付いています。これらはそれぞれオープンコレクター出力で、

出力が選択されている時には接地になります。ステレオ用の設置の際には、ＲＣ４－ＲＵは２個のＲＵ‐ＳＸ４Ａを同時に駆動することができ

ます。 

ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

 

仕様： 

セレクター（４）：  モメンタリ・プッシュボタン（各チャンネルに一つ） 

インジケーター（４）：  赤色ＬＥＤ（選択されたチャンネルを示す） 

コネクション：  ＲＤＬ®ＲＵ－ＳＸ４Ａと直接インターフェース 

   （注：ＲＵ－ＳＸ４と一緒に使用してはいけません） 

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０～５５℃ 

 

 



 

 

ＲＣ４－ＲＣ４－ＲＣ４－ＲＣ４－ＲＵＳＲＵＳＲＵＳＲＵＳ    

４チャンネルリモートコントロール  －ＲＡＣＫ－ＵＰ®、４ｘ１、オーディオ／ビデオ スイッチャ－  ―ステンレス―    

 

 

特徴： 

・ ４つのオーディオソースをリモート選択 

・ 各ソースへシングルボタンで切り替え 

・ バランスオーディオソースのリモート選択 

・ ３ペア（もしくは６コンダクター）のリモート配線 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

 

用途： 

ＲＣ４－ＲＵは、ＲＤＬ®ＲＵ－ＳＸ４Ａオーディオスイッチャーモジュールをダイレクトにコントロールする為に設計された壁面ボックス取り付

け型リモートモジュールです。ＲＵ－ＳＸ４Ａは、４系統のバランス／アンバランスオーディオ入力の内１つをバランス／アンバランスオーデ

ィオ出力へスイッチングします。ＲＣ４－ＲＵは、３ペアケーブル（もしくは６コンダクターケーブル）を使用して、ＲＵ－ＳＸ４Ａの電源、ＳＬＡＶ

Ｅターミナルに直接接続します。ＲＣ４－ＲＵはＲＤＬ®ＲＵ－ＶＳＸ４ビデオスイッチャーを直接コントロールする為に使用しても良いでしょう。 

 

ＲＣ４－ＲＵの前面パネルには４個の関連したＬＥＤが付いた４つのプッシュボタンがあります。電源投入時には、ソース１が選択されます。

他の３つのボタンのいずれかに触れるとすぐに押したボタンに対応するソースが選択されます。どのソースが選択されているかは、各ボ

タンに隣接するＬＥＤに表示されます。ＲＣ４－ＲＵには４つの出力ターミナルが付いています。これらはそれぞれオープンコレクター出力で、

出力が選択されている時には接地になります。ステレオ用の設置の際には、ＲＣ４－ＲＵは２個のＲＵ－ＳＸ４Ａを同時に駆動することがで

きます。 

ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

仕様： 

セレクター（４）：  モメンタリ・プッシュボタン（各チャンネルに一つ） 

インジケーター（４）：  赤色ＬＥＤ（選択されたチャンネルを示す） 

コネクション：  ＲＤＬ®ＲＵ－ＳＸ４Ａと直接インターフェース 

   （注：ＲＵ－ＳＸ４と一緒に使用してはいけません） 

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０～５５℃ 

 



 

 

ＲＣ４ＲＣ４ＲＣ４ＲＣ４－－－－ＳＴＳＴＳＴＳＴ    

４チャンネルリモートコントロール  －ＳＴ－ＳＸ４、４ｘ１、オーディオスイッチャー用  

 

 

 

特徴：  

・ ４つのオーディオソースをリモート選択 

・ 各ソースへシングルボタンで切り替え 

・ バランスオーディオソースのリモート選択 

・ ３ペア（もしくは６つのコンダクター）のリモート配線 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

 

 

用途： 

ＲＣ４－ＳＴは、ＲＤＬ®のＳＴ－ＳＸ４Ａオーディオスイッチャー・モジュールをダイレクトにコントロールする為に設計された壁面ボックス取り

付け型リモートモジュールです。ＳＴ－ＳＸ４は４系統のアンバランスオーディオ入力の内の１つをアンバランスオーディオ出力へスイッチン

グを行います。ＲＣ４－ＳＴは、３ペアのコンダクターケーブル、もしくはシールドされたシングルペアを使用して、ＳＴ－ＳＸ４のＰＯＷＥＲ、及

びにＣＴＲＬターミナルに直接接続します。 

 

ＲＣ４－ＳＴの前面パネルには４個の関連したＬＥＤが付いた４つのプッシュボタンが付いています。電源投入時には、ソース１が選択され

ます。他の３つのボタンのいずれかに触れるとすぐに押したボタンに対応するソースが選択されます。どのソースが選択されているかは、

各ボタンに隣接するＬＥＤに表示されます。ステレオ用の設置の際には、追加のＳＴ－ＳＸ４のＣＴＲＬ入力を駆動する為に、ＳＴ－ＳＸ４から

のＳＬＡＶＥ出力が使われます。 

 

 

仕様： 

セレクター（４）：  モメンタリ・プッシュボタン（各チャンネルに一つ） 

インジケーター（４）：  赤色ＬＥＤ（選択されたチャンネルを示す） 

コネクション：  ＲＤＬ®ＲＵ‐ＳＸ４と直接インターフェース   

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０～５５℃ 

 

 



 

 

ＲＣ４ＲＣ４ＲＣ４ＲＣ４－－－－ＳＴＳＳＴＳＳＴＳＳＴＳ    

４チャンネルリモートコントロール  －ＳＴ－ＳＸ４、４ｘ１、オーディオスイッチャー用   －ステンレス 

 

特徴： 

・ ４つのオーディオソースをリモート選択 

・ 各ソースへシングルボタンで切り替え 

・ アンバランスオーディオソースのリモート選択 

・ ３ペア（もしくは６つのコンダクター）のリモート配線 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬ®リモートコントロールにも対応 

 

 

用途： 

ＲＣ４－ＳＴは、ＲＤＬ®のＳＴ－ＳＸ４Ａオーディオスイッチャー・モジュールをダイレクトにコントロールする為に設計された壁面ボックス取り

付け型リモートモジュールです。ＳＴ－ＳＸ４は４系統のアンバランスオーディオ入力の内の１つをアンバランスオーディオ出力へスイッチン

グを行います。ＲＣ４－ＳＴは、３ペアのコンダクターケーブル、もしくはシールドされたシングルペアを使用して、ＳＴ－ＳＸ４のＰＯＷＥＲ、及

びにＣＴＲＬターミナルに直接接続します。 

ＲＣ４－ＳＴの前面パネルには４個の関連したＬＥＤが付いた４つのプッシュボタンが付いています。電源投入時には、ソース１が選択され

ます。他の３つのボタンのいずれかに触れるとソース１は選択解除され、すぐに押したボタンに対応するソースが選択されます。どのソー

スが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに表示されます。ステレオ用の設置の際には、追加のＳＴ－ＳＸ４のＣＴＲＬ入力を駆動

する為に、ＳＴ－ＳＸ４からのＳＬＡＶＥ出力が使われます。 

 

 

仕様： 

セレクター（４）：  モメンタリ・プッシュボタン（各チャンネルに一つ） 

インジケーター（４）：  赤色ＬＥＤ（選択されたチャンネルを示す） 

コネクション：  ＲＤＬ・ＲＵ‐ＳＸ４と直接インターフェース   

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠／３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０～５５℃ 

 

 



 

 

ＲＣＳ４ＲＣＳ４ＲＣＳ４ＲＣＳ４    

リモートチャンネルセレクター   －４チャンネル   －ＲＣ－ＳＸ４Ａコントロール用 

     

 

ＲＣＳ４ＳＲＣＳ４ＳＲＣＳ４ＳＲＣＳ４Ｓ    

リモートチャンネルセレクター   －４チャンネル   －ＲＵ－ＳＸ４Ａコントロール   －ステンレス 

 

 

特徴： 

・ ＲＤＬ®ＲＵ－ＳＸ４Ａオーディオセレクター用リモートコントロール 

・ パネル上でのリモートソース選択 

・ 選択されたソースのビジュアル表示 

・ 複数のロケーションでのコントロール／表示 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

用途： 

ソースが、単一もしくは多重のリモートコントロール・ロケーションによって選択され、更に、目での表示確認が必要とされる場面でＲＣＳ４は

理想的な選択肢です。 

 

ＲＣＳ４は、ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのＲＵ－ＳＸ４ＡオーディオセレクターなどのＲＤＬ®コントロールモジュールに、直接インターフェースで

きるようにデザインされています。ＲＣＳ４のモメンタリー・プッシュボタンはＲＤＬコントロールモジュールにステッピング信号を送り返します。

ＲＵ－ＳＸ４Ａに接続されている時にＲＣＳ４のボタンを押すと、そのソースが次の入力へ連続して進むきっかけとなります。ステッピングの

間、オーディオのバースト音を防止する為にオーディオはミュートされます。 

ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートをご使用ください。 

 

 

仕様： 

ＬＥＤ入力：   接地入力がＬＥＤを動作させます；ＲＤＬセレクターモジュールからの直接接続 

インジケーター（５）：  緑色ＬＥＤ：選択された４つの各チャンネル 

赤色ＬＥＤ：チャンネル選択なし 

出力：   ＳＥＬＥＣＴ、１５Ｖｄｃ＠５ｍＡ（プッシュボタン始動） 

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

   （装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０～５５℃ 



 

 

ＲＬＣ１０ＫＲＬＣ１０ＫＲＬＣ１０ＫＲＬＣ１０Ｋ    

リモートレベルコントロール   －０～１０ｋΩ 

 

 

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ ローターリーコントロール 

・ ＲＤＬ®ＳＴ-ＶＣＡ１への直接接続 

・ 単一のコントロール位置 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

用途： 

ＲＬＣ１０Ｋは、単一のリモートロケーションからＲＤＬ®ＶＣＡモジュールのレベルを制御するための理想的な組み合わせです。 

これはＲＤＬ®ＶＣＡモジュールの３ワイヤーコントロール入力と直接接続されるようにデザインされています。ＲＬＣ１０Ｋは、コントロール電

圧を設定するために高品質の１０kΩポテンショメーターが設備されています。前面パネルにはレベル設定をビジュアルで表示する１０まで

のグラフィックがあります。ＲＬＣ１０ＫとＲＤＬリモート・ソース・セレクターは、オーディオのソースとレベル両方を視覚的に表現されたコント

ロールが出来る様、ダブルボックス/プレートに一緒に取り付ける事が出来ます。ＲＬＣ１０ＫとＲＤＬ®ＶＣＡ間の接続には３コンダクターが必

要です。通常シングルシールドペア使用されます。 

ＲＣＬ１０Ｋのすべての機能は、高品質のシステム上で一か所でのリモートレベルコントロールに最適かつ経済的な選択になる様組み合わ

さります。ＲＤＬコントロールモジュールとＲＬＣ１０Ｋを個別に使用するかもしくは、オーディオ／ビデオシステムの一部として、他のＲＤＬリ

モートアクセサリーと横並びに組み合わせて使用します。 

ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＬＣ－１０Ｒロータリーレベルコントロールをご使用ください。 

 

 

 

仕様： 

抵抗：  ０～１０ｋΩ、リニア 

取り付け：  米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２（装飾プレー 

ト別売） 

周辺動作環境： ０～５５℃ 



 

 

 

 

  

            ＲＬＣ１０ＫＭ   ＲＬＣ１０ＫＭＳ 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ 出力オン／オフをミュートボタンで切り替え 

・ 赤と緑のミュートオン／オフ表示 

・ シングルターンロータリーコントロール 

・ １ロケーションで制御 

・ ＲＤＬ®ＶＣＡモジュールへ直接接続 

・ ＲＪ４５ ＶＣＡコントロールを使用したモジュールへのダイレクトコントロール 

・ ＲＪ４５または個別配線 

・ 標準ＲＤＬホワイト／グレーが利用可能(ＲＬＣ１０ＫＭ) 

・ ステンレスが利用可能（ＲＬ１０ＫＭＳ） 

 

用途： 

ＲＬＣ１０ＫＭは、プッシュボタンによるミュートと単一のリモートロケーションが必要とされるＲＤＬ®ＶＣＡモジュールのための理想的な組み

合わせです。これはＲＤＬ®ＶＣＡモジュールの３ワイヤーコントロール入力と直接接続されるようにデザインされています。通常シングルシ

ールドペアが使用されます。ＲＬＣ１０ＫＭは、コントロール電圧を設定するための長寿命１０kΩのポテンショメータが設備されています。前

面パネルにはレベル設定をビジュアルで表示する１０までのグラフィックがあります。ＭＵＴＥボタンは関連するＲＤＬ®ＶＣＡ製品のオーディ

オを交互にｍｕｔｅ／ｕｎｍｕｔｅします。ＬＥＤ ＭＵＴＥインジケーターは、出力がミュート（０Ｖｄｃ）すると赤が浮き上がり、出力がアクティブ（コ

ントロールにより設定されたＤＣ出力電圧）の時、緑に変わります。ＲＬＣ１０ＫＭは標準ＲＤＬホワイトの前面パネルを備えています。ＲＬＣ１

０ＫＭＳはカスタムレタリングが可能なステンレスで提供されます。 

これらの仕上げは、マルチコントロールにおいて、視覚的に魅力あるインストレーションのため、その他のＲＤＬリモートセレクターとジャッ

クプレートマッチします。 

 

仕様： 

抵抗：   ０～１０ＫΩ 

ミュートボタン：  モメンタリ 

インジケーター：  赤＝ミュート（ｄｃ可変出力＝０Ｖ）；  

緑＝アクティブ（前面パネルノブに従ったｄｃ可変出力） 

ＭＵＴＥ出力：  ２５ｍＡオープンコレクタ－ 

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２（装飾プレート別

売） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １０．４×４．３３×５（ノブを除外した場合３．７） 

ＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭＲＬＣ１０ＫＭ，，，，    ＲＬＣＲＬＣＲＬＣＲＬＣ１０ＫＭＳ１０ＫＭＳ１０ＫＭＳ１０ＫＭＳ    

リモートレベルコントロール ・ミュート付き 

 



 

 

ＲＬＣ１０ＫＳＲＬＣ１０ＫＳＲＬＣ１０ＫＳＲＬＣ１０ＫＳ    

リモートレベルコントロール    －０～１０ｋΩ   －ステンレス 

 

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ ローターリーコントロール 

・ ＲＤＬ®ＳＴ-ＶＣＡ１へ直接接続 

・ １ロケーションで制御 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

用途： 

ＲＬＣ１０ＫＳは、単一のリモートロケーションからＲＤＬ®ＶＣＡモジュールのレベルを制御するための理想的な組み合わせです。これはＲＤ

Ｌ®ＶＣＡモジュールの３ワイヤ・コントロール入力と直接接続されるようにデザインされています。ＲＬＣ１０ＫＭは、コントロール電圧を設定

するために高品質の１０kΩポテンショメータが設備されています。前面パネルにはレベル設定をビジュアルで表示する１０までのグラフィ

ックがあります。 

 

ＲＬＣ１０ＫとＲＤＬ®リモート・ソース・セレクターは、オーディオのソースとレベル両方を視覚的に表現されたコントロールが出来る様、ダブ

ルボックス/プレートに一緒に取り付ける事が出来ます。ＲＬＣ１０ＫとＲＤＬ®ＶＣＡ間の接続には３コンダクターが必要です。通常シングルシ

ールドペアが使用されます。 

 

ＲＣＬ１０Ｋのすべての機能は、高品質のシステム上で一か所でのリモートレベルコントロールに最適かつ経済的な選択になる様組み合わ

さります。ＲＤＬコントロールモジュールとＲＬＣ１０Ｋを個別に使用するかもしくは、オーディオ／ビデオシステムの一部として、他のＲＤＬリ

モートアクセサリーと横並びに組み合わせて使用します。 

 

ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＬＣ－１０Ｒロータリーレベルコントロールをご使用ください。 

 

 

 

仕様： 

抵抗：  ０～１０ｋΩ，リニア 

取り付け：  米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２（装飾プレート別売） 

周辺動作環境： ０～５５℃ 

 



 

 

ＲＬＣ２ＲＬＣ２ＲＬＣ２ＲＬＣ２    

リモートレベルコントロール  －ランプ仕様 

 

    

 

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ アップとダウンのプッシュボタン 

・ １０個のビジュアルレベル表示 

・ １ロケーションで制御 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

用途： 

レベルを１ヶ所もしくは多数の場所からコントロールすることができ、更に､目でのレベル表示確認が要求される場面でＲＣＬ２は理想的な選

択肢です。 

 

ＲＣＬ２は、ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズのＳＴ－ＲＧ１ランプジェネレータや、ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのＲＵ-ＶＣＡデジタルコントロール・アッテ

ネータなどの、ＲＤＬコントロールモジュールに直接インターフェースできるようにデザインされています。ＲＬＣ２にはＵＰとＤＯＷＮ２個のモ

メンタリプッシュボタンが付いています。各ボタンを押すことによって、ＲＤＬ®コントロールモジュールに適切な信号が送り返されます。ＲＵ

－ＶＣＡ１に接続されている時に、ＲＬＣ２の両方のボタンを同時に押すとそのレベルがＰＲＥＳＥＴレベルに戻るきっかけとなります。 

 

ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＬＣ－１０Ｒロータリーレベルコントロールご使用ください。 

 

 

仕様： 

ランプ入力：   ０～１０Ｖｄｃ 

出力：   ＵＰおよびＤＯＷＮ ；１５Ｖｄｃ＠５ｍＡで作動するプッシュボタン 

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０～５５℃ 

 

 



 

 

ＲＬＣ２ＳＲＬＣ２ＳＲＬＣ２ＳＲＬＣ２Ｓ    

リモートレベルコントロール   －ランプ仕様   －ステンレス 

 

 

特徴： 

・ リモートレベルコントロールパネル 

・ アップとダウンのプッシュボタン 

・ １０個のビジュアルレベル表示 

・ １ロケーションで制御 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

用途： 

レベルを１ヶ所もしくは多数の場所からコントロールすることができ、更に､目でのレベル表示確認が要求される場面でＲＣＬ２は理想的な選

択肢です。 

 

ＲＣＬ２は、ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズのＳＴ－ＲＧ１ランプジェネレータや、ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのＲＵ-ＶＣＡデジタルコントロール・アッテ

ネータなどの、ＲＤＬコントロールモジュールに直接インターフェースできるように設計されています。ＲＬＣ２にはＵＰとＤＯＷＮ２個のモメン

タリプッシュボタンが付いています。各ボタンを押すことによって、ＲＤＬモジュールに適切な信号が送り返されます。ＲＵ-ＶＣＡ１に接続され

ている時に、ＲＬＣ２の両方のボタンを同時に押すとそのレベルがＰＲＥＳＥＴレベルに戻るきっかけとなります。 

 

 

仕様： 

ランプ入力：   ０～１０Ｖｄｃ 

出力：   ＵＰおよびＤＯＷＮ ；１５Ｖｄｃ＠５ｍＡで作動するプッシュボタン 

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０～５５° 

 



 

 

ＲＬＣ３ＲＬＣ３ＲＬＣ３ＲＬＣ３    

リモートレベルコントロール  －レベルプリセット型 

 

 

特徴： 

・ プリセットされたオーディオレベルのリモート選択 

・ プッシュボタン式レベル選択 

・ ４つの選択可能なシステムレベル、又は３つのレベル＋ＯＦＦ 

・ ＬＥＤ表示（緑） 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

用途： 

ＲＬＣ３は、ＳＴ－ＶＣＡ３、ＲＵ－ＶＣＡ２とＲＵ－ＶＣＡ２Ｄ電圧制御アンプなど、外部１０ｋΩの抵抗によるコントロールを利用する０～１０Ｖｄｃ

のコントロール入力を備えたＲＤＬ®コントロールモジュールと直接インターフェースするように設計されています。ＲＬＣ３には４つのモメン

タリ・プッシュボタンが付いており、各ボタンは選択された４つのレベルの内の一つに対応します。 

 

通常の設置では、ＲＬＣ３ＲＤＬ®ＶＣＡに接続します。ＲＬＣ３はＶＣＡと同じ電源で作動します。電源投入時、ＲＬＣ３はＮＯＲＭレベルを初期

値とします。その後、高い方のレベルＨＩＧＨと、２つの低い方のレベルＬＯＷとＭＩＮが選択可能になります。ＲＬＣ３がＨＩＧＨポジションに設

定されると、ＳＴ－ＶＣＡ１は最大ゲインになります。ＮＯＲＭ、ＬＯＷ、そしてＭＩＮレベルは、ＲＬＣ３本体の両サイドのトリムポットをインスト

ーラーが使用することによって、調整が可能となります。一度設置すると、調整部分はユーザーからは見えなくなります。 

 

 

 

仕様： 

インターフェース： ０～１０Ｖｄｃ１０ｋΩの抵抗コントロールを利用するＲＤＬ®コントロールモジュールと直接接続（参照：

ST－VＣＡ３，ＲＵ－ＶＣＡ２） 

出力：   ４ステップで抵抗を接地して選択（ＣＴＲＬターミナル）： 

     ＲＬＣ３出力  ＳＴ－ＶＣＡ３ゲイン 

     ＨＩＧＨ  １０ｋΩ   ０ｄＢ 

    ＮＯＲＭ  調整可能   -３ｄＢ～-３０ｄＢ 

     ＬＯＷ  調整可能   -５ｄＢ～-４０ｄＢ 

    ＭＩＮ  調整可能   -１０ｄＢ～ＯＦＦ 

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０～５０℃ 



 

 

ＲＬＣ３ＳＲＬＣ３ＳＲＬＣ３ＳＲＬＣ３Ｓ    

リモートレベルコントロール 

 

 

 

 

特徴： 

・ プリセットされたオーディオレベルのリモート選択 

・ プッシュボタン式レベル選択 

・ ４つの選択可能なシステムレベル、又は３つのレベル＋ＯＦＦ 

・ ＬＥＤ表示（緑） 

・ プレミアムクオリティーのリモートパネル 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

 

 

用途： 

ＲＬＣ３は、ＳＴ－ＶＣＡ３、ＲＵ－ＶＣＡ２とＲＵ－ＶＣＡ２Ｄ電圧制御アンプなど、外部１０ｋΩの抵抗によるコントロールを利用する０～１０Ｖｄｃ

のコントロール入力を備えたＲＤＬ®コントロールモジュールと直接インターフェースするように設計されています。ＲＬＣ３には４つのモメン

タリ・プッシュボタンが付いており、各ボタンは選択された４つのレベルの内の１つに対応します。 

 

通常の設置では、ＲＬＣ３はＲＤＬ®ＶＣＡに接続します。ＲＬＣ３はＳＴ-ＶＣＡ１と同じ電源で作動します。電源投入時、ＲＬＣ３はＮＯＲＭレベル

を初期値とします。その後、高い方のレベルＨＩＧＨと、２つの低い方のレベルＬＯＷとＭＩＮが選択可能になります。ＲＬＣ３がＨＩＧＨポジショ

ンに設定されると、ＶＣＡは最大ゲインになります。ＮＯＲＭ、ＬＯＷ、そしてＭＩＮレベルは、ＲＬＣ３本体の両サイドのトリムポットをインストー

ラーが使用することによって、調整が可能となります。一度設置すると、調整部分はユーザーからは見えなくなります。 

 

 

仕様： 

インターフェース： ０〜１０Ｖｄｃ１０ｋΩの抵抗コントロールを利用するＲＤＬ®コントロールモジュールと直接接続（参照：

ST－VＣＡ３、ＲＵ－ＶＣＡ２） 

出力：   ４ステップで抵抗を接地して選択（ＣＴＲＬターミナル）： 

     ＲＬＣ３出力  ＳＴ－ＶＣＡ３ゲイン 

    ＨＩＧＨ  １０ｋΩ  ０ｄＢ 

     ＮＯＲＭ  調整可能  -３ｄＢ～-３０ｄＢ 

    ＬＯＷ  調整可能  -５ｄＢ～-４０ｄＢ 

    ＭＩＮ  調整可能  -１０ｄＢ～ＯＦＦ 

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０～５０℃ 

 



 

 

ＲＴ２ＲＴ２ＲＴ２ＲＴ２    

リモートコントロールセレクター 

     

    

ＲＴ２ＳＲＴ２ＳＲＴ２ＳＲＴ２Ｓ    

リモートコントロールセレクター   －ステンレス 

 

特徴： 

・ ＯＮまたはＯＦＦのリモート切り替え 

・ 各機能へのシングルボタン選択 

・ オープンコレクタースイッチング 

・ ３ワイヤ又は４ワイヤリモートワイヤリング 

・ プロフェッショナル仕様の美しい外観 

・ 他のＲＤＬリモートコントロールにも対応 

 

用途： 

ＲＴ２の前面パネルには２個の関連するＬＥＤが付いた２つのプッシュボタンがあります。電源投入時は、ＯＦＦモードが選択されます。他の

ボタンに触れると、ＯＦＦは選択解除され、すぐにＯＮが選択されます。どのモードが選択されているかは、各ボタンに隣接するＬＥＤに表示

されます。 

通常の設置では、ＲＴ２はオーディオ、もしくはビデオソースのオン／オフに使用されます。オーディオソースをオンにするには、ＲＴ２をＲＤ

Ｌ®ＳＴ－ＳＳＲ１またはＳＴ－ＲＸ２ソリッドステートオーディオスイッチに接続します。ビデオスイッチングには、ＲＤＬ®ＴＸ-ＭＶＸを使用しま

す。上記の各例では、トリガーに必要な出力は１つだけです。従って、リモート接続にはシールドされたシングルペア（３コンダクターケーブ

ル）が必要とされます。更に複雑なスイッチングネットワーク用には、両方の出力（ＯＮ／ＯＦＦ）が使用されます。オーディオもしくはビデオ

コントロール設置の際ＲＴ２は、ＲＬＣ２、ＲＬＣ３やＲＬＣ１０Ｋなどの、ＲＤＬ®リモートボリュームコントロールに隣接して取り付けます。 

ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の壁面での操作を望まれるインストールでは、ＲＵＣ－４ユニバーサルリモートを使用してください。 

 

仕様： 

セレクター（２）：  モメンタリ・プッシュボタン（ＯＮとＯＦＦに各１） 

インジケーター（２）：  緑／赤色ＬＥＤ（それぞれＯＮ／ＯＦＦの状態表示） 

接続：   電源入力；ＯＮ／ＯＦＦ（最大２５ｍＡ）への独立したオープンコレクター出力 

取り付け：   米国式電気ボックスまたはＲＤＬ®インターナショナルウォールボックスＷＢ１、ＷＢ２ 

（装飾プレート別売） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ  

周辺動作環境：  ０～５５℃ 



 

 

 

 

 

特徴： 

・ ロータリエンコーダー・リモートレベルコントロール 

・ ０～１０Ｖｄｃおよびアップ/ダウンパルス出力を供給 

・ 内部または外部ランプ用０～１０ＶｄｃＬＥＤディスプレイ 

・ 長寿命のオプチカルエンコード 

・ ノイズフリーのパフォーマンス 

・ ＲＤＬ®ULTRASTYLE ™デザイン 

 

用途： 

ＲＬＣ－１０Ｒは、０～１０Ｖｄｃまたは遠隔地からのパルス制御に対し、理想的な選択肢です。回路は、長期的にトラブルのない操作を実現

するオプチカルエンコーダ技術に基づいています。コントロールは、大型の前面パネルのノブを回転させると上下に増加します。ノブをより

急速に回した時、素早い反応が得られる様、変化の速度が速くなるアクセレ―ションが設けられています。コントロールノブを囲むＬＥＤリン

グ表示は、仮想ポインタとして動作します。このディスプレイへの入力は、内部または外部のいずれか０～１０Ｖｄｃの信号です。 

 

０～１０Ｖｄｃ出力は、ＲＤＬ®ＶＣＡ製品や他社の０～１０Ｖｄｃで制御される機器のためのシングルポイントの制御を提供します。複数の制御

ポイントが必要とされる場合、個々のアップ・ダウンパルス出力をＲＤＬ®ＲＵ－ＶＣＡ製品や各種産業製品に接続することができます。背面

パネルのジャンパーは、パルスのいずれか+１５Ｖｄｃパルス（ＲＤＬ®ＲＵ－ＶＣＡ）またはモメンタリのオープンコレクターパルスいずれか

のパルス出力に設定します。 

電力損失が発生した場合、内部メモリーは、最後のレベルの値を記憶します。電源が回復した時、０～１０Ｖ出力は電力損失時の動作レベ

ルに戻ります。 

 

 

 

 

ＲＲＲＲLLLLＣ－１０Ｃ－１０Ｃ－１０Ｃ－１０RRRR    

ロータリーレベルコントロール   －ロータリーエンコーダー   －０～１０Ｖｄｃ出力 

 

ＲＬＣ－１０ＲＮＲＬＣ－１０ＲＮＲＬＣ－１０ＲＮＲＬＣ－１０ＲＮ    

ロータリーレベルコントロール   －ロータリーエンコーダー  －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ ™ニュートラル－０～１０Ｖｄｃ出力 

 

ＲＲＲＲＬＬＬＬＣ－１０ＲＣ－１０ＲＣ－１０ＲＣ－１０ＲＳＳＳＳ    

ロータリーレベルコントロール   －ステンレス   －０～１０Ｖｄｃ出力 



 

 

ＲＬＣ－１０Ｒ 

 

 

仕様： 

ランプ出力： ０～１０Ｖｄｃ 

パルス出力：             パルスアップ、パルスダウン（オープンコレクターまたは＋１５Ｖパルス） 

パルス出力電流：         ２０ｍＡ（オープンコレクター） 

入力抵抗のランプ表示：  ２００ＫΩ 

入力電圧表示：             ０～１０Ｖｄｃ 

回転：（最小～最大 概算）： ５（低速回転、アクセレ―ションなし） 

３（中回転、アクセレ―ションあり）  

１（反時計回りに速い回転、反-フィードバック・モード） 

電源仕様：                   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ 

取り付け：   Ｂａｃｋｂｏｘ取り付け必須 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ６．９３×４．５７×３．８１ 

周辺動作環境：            ０℃～５５℃ 



 

 

 

 

特徴： 

・ ロータリエンコーダー・リモートレベルコントロール 

・ ０～１０Ｖｄｃおよびアップ/ダウンパルス出力を供給 

・ 内部または外部ランプ用０～１０ＶｄｃＬＥＤディスプレイ 

・ 長寿命のオプチカルエンコード 

・ ノイズフリーのパフォーマンス 

・ ＲＤＬ®ULTRASTYLE ™デザイン 

 

用途： 

ＲＬＣ－１０Ｒは、０～１０Ｖｄｃまたは遠隔地からのパルス制御に対し、理想的な選択肢です。回路は、長期的にトラブルのない操作を実現

するオプチカルエンコーダ技術に基づいています。コントロールは、大型の前面パネルのノブを回転させると上下に増加します。ノブをより

急速に回した時、素早い反応が得られる様、変化の速度が速くなるアクセレ―ションが設けられています。コントロールノブを囲むＬＥＤリン

グ表示は、仮想ポインタとして動作します。このディスプレイへの入力は、内部または外部のいずれか０～１０Ｖｄｃの信号です。 

 

０～１０Ｖｄｃ出力は、ＲＤＬ®ＶＣＡ製品や他社の０～１０Ｖｄｃで制御される機器のためのシングルポイントの制御を提供します。複数の制御

ポイントが必要とされる場合、個々のアップ・ダウンパルス出力をＲＤＬ®ＲＵ－ＶＣＡ製品や各種産業製品に接続することができます。背面

パネルのジャンパーは、パルスのいずれか+１５Ｖｄｃパルス（ＲＤＬ®ＲＵ－ＶＣＡ）またはモメンタリのオープンコレクターパルスいずれか

のパルス出力に設定します。 

電力損失が発生した場合、内部メモリーは、最後のレベルの値を記憶します。電源が回復した時、０～１０Ｖ出力は電力損失時の動作レベ

ルに戻ります。 

 

仕様： 

ランプ出力： ０～１０Ｖｄｃ 

パルス出力：             パルスアップ、パルスダウン（オープンコレクターまたは＋１５Ｖパルス） 

パルス出力電流：         ２０ｍＡ（オープンコレクター） 

入力抵抗のランプ表示：  ２００ＫΩ 

入力電圧表示：             ０～１０Ｖｄｃ 

回転：（最小～最大 概算）： ５（低速回転、アクセレ―ションなし） 

３（中回転、アクセレ―ションあり）  

１（反時計回りに速い回転、反-フィードバック・モード） 

電源仕様：                   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ 

取り付け：   Ｂａｃｋｂｏｘ取り付け必須 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ６．９３×４．５７×３．８１ 

周辺動作環境：            ０℃～５５℃ 

ＲＲＲＲLLLLＣ－１０Ｃ－１０Ｃ－１０Ｃ－１０RRRR    

ロータリーレベルコントロール   －ロータリーエンコーダー   －０～１０Ｖｄｃ出力 

 

ＲＲＲＲＬＬＬＬＣ－１０ＲＮＣ－１０ＲＮＣ－１０ＲＮＣ－１０ＲＮ    

ロータリーレベルコントロール   －ロータリーエンコーダー  －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ ™ニュートラル－０～１０Ｖｄｃ出力 

 



 

 

 

特徴： 

・ ＲＤＬ®モジュールのリモートコントロール 

・ 産業機器の遠隔操作 

・ 個別に設定可能なプッシュボタン 

・ モメンタリ、ラッチまたはインターロックアクション 

・ ＬＥＤステータスインジケータ 

・ 前面パネルのロックアウトが選択可能 

・ ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザインのリモートコントロール 

 

用途： 

ＲＵＣ－４は、ＲＤＬ®およびその他の産業の多様な機器の制御を容易にプログラムできる壁面用コントロールです。４つの長寿命のキーボ

ードスタイルプッシュボタンは、前面パネルでの選択を可能にします。対応するＬＥＤが関連付けられている機能の状態を表示します。それ

がインストールされている場合ＲＵＣ－４は、目的の動作に応じプログラムされます。各ボタンは、モメンタリ出力、ラッチ出力を生成するよ

うに設定することができ、または前面パネル上の他のボタンのいずれかと連結するように設定することが出来ます。背面パネル上の４個

の出力端子は、オープンコレクタとして個別にプログラム出来ます。またアクティブ時、+１５Ｖを生成するように設定することも出来ます。背

面パネルの４つのステータス入力端子は、ＬＥＤ制御のために設けられています。各ＬＥＤは、背面パネルの端末または、それに関連する

ボタンの機能に対応する様にプログラムすることができます。 ＲＵＣ－４は、ユーザが通常ボタンのロックを解除するために５ボタン５・シ

ーケンスを入力する必要があるロックモードの切り替えを持っています。非アクティブの１０秒後に、ボタンが自動的に再ロックします。ＬＯ

ＣＫＥＤまたはＵＮＬＯＣＫＥＤ、前面パネの２つＬＥＤがＲＵＣ－４のステータスを表示します。内部フラッシュメモリ－は、電源が切れた後も

プログラミングの設定を保持します。 

 

プログラミングのすべてを満たす柔軟性は、ボタンとインジケーター機能のあらゆる組み合わせを可能にします。ＲＤＬモジュールを使用し

た場合、その組み合わせはほぼ無限です。  

 

仕様： 

入力（４）： グランド入力 ０．５ｍＡ（LED インジケーター）Ｐｕｌｌ－ｔｏ－ｇｒｏｕｎｄ 

プログラミングモード：       ボタンの連動または非連動（ＩＮＴＥＲＬＯＣＫ） 

                     ボタンモメンタリまたはラッチ 

ＬＥＤ制御：          外部またはフォローボタンアクション 

                           制御出力オープンコレクタまたは+１５ V 

                           オン/オフボタンのロックアウト 

                           ボタンアクティブまたは非アクティブ 

制御出力（4）：           プログラム可能な、オープンコレクター@２５ｍＡまたは+１５ＶｄＣ＠５ｍＡ 

電源仕様：             接地準拠、２４Ｖｄｃ＠６０ｍＡ 

取り付け：          Ｂａｃｋｂｏｘ取り付け必須 

寸法寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ６．９３×９．０２×３．８１ 

周辺動作環境：  ０～５５℃ 

ＲＵＣ－４ＲＵＣ－４ＲＵＣ－４ＲＵＣ－４    

ＵＬＴＲＡＳＴＹＥ™ユニバーサルリモートコントロール 

 



 

 

 

 

特徴： 

・ ＲＤＬ®モジュールリモートコントロール 

・ 産業機器の遠隔操作 

・ 個別に設定可能なプッシュボタン 

・ モメンタリー、ラッチまたはインターロックアクション 

・ ＬＥＤステータスインジケータ 

・ 前面パネルのロックアウトが選択可能 

・ ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™のリモートコントロール 

 

 

用途： 

ＲＵＣ－４はＲＤＬおよびその他産業の多様な機器の制御を容易にプログラムできる壁面用コントロールです。４つの長寿命のキーボード

スタイルプッシュボタンは、前面パネルでの選択を可能にします。対応するＬＥＤが関連付けられている機能の状態を表示します。それがイ

ンストールされている場合ＲＵＣ－４は、目的の動作に応じプログラムされます。各ボタンは、モメンタリー出力、ラッチ出力を生成するよう

に設定することができ、または前面パネル上の他のボタンのいずれかと連結するように設定することが出来ます。背面パネル上の４個の

出力端子は、オープンコレクターとして個別にプログラム出来ます。またアクティブ時、+１５Ｖを生成するように設定することも出来ます。背

面パネルの４つのステータス入力端子は、ＬＥＤ制御のために設けられています。各ＬＥＤは、背面パネルの端末または、それに関連する

ボタンの機能に対応する様にプログラムすることができます。 ＲＵＣ－４は、ユーザが通常ボタンのロックを解除するために５ボタン５・シ

ーケンスを入力する必要があるロックモードの切り替えを持っています。非アクティブの１０秒後に、ボタンが自動的に再ロックします。ＬＯ

ＣＫＥＤまたはＵＮＬＯＣＫＥＤ、前面パネの２つＬＥＤがＲＵＣ－４のステータスを表示します。内部フラッシュメモリ－は、電源が切れた後も

プログラミングの設定を保持します。 

 

プログラミングのすべてを満たす柔軟性は、ボタンとインジケーター機能のあらゆる組み合わせを可能にします。ＲＤＬモジュールを使用し

た場合、その組み合わせはほぼ無限です。  

 

 

仕様： 

入力（４）： グランド入力 ０．５ｍＡ（ＬＥＤインジケーター）Ｐｕｌｌ－ｔｏ－ｇｒｏｕｎｄ 

プログラミングモード：       ボタンの連動または非連動（INTERLOCK） 

                     ボタンモメンタリまたはラッチ 

ＬＥＤ制御：          外部またはフォローボタンアクション 

                           制御出力オープンコレクターまたは+１５ V 

                           オン/オフボタンのロックアウト 

                          ボタンアクティブまたは非アクティブ 

制御出力（4）：           プログラム可能な、オープンコレクター@２５ｍＡ or+１５ＶｄＣ＠５ｍＡ 

電源仕様：              接地準拠、２４Ｖｄｃ＠６０ｍＡ 

取り付け：          Ｂａｃｋｂｏｘ取り付け必須 

寸法寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ６．９３×９．０２×３．８１ 

周辺動作環境：  ０°～５５° 

 

ＲＵＣ－４ＲＵＣ－４ＲＵＣ－４ＲＵＣ－４NNNN    

ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ユニバーサルリモートコントロール －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ ™ニュートラル 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａｌｅｒｔｉｎｇ    



 

 

ＡＣＭＡＣＭＡＣＭＡＣＭ－３－３－３－３    

ＡＭコンポーネントモニター 

 

特徴： 

・ 透明性の維持 

・ 音量を最大限まで上げる 

・ ステレオセパレーションを最良化 

・ 副搬送波クロストークを削減 

・ ユーザーの信号カバレッジの一貫性を保証 

・ 人工的マルチパスの積極的コントロール維持 

・ ＦＭトランスミッターの機能を最大限引き出す 

・ ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズの取り付けオプションを利用したマウント 

 

用途：  

ＲＤＬ®のＡＣＭ技術は長年業界に認められている、同期ＡＭ雑音(リスナーの受信器に悪影響を与えるＦＭ放送の帯域幅の分かりにくい変

化)をコントロールする唯一の方法です。アメリカでトップパフォーマンスを誇るＦＭ放送局の多くは、その最良帯域幅パフォーマンスに魅せ

られＡＣＭ技術に転向しています。新型でも、旧型であっても全ての送信器は容易に低帯域幅を生成します。また市場のどんな信号でさえ

も実行するように出来ています。全てのＦＭ放送局は正確なＡＭ測定、及び最良なチューニング、パフォーマンスに必要な継続モニタリング

を供給するＡＣＭ技術を必要としています。 

 

 

仕様： 

入力／出力コネクタ：  ＢＮＣ 

最大入力信号：  ３０Ｖ（結合フィルター化されたキャリアー+ＡＭ） 

測定範囲：   -２０ｄB～-６９ｄB（フロントパネル表示） 

   -１０ｄB～-９０ｄB（フロントパネルスコープジャック） 

残留ノイズ：   ９５ｄB 以下（１００％振幅変調基準） 

オシロスコープジャック：  ＢＮＣ ５Ｖｐ-ｐ（フルスケール表示用） 

オーディオ出力：  +４ｄＢｕ、１００Ωソースインピーダンス 

回復ＡＭのＴＨＤ：  ０．０３％以下 

ＤＣ出力：   ＤＣレベル（重要なシンクロノスＡＭ表示） 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．１×１５．０×１０．４ 

電源仕様：   １８Ｖａｃ、外部サプライ含む（北米） 

周辺動作環境：  ０～５０℃ 



 

 

Ｄ－ＢＺＲＤ－ＢＺＲＤ－ＢＺＲＤ－ＢＺＲ    

ピエゾアラートモジュール 

 

仕様 

制御入力：   ＴＲＩＰとＲＥＳＥＴ（接地によりアクティブ） 

警報：   約４ｋＨｚ、８５ｄＢｓｐｌ＠１０ｃｍ（最大）、または７５ dBｓｐｌ＠１０ｃｍ（最小） 

電源仕様：   ２４ＶｄｃまたはＡＣ＠１０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １０．４×４．１×３．３ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃  

 

 

 

 

 

Ｒ－ＢＺＲＲ－ＢＺＲＲ－ＢＺＲＲ－ＢＺＲ    

ピエゾアラートモジュール 

 

 

仕様 

制御入力：   ＴＲＩＰとＲＥＳＥＴ（接地によりアクティブ） 

警報：   約４ｋＨｚ、８５ｄＢｓｐｌ＠１０ｃｍ（最大）、または７５ ｄＢｓｐｌ＠１０ｃｍ（最小） 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ またはＡＣ＠１０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ６．６×４．１×３．３ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴｅｓｔＴｅｓｔＴｅｓｔＴｅｓｔ    ＥｑｕｉｐｍｅｎｔＥｑｕｉｐｍｅｎｔＥｑｕｉｐｍｅｎｔＥｑｕｉｐｍｅｎｔ    



 

 

ＰＴ－ＡＭＧ２ＰＴ－ＡＭＧ２ＰＴ－ＡＭＧ２ＰＴ－ＡＭＧ２    

ポータブルオーディオシグナルジェネレーター＆モニター 

 

 

特徴： 

・ ポータブルまたはベンチ・オーディオジェネレータ－／メーターとモニター 

・ マイクとラインレベルのメーター付きオーディオトーンオシレーター 

・ マイク／ライン入力と出力の切り替え 

・ コネクターによるバランスとアンバランスの入力/出力 

・ 標準の９ボルト電池または２４Ｖｄｃによる動作 

・ +４ｄＢｕまたは+６ｄＢｕの精度が安定したリファレンスレベル 

 

 

用途： 

このポータブルオーディオ装置は、高精度のオーディオオシレーターと正確なレベルメーターおよびスピーカーから構成されています。７０

０Ｈｚのオシレーターセクションは、２つの出力を備えています。バランスＸＬＲ出力は、ＭＩＣまたはＬＩＮＥレベル（プロ機器）用を前面パネル

のスイッチで選択します。アンバランス出力は-１０ｄＢＶ（民生用）で動作します。出力の安定性は、正確なベンチトップオーディオテストに適

しています。 

 

オーディオ計測回路は、２系統の入力、ＬＥＤメーターとモニタースピーカーを備えています。バランスＸＬＲ入力は、ＭＩＣまたはＬＩＮＥレベル

（プロ機器）用を前面パネルのスイッチで選択します。アンバランス入力が-１０ｄＢＶの（民生機器）で動作します。入力のいずれかは、計測

回路に供給するために使用できます。バランス+４ｄＢｕ入力の場合、メーターｄB=+４ｄＢｕです。アンバランス入力の場合、メーター０ｄＢ＝-

１０ｄＢＶです。前面パネルのボリューム·ノブはスピーカーのレベルをコントロールします。ＩＮＰＨＡＳＥ ＬＥＤは、オシレーターが出力され

た時、およびメーター入力が同相（０ｄＢレベルまたはそれ以上）にあるとき点灯します。 ＰＴ－ＡＭＧ２は、内部２つの９ボルト電池、または

外部の１２Ｖｄｃ～３０Ｖｄｃサプライのいずれかから動作します。テスト用リードとベンチトップサポート金具が付属しています。バランスライ

ンレベル（入力および出力）は、+４ｄＢｕまたは+６ｄＢｕにユーザによって設定されます。 

 

 

仕様： 

出力（２）：          ＸＬＲ（フロントパネルでマイクまたはライン切り替え可能）、ＲＣＡ（民生用レベル） 

バランス出力レベル（切り替え可能）： +４ｄＢｕまたは+６ｄＢｕ＊（２．５kΩ負荷） 

マイク：                       -４６ｄＢｕ（２．５ｋΩ負荷、+４dB ５０ｄＢ以下） 

アンバランス出力レベル：    -１０ｄＢＶ 

オシレーター周波数：        ノミナル７００Ｈｚ 

出力安定性：            ０．０１ｄＢ以下 

入力（２）：               ＸＬＲ（フロントパネルでマイクまたはライン切り替え可能）、ＲＣＡ（民生用レベル） 

バランス入力レベル（切り替え可能）：  

ライン：                +４ｄＢｕまたは+６ｄＢｕ＊ 

マイク：                -４６ｄＢｕ（+４ｄＢｕ、５０ｄＢ以下） 

アンバランス入力レベル：    -１０ｄＢＶ 

＊リファレンスレベルプリセット：   スイッチにて切り替え、+４ｄＢｕまたは+６ｄＢｕ  

電源仕様：               ９Ｖインターナル（２）または１２～３０Ｖｄｃ外部＠４５ｍＡ 

周辺動作環境：            ０℃～５０℃    



 

 

PTPTPTPT----ASG1ASG1ASG1ASG1    

ポータブルオーディオシグナルジェネレーター 

 

特徴： 

・ 安定したポータブルまたはベンチ・オーディオジェネレータ－ 

・ マイクまたはラインレベル出力を切り替え可能 

・ 高精度のオーディオリファレンスレベル 

・ コネクターによるバランスとアンバランス出力 

・ 標準の９ボルト電池または２４Ｖｄｃによる動作 

・ +４ｄＢｕまたは+６ｄＢｕの精度が安定したリファレンスレベル 

 

 

用途： 

ＰＴ―ＡＳＧ１は、システム検証、アライメント調整およびテストのための安定したオーディオ信号を必要とする用途で使用されるポータブル

又はベンチトップ オーディオオシレーターです。 

 

内部発信機は、１０００Hz などの高周波で動作する発信機に関連している疲労なく信号の聴覚モニターを許容する７００Ｈｚで作動します。７

００Ｈｚの信号は、オーディオシステムのパスバンドに落ちると容易に４００Ｈｚまたは１ｋＨｚの信号のどちらかに区別されます。 

発振器の出力は、正確なベンチトップオーディオテストに適した安定性を有する最終的な出力レベルを調整するゲイン制御されたループ内

のＩｎｔｅｒｎａｌ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ－ｓｔａｂｌｅ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅと比較されます。 

 

ＰＴ－ＡＳＧ１には２つの出力が設けられています。 ＸＬＲバランス出力は、前面パネルのスイッチでＭＩＣまたはＬＩＮＥレベルを選択可能で

す。ラインレベルは出荷時+４ｄＢｕに設定されていますが、+６ｄＢｕにプログラムすることができます。前面パネルのレベルスイッチがＭＩＣ

に設定されている場合、ＸＬＲ出力レベルは-４６ｄＢｕ（+４ｄＢ、５０ｄＢ以下）に設定されています。ユニークな出力ネットワークは、ローイン

ピーダンス（２００Ω）とハイインピーダンス（＞１ｋΩ）マイクプリアンプに同じ出力レベルを生成します。 

 

ＰＴ－ＡＳＧ１は、内部９ボルト電池から、または外部１２Ｖ～３０Ｖｄｃ電源いずれかから動作します。テスト用リードとベンチトップサポート金

具が付属しています。バッテリーコンパートメント内のスイッチは、バランスラインレベル出力を 

+４ｄＢｕまたは+６ｄＢｕにユーザーがプリセットすることができます。 

 

 

仕様：  

出力（２）：           ＸＬＲ（フロントパネルでマイクまたはライン切り替え可能）、ＲＣＡ（民生用レベル） 

バランス出力レベル（切り替え可能）： +４ｄＢｕまたは+６ｄＢｕ＊（２．５kΩ負荷） 

マイク：                       -４６ｄＢｕ（２．５ｋΩ負荷、+４dB、５０ｄＢ以下） 

アンバランス出力レベル：     -１０ｄＢＶ 

オシレーター周波数：        ノミナル７００Ｈｚ 

出力安定性：             ０．０１ｄＢ以下 

＊リファレンスレベルプリセット：   スイッチにて切り替え +４ｄＢｕまたは+６ｄＢｕ  

電源仕様：               ９Ｖインターナル（２）または１２～３０Ｖｄｃ外部＠４５ｍＡ 

周辺動作環境：            ０℃～50℃    



 

 

ＰＴ－ＩＣ１ＰＴ－ＩＣ１ＰＴ－ＩＣ１ＰＴ－ＩＣ１    

ＰＴ－ＡＭＧ２またはＰＴ－ＡＳＧ１用キャリングケース 

 

特徴： 

・ ＰＴ－ＩＣ１は、１つまたは２つのＲＤＬ®ポータブルテスター、電源および関連するテスト用リードを収納運ぶための

コンパクトなパッド入りナイロンケースです。 

・ キャリングハンドルとショルダーストラップの両方が用意されています。カバーは、アライメントツール用ジッパーポ

ーチを備えています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡｕｄｉｏＡｕｄｉｏＡｕｄｉｏＡｕｄｉｏ    



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＣＨ８ＣＨ８ＣＨ８ＣＨ８    

チャイムジェネレーター  －８電子チャイム 

 

 

特徴： 

・ 個々に選択可能な８つの電子チャイム 

・ １回またはリピートの選択が可能なチャイム 

・ 合成した倍音ベルで自然な音に 

・ 外部チャイムを作動 

・ バックミュージックや呼び出し音の入力 

・ 自動ダッキング 

 

用途： 

ＦＰ－ＣＨ８は電子チャイムジェネレーターで、８つの合成チャイムを生成します。各チャイムは自然な音響効果を生み出すように選択され

た最大３音色、３和音から成ります。チャイムは単音ものや連続した音色のものもあります。８つのチャイムはそれぞれグラウンドへ外部か

ら接地する事によって作動します。グラウンドへのモメンタリクローズは、チャイムを開始する必要があります。ＣＯＮＴ（連続の）端子が１つ

追加されています。ＣＯＮＴ端子が接地していない限り各チャイムは一度再生されます。連続（ＣＯＮＴ）機能では、ＣＯＮＴ端子が非接地にな

るまでチャイム音が鳴ったり、リピートしたりします。この機能ではＣＯＮＴ端子がリリースされるまでチャイム音（Ｃｈｉｍｅｓ４と８）の持続時間

が延長されます。ＢＧＭや呼び出し音声はＭＵＳＩＣ ＩＮ入力に接続されます。チャイムを再生すると、音楽ソースはすぐに前面パネルのＤ

ＵＣKＩＮＧトリマーの設定レベルにフェードします。ダッキングフェイドの深度は０ｄＢから完全にｏｆｆまでの間で調整可能で、チャイムに音楽

をミックスしたり、音楽を割り込ませたりすることが可能です。音楽がダッキングされたり、チャイムが再生されている間、前面パネルのＣＨＩ

MING インジケーターが光ります。ＷＡＩT やＩＧＮＯＲＥ端子はチャイム動作を止めたり遅らせたりする時に使用します。 

 

チャイムのパターン：単音、２音、３音、ベル音、マニュアル音、降下３音、Ｅｕｒｏｓｉｒｅｎ、マルチ警告音 

 

 

仕様： 

Ｍｕｓｉｃ入力：  ５０ｋΩバランス／アンバランス、最大+２２ｄBu 

周波数特性：  ２０Hz～５０ｋHz（±０．５ｄB） 

THD+N：   ０．０５以下（ユニティゲイン、５０Hz～２０ｋHz） 

+４ｄBu 以下のノイズ：  -７０ｄB（ユニティゲイン） 

ヘッドルーム：  １６ｄB 以上（+４ｄBu 以上） 

ゲイン：   ユニティ～+２２ｄB（調整可能） 

ダッキングフェイド深度：  ０ｄB～完全に Off（調整可能） 

出力：   １５０Ωバランス、+４ｄBu または７５Ωアンバランス 

トリガー入力（８）：  高→低変換のトリガー、０．５ｍA 

コントロール入力（３）：  WAIT（再生のディレイ）、IGNORE/Abort（再生しない）、CONT（連続再生） 

コントロール出力（２）：  CHIMING（オープンコレクター Ｌｏｗ＠２５ｍA）、EOC（Ｌｏｗ チャイムの終わりで１００ｍS ） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１００ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．４６×８．２６×１２．７ 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＭＲＭＲＭＲＭＲ２２２２    

メッセージリピーター 

 

特徴： 

・ １つのメッセージを繰り返し再生 

・ 高品質のメッセージ録音 

・ 最大１．７分デジタルメッセージを保存 

・ 外部メッセージ作動 

・ メッセージのリピート再生用、間隔タイマー 

・ メッセージの再生を繰り返す 

・ BGM 入力 

・ 自動ナレーター／音楽ダッキング 

 

 

用途： 

ＦＰ－ＭＲ２は、１つのメッセージを 1 分４０秒まで電子保存装置に録音可能なメッセージリピーターです。 このメッセージはグラウンドへ外

部から接地する、または前面パネルのＳＴＡRT ボタンを使用してマニュアルで再生します。メッセージはＦＰ－ＭＲ２にある間隔タイマーを

使用して定期的に再生することも可能です。バランスラインレベルのＭＵＳＩＣ入力でＢＧＭを接続させることができ、関連する入力ポテンシ

ョメーターにより音楽レベルをインストーラーが設定することができます。メッセージの再生が始動すると、音楽が小さくなります。メッセー

ジの最後に音楽レベルがまた元の大きさにもどります。前面パネルのＤＩＰスイッチは、音楽をメッセージ（ノミナル-２０ｄＢ）の後ろで、小さ

いレベルでセットするか、または完全にオフにします（音楽付きのメッセージを使用する時）。モジュール出力レベルはノミナル+４ｄＢu バラ

ンスです。出力レベルは適切な音楽と録音レベルをセットするために使用するＲＤＬデュアルＬＥＤ VU メーターに表示されます。 

 

メッセージは設置時に一度録音され、その後繰り返し再生されます。メッセージはいつでも再録音することができ、電源がモジュールから

抜かれてもメッセージは消えません。録音入力は標準-１０ｄＢＶ民生用レベルのアンバランスRCA フォノジャックです。デュアルＬＥＤメータ

ーに表示される正確な録音レベルにセットするため、入力レベルトリマーがあります。前面パネルのＲＥＣＯＲＤ ＥＮＡＢＬＥプッシュボタン

は、メモリにあるメッセージを消したり、録音が可能です（ＲＥＣＯＲＤ ＥＮＡＢＬＥのＬＥＤで表示されます）。ＳＴＡＲＴボタンを押すとモジュー

ルが録音が開始し、ボタンを離すまで録音を続けます。ＲＥＣのＬＥＤは録音中に光ります。内臓のオーディオコンプレッサは、信号ダイナミ

クスに聞こえる程の大きな影響を及ぼすことなく、一貫性のある平均録音レベルのレベル変動２０ｄＢ入力以上を維持します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＦＰ－ＭＲ２  

 

 

仕様： 

RECORD 入力 

入力：  １０ｋΩアンバランス 

入力レベル： -２０ｄＢＶ～０ｄＢＶ 

周波数特性： ８０Ｈｚ～１２ｋＨｚ（±１．５ｄＢ） 

+４ｄＢ以下のノイズ：  -６５ｄB 以下 

MUSIC 入力 

入力： ５０ｋΩバランス／アンバランス 

+４ｄＢｕ出力用入力レベル： -１８ｄＢｕバランス（-２０ｄＢＶアンバランス）～+１８ｄＢｕバランス（+１６ｄＢＶアンバランス） 

周波数特性： ３０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±１ｄｂ） 

ＴＨＤ+Ｎ： ０．０５％以下（１ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ未満のノイズ： -７０ｄＢ（ユニティゲイン） 

ＣＭＲＲ： ７０ｄＢ（５０～１５０Ｈｚ） 

出力： １５０Ωバランス／７５Ωアンバランス 

出力レベル： ノミナル+４ｄＢｕ 

コントロール入力（２）： ＴＲＩＧ及びＤＩＳＡＢＬＥ、Pull 接地、１ｍＡ 

コントロール出力（２）： ＰＬＡＹＩＮＧ及びＥＯＭ、オープンコレクター＠２５ｍＡ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠６０ｍＡ、接地準拠 

周囲動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．４６×８．２６×１２．７ 



 

 

ＳＴＰＳＴＰＳＴＰＳＴＰ－－－－１１１１    

ユニバーサルオーディオアッテネーター   －２チャンネル 

 

特徴： 

・ オーディオレベルの減衰 

・ 機器にオーディオレベルを調整 

・ オーディオレベルをプリセット 

・ オーディオレベルを正確に合わせる 

・ オーディオ入力ヘッドルームの拡大 

・ １つのパッケージに２つの調整可能アッテネーター 

 

用途： 

ＳＴＰ－１はオーディオレベルの減衰を必要とする固定取り付けが可能な１組の便利なアッテネーターパッドです。低価格のＳＴＰ-１は、こ

れまでコストがかかっていた固定パッドの組み立て作業の費用や手間を削減します。ＳＴＰ－１内のマルチターン式トリマーにより、いずれ

のジャンパーや、外部抵抗に接続する必要がなく、正確なレベル調整が可能になります。ＳＴＰ－１はハイ／ローインピーダンス、バランス

／アンバランス回路のいずれかで動作します。容易な設置用に、配線系統の説明がケースに印刷されています。 

 

 

仕様： 

ノミナルインピーダンス：  ＨI－ｚ、１０ｋΩ；ＬO－ｚ、６００Ω 

調整：   ドライバートリマー調整、１５ターン連続 

回路タイプ：   パッシブ （モデファイドＨ＆Ｔ Ｐａｄ） 

接続： ユーロ型ターミナルブロック（１４～２４ゲージワイヤー適合） 

  端子不要；入出力接続の説明はＳＴＰ－１上に記述 

最大信号入力： 

ＨＩ－ｚバランスライン：  +３３ｄＢｕ、３５Ｖ ＲＭＳ 

ＬＯ－ｚバランスライン：  +２７ｄＢｕ、１８Ｖ ＲＭＳ 

ＨＩ－ｚアンバランスライン： +３５ｄＢｕ、４５Ｖ ＲＭＳ 

基準レベル：  ラインレベル；+１０ｄＢｕ～-１０ｄＢｕ 

   マイクレベル；-４５ｄＢｕ～-６５ｄＢｕ 

電源仕様：   パッシブ（電源不要） 

周辺動作環境：  -２０℃～６０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＶＰ１ＶＰ１ＶＰ１ＶＰ１    

ボイス・オーバー／ページングモジュール－手動 

 

特徴： 

・ 高品質のボイス・オーバー（ナレーション）ミキシング 

・ ノイズの無いページング 

・ ページング又は“ボイス・オーバーに”適応したシングル入力 

・ ＦＡＤＥアンダーもしくはハードＣＵＴが選択可能 

・ フェードＤＥＰＴＨ及びＲＡＴＥが選択可能 

・ ソフトオーディオ切り替え 

 

用途： 

ＳＴ－ＶＰ１は２つの入力ソース間でユーザーが調整、もしくはフェードやカットのコントロールが求められるボイス・オーバーページングに

使用します。また、このユニットは正確且つ一貫したフェードレベルが求められるボイス・オーバーに最適です。ＲＤＬ®ＳＴ－ＡＣＲ製品との

併用の際に自動操作が実現します。 

 

仕様： 

ＭＵＳＩＣソース： 

周波数特性：  １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０１％以下 

ミュート時の減衰：  ６５ｄＢ以上 

 

ＶＯＩＣＥソース： 

周波数特性：  ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０１％以下 

ミュート時の減衰：  ８０ｄＢ以上 

 

COMON(共通)： 

入力レベル：  +４ｄＢｕバランス（アンバランスに接続可） 

出力：   +４ｄＢｕバランス（アンバランスに接続可） 

ゲイン（いずれかの入力）： ユニティ（バランス入出力） 

ノイズ：   -８５ｄＢ以下（＋４ｄＢｕ出力基準） 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上（+４ｄＢｕ基準） 

フェードレート：  ０．３～１．３秒で調整可能（２０ｄＢフェード時）２～１．０秒で調整可能（１２ｄＢフェード時） 

フェードデプス（音楽入力）： ３ｄＢ～４０ｄＢで調整可能 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠４５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＶＰ２ＶＰ２ＶＰ２ＶＰ２    

オートマチックダッキングモジュール 

 

特徴： 

・ 完全自動ボイス・オーバーミキシング 

・ ノイズの無いページング 

・ フェードデプスが調整可能 

・ 音楽をフェードオフで完全に消す設定 

･ リカバリーレートが調整可能 

・ ＭＵＳＩＣ入力にＡＧＣコンプレッサー内蔵 

 

用途： 

ＳＴ－ＶＰ２は、ページングアンプのラインレベル入力にも配線する事が出来ます。ラインレベルＭＵＳＩＣソースにはレシーバー、サテライト

デコーダー、テープやＣＤソースから供給されます。ラインレベルＶＯＩＣＥソースはラインレベルでのテレフォンページングシステム、もしく

はラインレベルまで事前に増幅されたマイク（参照：ＲＤＬ®ＳＴＭ－１、ＳＴＭ－２、ＳＴＭ－２Ｘ、ＳＴＭ－３、ＳＴＭ－ＬＤＡ３マイクプリアンプ）

から供給されます。ページが開始されると、モジュールは自動的に入力されたオーディオを検知し、音楽を希望のレベルまで下げ、そして

ページが終了すると、モジュールは自動的に音楽のレベルを上げます。次のページング信号を受けるまで、ＶＯＩＣＥ入力は完全にオフに

なります。モジュール前面にある２つのＬＥＤインジケーターを用いる事により、セットアップが容易に行えます。２系統の入力のそれぞれ

が正しい操作レベルを表示する為にＬＥＤが付いています。 

 

ＭＵＳＩＣ入力には、様々な音楽ソースに対して均一な音量を生成して明瞭さを産み出し､そしてボイスオーバーの間にＭＵＳＩＣ入力レベル

が大きすぎる事によるＶＩＯＣＥ入力信号のマスキングを防ぐための、ＡＧＣ／コンプレッサー機能が付いています。 

 

仕様： 

入力（２）：   バランスラインレベル（又はアンバランス） 

入力インピーダンス：  ２０ｋΩ 

入力信号範囲：  -２０ｄＢｕ～+１８ｄＢｕ 

出力：   ０ｄＢｕアンバランス（６００Ω） 

ゲイン：   マルチターン式ポテンショメーター使用により調整可能 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０２％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、非圧縮） 

周波数特性：  ２５Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１ｄＢ） 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下 

インジケーター（２）：  適切なＭＵＳＩＣレベルを表示するＬＥＤ：１ 

   適切なＶＯＩＣＥレベルを表示するＬＥＤ：１ 

ＡＧＣ／コンプレッサー：  １８ｄＢレンジ；標準入力レベルで６ｄＢ圧縮 

アタックタイム：  ２５ｍｓ 

リリースタイム  ２．５ｓｅｃ 

ＶＯＩＣＥトリガーレベル：  操作レベル以下２４ｄＢ 

音楽フェードデプス：  ０～２５ｄＢで調整可能またはＯＦＦ 

音楽リカバリーディレイ：  ２～４秒で調整可能 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３５ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃      



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＣＸＣＸＣＸＣＸ２２２２    

２バンド・アクティブラインレベル・クロスオーバー 

 

特徴： 

・ アクティブ・低域周波数ウーファーイコライゼーション 

・ アクティブ・フルレンジイコライゼーション 

・ イコライゼーションが調整可能 

・ ループ・スルー出力を備えたクロスオーバー 

・ 低ノイズ、低歪みクロスオーバー 

・ ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成 

 

用途： 

ＳＴ－ＣＸ２はオーディオパワーアンプを駆動するための、ラインレベル２バンドクロスオーバーです。入出力はバランスで、必要に応じて

アンバランス接続が可能です。入力は+４ｄＢｕラインレベル信号を受けます。モジュールはノミナルユニティゲインで動作します。 

 

ＦＵＬＬ ＲＡＮＧＥ出力は、ウーファー（１００Ｈｚ未満）を含まないフルレンジスピーカーシステムに使用するようデザインされています。通過

帯域は１００Ｈｚ～３０ｋＨｚで、２ｋＨｚが中心のイコライゼーション調整を持っています。中帯域のオーディオ周波数最大８ｄＢ減衰まで供給す

るスマイルカーブを適用することによって、システム全体の性能を大幅に向上させることができます。 

 

ＷＯＯＦＥＲ出力はフルレンジスピーカーとは別にウーファーを増幅して使用するために設計されています。通過帯域は、フラットにセットさ

れている時には４０Ｈｚ～１６５Ｈｚで、５０ｋＨｚが中心のイコライゼーションＢＯＯＳＴ調整を持っています。 

 

サブウーファーを組み込んだシステムでは、ＬＯＯＰ ＴＨＲＵ出力がＲＤＬ®ＳＴ－ＣＸ２５サブウーファークロスオーバーの入力に接続しま

す。ＳＴ－CX２は、接地準拠やフローティング、バイポーラー２４Ｖｄｃ電力から直接操作するためにＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成を備

えています。 

 

仕様： 

入力：   ５０ｋΩバランスラインレベル（+４ｄＢｕ） 

出力（２）：   １５０Ωバランスラインレベル（+４ｄＢｕ） 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上 

ゲイン：   ユニティ（ノミナル、イコライゼーションはフラットにセット） 

帯域外のロールオフ：  １８ｄＢ／Ｏｃｔ 

フルレンジ出力 

周波数特性：  １００Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０７５％（１００Ｈｚ～３０ｋＨｚ） 

残留ノイズ：   -８０ｄＢ以下（-４ｄＢｕ基準） 

ウーファー出力 

周波数特性：  ４０Ｈｚ～１６５Ｈｚ（+/-０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０２５％（４０Ｈｚ～１６５Ｈｚ） 

残留ノイズ：   -９５ｄＢ以下（-４ｄＢｕ基準） 

電源仕様：   接地準拠またはフローティング、２４Ｖｄｃ＠４０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴ－ＣＸ２ＳＳＴ－ＣＸ２ＳＳＴ－ＣＸ２ＳＳＴ－ＣＸ２Ｓ    

サブウーファー・クロスオーバーフィルター 

 

特徴： 

・ アクティブサブウーファー・イコライゼーション 

・ ステレオソースからのサブウーファー信号 

・ 低域ブーストの調整が可能 

・ 低ノイズ、低歪みクロスオーバー 

・ アクティブクロスオーバー構成 

・ ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成 

 

用途： 

ＳＴ－ＣＸ２５はＲＤＬ®ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズのサブウーファー信号用イコライザです。ＳＴ－ＣＸ２ＳはＲＤＬ®優れた性能と共にイコライゼ

ーション調整を柔軟に行うことができます。 

 

ＳＴ－ＣＸ１Ｓは、バランスまたはアンバランスで配線できる２系統の独立し、絶縁されたバランスブリッジ入力を備えています。出力ドライ

バーは１５０Ωバランスで、ロー／ハイインピーダンスバランス／アンバランスラインを動作します。このモジュールは６３Ｈｚでユニティゲ

イン（バランス入力からバランス出力）にて動作します。ＢＯＯＳＴコントロールにより、３２Ｈｚでフラットから+５．５ｄＢ迄の出力調整が可能で

す。 

 

ＳＴ－ＣＸ２５は、接地準拠やフローティング２４Ｖｄｃまたはバイポーラー電源から直接操作するために、ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成

を備えています。 

 

仕様： 

入力（２）：   ５０ｋΩバランスラインレベル（+４ｄＢｕ） 

出力：   １５０Ωラインレベル（+４ｄＢｕ） 

出力帯域幅：  ２２Ｈｚ～８０Ｈｚ（ＢＯＯＳＴ調整可能） 

高域周波数減衰：  ４５ｄＢ以上（４００Ｈｚにて） 

ゲイン：   ６３Ｈｚユニティ；３２Ｈｚでフラット～+５．５ｄＢまで調整可能 

ヘッドルーム：  ３０Ｈｚにて最小１８ｄＢ（最大ブースト）、２２ｄＢ基準 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下 

入力ＣＭＲＲ：  ６０ｄＢ以上（３０Ｈｚまたはそれ以上） 

残留ノイズ：   -９０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ基準）、９５ｄＢ標準 

電源仕様：   接地準拠またはフローティング、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９         



 

 

ＳＴ－ＨＰ３ＳＴ－ＨＰ３ＳＴ－ＨＰ３ＳＴ－ＨＰ３    

ハイパスフィルター    －３００Ｈｚ・５００Ｈｚ 

 

 

特徴： 

・ ホーン型スピーカーのプロテクション 

・ ３００Ｈｚ未満の低域の減衰 

・ ５００Ｈｚ未満の低域の減衰 

・ ラインレベル入出力 

・ フィールド調整を必要としないフィルタリング 

・ ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成 

 

用途： 

ＰＡ用ホーンスピーカーへの低域周波数による損傷防止のために、パワーアンプへの入力にラインレベル・フィルターが必要な場合、ＳＴ

－ＨＰ３は理想的な選択肢です。 

ＳＴ－ＨＰ３には入力が１系統、フィルター出力が３００Ｈｚハイパスと５００Ｈｚハイパスの２つが付いています。入出力は共にバランスで、必

要に応じてそれぞれアンバランスに配線することも出来ます。入力はラインレベル（ノミナル+４ｄＢｕ）オーディオを受けます。モジュールは

ユニティーゲイン（バランス入出力）で動作します。出力２つは同時に使用が可能です。 

 

ＳＴ－ＨＰ３は、接地準拠、フローティングまたはバイポーラー２４Ｖｄｃ電力から直接操作するためにＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成を備

えています。 

 

仕様： 

入力：   ２０ｋΩバランスラインレベル（+４ｄBu） 

出力（２）：   １５０Ωバランスラインレベル（+４ｄBu） 

ヘッドルーム：  １８ｄB 以上 

減衰カーブ：  １８ｄＢ／オクターブ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０１％以下 

残留ノイズ：   -９０ｄB 以下（+４ｄBu 基準） 

インサーション損失：  ２ｄＢ以下 

３００Ｈｚ出力：   

周波数特性：  ３００Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ）、 -３ｄB 周波数：２２５Ｈｚ 

５００Ｈｚ出力：   

周波数特性：  ５００Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±１．０ｄＢ）、 -３ｄB 周波数：４５０Ｈｚ 

電源仕様：   接地準拠またはフローティング ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９            



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ－－－－ＭＬＤＭＬＤＭＬＤＭＬＤ４４４４    

マイク／ライン用ディストリビューションアンプ   －１×４ 

 

ＲＵ－ＭＬＤ４ＴＲＵ－ＭＬＤ４ＴＲＵ－ＭＬＤ４ＴＲＵ－ＭＬＤ４Ｔ    

１×４マイク／ライン用ディストリビューションアンプ   －１×４ トランス付 

 

特徴： 

・ ４出力ディストリビューションアンプ 

・ 前面パネルにＸＬＲ入出力ジャック 

・ ユーロ型ターミナルブロックの入出力 

・ マイク／ライン入力が切り替え選択可能 

・ マイクゲイン／ファンタムが切り替え選択可能 

・ 入力にゲイントリム付き 

・ マイクとラインの切り替えは各出力で選択可能 

 

用途： 

ＲＵ－ＭＬＤ４は４チャンネルのオーディオディストリビューションアンプです。入力と４系統の出力は前面パネルのＸＬ

Ｒジャックか、背面パネルのユーロ型ターミナルブロックのいずれかに接続できます。入力は、バランスマイクまたは

ラインレベル信号を受けます。４系統の出力はそれぞれマイクまたはラインレベル信号のいずれかを供給します。前

面パネルのＸＬＲコネクタと背面パネルの端子はどちらも常に動作状態です。ＲＵ－ＭＬＤ４は、ＸＬＲジャックを表に向

けてラックマウントすることも可能ですし、ＲＤＬ®ＲＵ－ＦＰ１フィラーパネル／リバースマウントキットを利用して、逆向

きにマウントすることも可能です。 

 

各オーディオ入力は、ＭＩＣとＬＩＮＥレベルの切り替えために、背面パネルにスイッチが装備されています。２個の追加

スイッチは、ＬＯ／ＨＩゲインや２４Ｖｄｃファンタムの有効／無効といった、ＭＩＣ入力の設定を行うことができます。２つ

のマイクゲイン設定により様々なダイナミックマイクそして民生用マイクの接続が可能になります。各出力はＭＩＣまた

はＬＩＮＥのいずれか関連したレベル設定を行うために、背面パネルに別々のスイッチ装備されています。オーディオ

出力は互いに絶縁され、バランスまたはアンバランスに配線できます。ゲイントリムは前面パネル・コントロールに装

備されています。ＲＤＬ®デュアルＬＥＤ ＶＵメーターは、ゲイントリマーの上に設けられています。メーターは出力をラ

インレベルに設定するために+４ｄＢＵを表示するよう調整します。背面パネルには２４Ｖｄｃ電源を接続するためにユ

ーロ型ターミナルブロックと電源入力ジャックがあります。ＲＵ－ＭＬＤ４Ｔの各出力はスタジオ品質のオーディオ出力ト

ランスを搭載しています。 

 



 

 

ＲＵ－ＭＬＤ４ 

 

 

仕様： 

入力：    ＸＬＲ（前面パネル）、ユーロ型ターミナルブロック（背面パネル） 

入力レベル（+４ｄＢｕ出力用）：   ＭＩＣ／ＬＩＮＥ選択切り替え可能（背面パネル） 

    マイク：-４８ｄＢｕ～-３ｄＢｕ（ＬＯ ＧＡＩＮ）；-６５ｄＢｕ～-２０ｄＢ（ＨＩ ＧＡＩＮ）  

                      ライン：-１５ｄＢｕ～+２８ｄＢｕ  

入力インピーダンス：   マイク：２ｋΩバランス、ファンタム２４Ｖ切り替え可能（ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２） 

    ライン：１０ｋΩ；アンバランス接続可能 

出力（４）：    ＸＬＲ（フロントパネル）、ユーロ型ターミナルブロック（背面パネル） 

出力レベル：   ＭＩＣ／ＬＩＮＥ選択切り替え可能（背面パネル） 

出力インピーダンス：   １５０Ωバランス        

ゲイントリム：        前面パネルで調整可能 

                     マイク：オフ～５２ｄＢゲイン（ＬＯ ＧＡＩＮ）；オフ～６９ｄＢゲイン（ＨＩ ＧＡＩＮ） 

                     ライン：オフ～２０ｄＢゲイン 

周波数特性：   マイク：８０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．７５ｄＢ），１０ｄＢ以下＠２０Ｈｚ（ハイパスフィルター必須） 

                      ライン：１５Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：                ０．１％以下（マイク）；０．００５％（ライン） 

ＣＭＲＲ：                ６０ｄＢ以上（マイク）；５０ｄＢ以上（ライン） 

残留ノイズ：              （＋４ｄＢ以上ＬＩＮＥ出力 ，－４５ｄＢｕＭＩＣ出力） 

    マイク：-７９ｄＢ（５０ｄＢゲイン）；-７０ｄＢ（マイク６０ｄＢゲイン）；ライン：-８５ｄＢ 

ヘッドルーム：             ２０ｄＢ以上（+４ｄＢｕ以上 ＬＩＮＥ出力） 

電源仕様：    接地準拠、２４Ｖｄｃ＠９０ｍＡ 

周辺動作環境：   ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ４．３×１５．０×１１．８ 



 

 

ＲＵ－ＡＤＡＲＵ－ＡＤＡＲＵ－ＡＤＡＲＵ－ＡＤＡ８８８８ＤＤＤＤ    

オーディオディストリビューションアンプ 

 

 

特徴： 

・ ８出力・ステレオオーディオ分配 

・ １６出力・モノラルオーディオ分配 

・ 前面パネルに入力レベルトリマー 

・ 各入力チャンネル用デュアルＬＥＤ・ＶＵメーター 

・ 前面パネルに出力レベルトリマー 

・ 背面パネルのユーロ型ターミナルブロック入出力 

・ 要求の高い用途のための優れたオーディオ品質 

 

 

用途： 

ＲＵ－ＡＤＡ８Ｄは、入出力ゲイン調整と入力レベルメーター付の８チャンネルステレオ・オーディオ分配アンプです。モジュールはモノ信号

を１６まで分配供給するためにモノで動作することもできます。入出力は背面パネルのユーロ型ターミナルブロックに接続されます。 

 

２つのラインレベル入力はそれぞれバランスまたはアンバランス信号のいずれかを受けます。各入力は前面パネルにＩＮＰＵＴ ＧＡＩＮトリ

マーが装備されています。アンバランスの-１４ｄＢＶとバランスの+９ｄＢｕにかけての入力信号レベルは、デュアルＬＥＤ ＶＵメーターに表

示され、適切な動作レベルに設定できます。これにより全ての通常動作レベルにおいて十分なヘッドルームを確保します。最大入力レベル

は+２５ｄＢｕです。 

背面パネルスイッチはステレオとモノ動作の切り替えを行います。モノの位置では入力Ａ（レフト）を使用し、全１６の出力チャンネルを作動

します。モジュールをモノラルシステムで使用する時は、入力Ａのみ配線します。 

 

オーディオ出力は各々絶縁されており、バランスまたはアンバランス配線が可能です。各出力は前面パネルにＯＵＴＰＵＴ ＬＥＶＥＬコントロ

ールを調整するネジが設けられています。このゲイン・ポテンショメーターはバランス+４ｄＢｕ出力レベルを基準に、-９ｄＢ～+６ｄＢの範囲

で調整することが可能です。アンバランス-１０ｄＢＶ出力を基準にすると各出力ポテンショメーターは-３ｄＢから+１２ｄＢの範囲で調整するこ

とができます。 

 

ＲＵ－ＡＤＡ８Ｄは優れたヘッドルーム、低歪み、優れたクロストークの分離、広範囲でフラットな周波数特性、高い同相信号除去による低ノ

イズを提供します。ＲＵ－ＡＤＡ８Ｄは、プロオーディオ環境の最も重要な用途のために卓越したオーディオ性能を提供します。 

ＲＵ－ＡＤＡ８Ｄは背面パネルのユーロ型ターミナルブロックを介して接続された２４Ｖｄｃで動作します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＲＵ－ＡＤＡ８Ｄ 

 

 

仕様： 

入力（２）：   ステレオ（Ａ／レフト、Ｂ／ライト）、ユーロ型ターミナルブロック上 

入力インピーダンス：  ２０ｋΩバランス／１０ｋΩアンバランス 

入力レベル：  +４ｄＢｕバランス（ノミナル）、+２５ｄＢｕ最大、-１０ｄＢＶアンバランス 

入力ゲイン調整（２）：  -５ｄＢ～+１５ｄＢ（+４ｄＢｕ基準バランス） 

   -３ｄＢ～+１７ｄＢ（-１０ｄＢＶ基準アンバランス） 

入力メーター（２）：  入力Ａ／Ｂ用デュアルＬＥＤ ＶＵメーター 

モノモード：   背面パネルで切り替え選択可能（入力Ａは全１６出力に供給） 

出力（１６）：   ステレオＡ（８）、Ｂ（８）、ユーロ型ターミナルブロック上 

出力インピーダンス：  １５０Ωバランス、７５Ωアンバランス 

出力レベル：  +４ｄＢｕバランス（ノミナル）、+２４ｄＢｕ最大、-１０ｄＢＶアンバランス 

出力レベル調整（１６）：  -９ｄＢ～+６ｄＢ（+４ｄＢｕ基準バランス） 

   -３ｄＢ～+１２ｄＢｕ（-１０ｄＢＶ基準アンバランス） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～１６５ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ）、１０Ｈｚ～３５ｋＨｚ（±０．０１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００２５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

ヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上（+４ｄＢｕ入出力以上） 

ノイズ：   -９２ｄＢ以下（+４ｄＢｕ以下、２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ 出力） 

クロストーク：  -８５ｄＢ以下（２０Ｈｚ～１ｋＨz）、-７０ｄＢ以下（１ｋＨz～２０ｋＨｚ） 

ＣＭＲＲ：   ９０ｄＢ以上（１００Ｈｚ） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠１４０ｍＡ（待機中、ノミナル）、１７０ｍＡ（最大） 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．１８×１４．６×９．０（コネクタ付きの場合９．９ｃｍ） 

 



 

 

ＲＵ－ＡＤＡ４ＤＲＵ－ＡＤＡ４ＤＲＵ－ＡＤＡ４ＤＲＵ－ＡＤＡ４Ｄ    

オーディオディストリビューションアンプ 

 

 

特徴： 

・ ４出力・ステレオオーディオ分配 

・ ８出力・モノラルオーディオ分配 

・ 前面パネルに入力レベルトリマー 

・ 各入力チャンネル用デュアルＬＥＤ・ＶＵメーター 

・ 前面パネルに出力レベルトリマー 

・ 背面パネルのユーロ型ターミナルブロック入出力 

・ 要求の高い用途のための優れたオーディオ品質 

 

用途： 

ＲＵ－ＡＤＡ４Ｄは、入出力ゲイン調整と入力レベルメーター付の４チャンネルステレオ・オーディオ分配アンプです。モジュールはモノ信号

を８つまで分配供給するためにモノで動作することもできます。入出力は背面パネルのユーロ型ターミナルブロックに接続されます。 

 

２つのラインレベル入力はそれぞれバランスまたはアンバランス信号のいずれかを受けます。各入力は前面パネルにＩＮＰＵＴ ＧＡＩＮトリ

マーが装備されています。アンバランスの-１４ｄＢＶとバランスの+９ｄＢｕにかけての入力信号レベルは、デュアルＬＥＤ ＶＵメーターに表

示され、適切な動作レベルに設定できます。これにより全ての通常動作レベルにおいて十分なヘッドルームを確保します。最大入力レベル

は+２５ｄＢｕです。背面パネルスイッチはステレオとモノ動作の切り替えを行います。モノの位置では入力Ａ（レフト）を使用し、全８つの出力

チャンネルを作動します。モジュールをモノラルシステムで使用する時は、入力Ａのみ配線します。 

 

オーディオ出力は各々絶縁されており、バランスまたはアンバランス配線が可能です。各出力は前面パネルにＯＵＴＰＵＴ ＬＥＶＥＬコントロ

ールを調整するネジが設けられています。このゲイン・ポテンショメーターはバランス+４ｄＢｕ出力レベルを基準に、-９ｄＢ～+６ｄＢの範囲

で調整することが可能です。アンバランス-１０ｄＢＶ出力を基準にすると各出力ポテンショメーターは-３ｄＢから+１２ｄＢの範囲で調整するこ

とができます。 

 

ＲＵ－ＡＤＡ４Ｄは優れたヘッドルーム、低歪み、優れたクロストークの分離、広範囲でフラットな周波数特性、高い同相信号除去による低ノ

イズを提供します。ＲＵ－ＡＤＡ４Ｄは、プロオーディオ環境の最も重要な用途のために卓越したオーディオ性能を提供します。ＲＵ－ＡＤＡ４

Ｄは背面パネルのユーロ型ターミナルブロックを介して接続された２４Ｖｄｃで動作します。 

 

仕様： 

入力（２）：   ステレオ（Ａ／レフト、Ｂ／ライト）、ユーロ型ターミナルブロック上 

入力インピーダンス：  ２０ｋΩバランス／１０ｋΩアンバランス 

入力レベル：  +４ｄＢｕバランス（ノミナル）、+２５ｄＢｕ最大、-１０ｄＢＶアンバランス 

入力ゲイン調整（２）：  -５ｄＢ～+１５ｄＢ（+４ｄＢｕ基準バランス） 

   -３ｄＢ～+１７ｄＢ（-１０ｄＢＶ基準アンバランス） 

入力メーター（２）：  入力Ａ／Ｂ用デュアルＬＥＤ ＶＵメーター 

モノモード：   背面パネルで切り替え選択可能（入力Ａは全８出力に供給） 

出力（８）：   ステレオＡ（４）、Ｂ（４）、ユーロ型ターミナルブロック上 

出力インピーダンス：  １５０Ωバランス、７５Ωアンバランス 

出力レベル：  +４ｄＢｕバランス（ノミナル）、+２４ｄＢｕ最大、-１０ｄＢＶアンバランス 



 

 

出力レベル調整（８）：  -９ｄＢ～+６ｄＢ（+４ｄＢｕ基準バランス） 

   -３ｄＢ～+１２ｄＢｕ（-１０ｄＢＶ基準アンバランス） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～１６５ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ）、１０Ｈｚ～３５ｋＨｚ（±０．０１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００２５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

ヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上（+４ｄＢｕ以上；入出力共） 

ノイズ：   -９２ｄＢ以下（+４ｄＢｕ以下、２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ 出力） 

クロストーク：  -９０ｄＢ以下（２０Ｈｚ～５ｋＨz）、-８０ｄＢ以下（５ｋＨz～２０ｋＨｚ） 

ＣＭＲＲ：   ９０ｄＢ以上（１００Ｈｚ） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠８２ｍＡ（待機中、ノミナル）、１２０ｍＡ（最大） 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃         

ケース寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．１８×１４．６×９．０（コネクタ付きの場合９．９ｃｍ） 



 

 

ＲＵ－ＵＤＡ４ＲＵ－ＵＤＡ４ＲＵ－ＵＤＡ４ＲＵ－ＵＤＡ４    

オーディオ・ディストリビューションアンプ     －２×４ ＲＣＡフォノジャック 

 

特徴： 

・ ステレオアンバランスオーディオ・ディストリビューション 

・ 両チャンネルにユニティゲイン 

・ チャンネル毎に４出力 

・ スタンドアローンまたはラックマウント可能 

・ 優れたオーディオ性能 

・ １／３ラック、高密度ラックマウント 

 

用途： 

ＲＵ－ＵＤＡ４はアンバランスラインレベル接続でのディストリビューションが必要な場所に最適な選択肢です。このユニットは２つの別々の

絶得されたチャンネルを備えています。ＲＵ－ＵＤＡ４はステレオのアプリケーションに使用する、あるいは２系統の個別のモノラルディスト

リビューションアンプとして利用できます。入力信号は出力ラインドライバーを通してバッファリングされ、２つの出力それぞれに独立したア

ンバランスラインレベル出力を供給します。 

 

ＲＵ－ＵＤＡ４の性能は業界標準の-１０ｄＢＶ入出力レベルに調整されています。優れた周波数特性や位相特性、低歪、低ノイズ性能の組

み合わせがＲＤＬ製品ではよく知られたオーディオの明瞭性と精度を生み出します。 

 

仕様： 

入力コネクタ（２）：  ＲＣＡフォノジャック 

入力インピーダンス：  １０ｋΩアンバランス 

出力コネクタ（８）：  チャンネル毎に４つのＲＣＡフォノジャック 

出力インピーダンス：  １００Ωアンバランス 

チャンネル：   ２チャンネル（Ｌ及びＲ、もしくは２つ個別に独立したモノラルアンプとして使用可能） 

周波数特性：  ５Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０２０％以下       

ノイズ：   -９０ｄＢ以下（-１０ｄＢＶ） 

クロストーク：  -９０ｄＢ以下（１ｋＨｚ）；-８０ｄＢ以下（１０ｋＨｚ）；-７５ｄＢ以下（２０ｋＨｚ） 

ヘッドルーム：  ２８ｄＢ以上 

電源要件：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周囲動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．３×１５．０×７．７ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＤＡ３ＤＡ３ＤＡ３ＤＡ３    

ラインレベルディストリビューションアンプ    －１×３ 

 

特徴： 

・ ３出力までのオーディオ分配 

・ バランス／アンバランス入出力 

・ ローカルディストリビューションにオーディオラインをブリッジ 

・ インピーダンスを変換して分配ディストリビューション 

・ 増幅もしくは減衰させての分配 

・ ＲＦ保護の入出力 

・ １ｘ３モノ又はステレオ用に２つのユニットを使用 

・ ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成 

 

用途： 

ＳＴ－ＤＡ３はユーザーにオーディオ分配アンプの利点をもたらし、更にどこでも必要な場所で接続することができます。ＳＴ－ＤＡ３により、

あらゆるオーディオラインのブリッジも、ゲインの調整も可能で、そして３チャンネルまでハイ／ローインピーダンスのどちらでも動作し、バ

ランス／アンバランス負荷に対応します｡ＳＴ－ＤＡ３の広帯域回路は、ＲＤＬ製品で知られている卓越した明瞭性、低歪み、低ノイズを作り

出します｡ 

 

ＳＴ－ＤＡ３はＲＤＬのＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成を備えています。モジュールはフローティング２４ＶｄｃまたはバイポーラーＤＣ電源

から直接動作します。ジャンパーがＰＷＲの-（マイナス）端子とモジュールのグラウンド間で接続された場合、モジュールの電源は接地準

拠となります。 

 

仕様： 

入力：   ２０ｋΩバランス又はアンバランス 

入力信号：   -１５ｄBＶ～+２１ｄBu（+４ｄBu 出力用） 

最大入力レベル：  +２４ｄＢｕ 

出力（３）：   １５０Ωバランスまたは７５Ωアンバランス 

出力信号：   バランス： +４ｄＢｕノミナル バランス 

   アンバランス：バランスラインレベル以下 ６ｄＢ 

最大出力レベル：  +２５ｄＢｕ             

周波数特性：  １０Ｈｚ～１００ｋＨｚ（±０．０５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００２％以下（ユニティゲイン） 

ＩＭＤ：   ０．００３％以下（ユニティゲイン） 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -９８ｄＢ以下（ユニティゲイン） 

ヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上（+４ｄＢｕ以上） 

ゲイン：   ユニティ±１７ｄＢ（調整可能） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

電源仕様：   接地準拠またはフローティング、２４Ｖｄｃ＠７０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴＭＳＴＭＳＴＭＳＴＭ－－－－ＤＡ３ＤＡ３ＤＡ３ＤＡ３    

マイクレベルディストリビューションアンプ－１×３ 

 

特徴： 

・ ひとつのマイクを３系統の入力へ供給 

・ 電気およびオーディオの絶縁 

･ スタジオクオリティの性能、低ノイズ、低歪 

・ 優れた位相特性 

・ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ™のコンパクトな多用性 

 

用途： 

ＳＴＭ－ＤＡ３は、コマーシャルサウンド、ブロードキャストおよび録音アプリケーションで使用するためにデザインされています。１．２ｋΩ

のバランス入力は、プロ用のローインピーダンスマイクのロードを除き、幅広いマイク入力レベルを受け入れます。マルチターントリマーは、

施設の標準マイクレベルに一致させるためにプラスもしくはマイナスのどちらかにユーザーが調節可能です。３系統のバランス出力は、出

力ライン間をほぼ完全に絶縁しています。マイク分割トランスシステムとは異なり、ＳＴＭ－ＤＡ３は、オーディオ絶縁を提供します。実際に

は、一つの出力に+４ｄＢｕの信号が供給されると、隣接する出力のノイズフロアを下回ったままであるほど、オーディオの絶縁がとても優れ

ています。ダイレクトショートを含む一つの出力のロードは、他の出力には影響を与えません。 

 

ＳＴＭ－ＤＡ３はＲＤＬの低ノイズのスタジオクオリティのマイクプリアンプの電気的なアーキテクチャに基づいて構築されています。ＳＴＭ－

ＤＡ３ではダイナミックまたはコンデンサーマイクロホンが使用することができます。標準２４Ｖファンタム電圧は、ＰＨＭ端子に供給電圧が

接続された時、ＩＮＰＵＴに供給されます。最適な動作レベルは、端子に隣接して配置されるＲＤＬ®独自のユニークなデュアルＬＥＤ ＶＵメー

ターを用いて設定されます。緑色ＬＥＤは、最適なレベルより１５ｄＢ下で点灯します。緑ＬＥＤの明るさは１５ｄＢの範囲で最小値から最大の

明るさになります。動作レベルが最適レベルを超えると、隣接の赤ＬＥＤが点灯します。これはＳＴＭ－ＤＡ３を外部の検査機器を必要とせ

ず容易に設定することでき、かつ動作レベルはモジュールで監視することができます。 

 

マイクをラインレベルで分配する場合は、ＲＤＬ®ＳＴＭ－ＬＤＡ３を使用します。 

 

 

仕様： 

入力：   １．２ｋΩバランス          

出力（３）：   -４５ｄＢｕ、１５０Ωバランス 

ゲイン範囲：   １７ｄＢ、２５ターントリムポットで調整可能 

   ＣＣＷを完全コントロール：ゲイン＝-５ｄＢ 

   ＣＷを完全コントロール：ゲイン＝１２ｄＢ 

周波数特性：  ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２ｄＢ） 

ＩＭＤ：   ０．１％以下 

ノイズ：   -８０ｄＢ以下（入力：-５０ｄＢｕ以下、出力-５０ｄＢｕ以下） 

ヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上（入力：-４５ｄＢｕ、出力-５０ｄＢｕ） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（１００Ｈｚ～５ｋＨｚ） 

出力アイソレーション：  １３５ｄＢ以上（バランスオーディオ）；１５０ｄＢ以上（コモンモード） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＧＢ６ＧＢ６ＧＢ６ＧＢ６    

ＴＳ－１Ｄモジュール用アース棒 

 

特徴： 

・ 静電気からの防御 

・ 誘導過渡電圧からの防御 

・ ＲＦ障害からの防御 

・ 電磁パルスからの防御 

・ ＣＦ準拠 

 

 

主な仕様： 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ０．９６×３．８１×３０．２ 

素材：   １１０銅合金 

ＥＭＣ Ｓｕｐｐｒｅｓｓｉｏｎ： ＩＥＣ １０００－４－２ ｌｅｖｅｌｓ １ ｔｈｒｏｕｇｈ ３ ＜ 1 V 

ＩＥＣ １０００－４－３ ｌｅｖｅｌｓ １ ｔｈｒｏｕｇｈ ３ ＜ １ Ｖ 

ＩＥＣ １０００－４－４ ｌｅｖｅｌｓ １ ｔｈｒｏｕｇｈ ４ ＜ １ Ｖ 

周辺動作環境：  -１０°～５５ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＦＳ６ＦＳ６ＦＳ６ＦＳ６    

フェライトサプレッサー ／ＲＦフィルタ 

 

特徴： 

・ オーディオもしくはコントロール回路内のＲＦサプレッション 

・ 接地に対して静電容量を持たないサプレッション 

・ 直列抵抗の無いサプレッション 

・ サプレッションされた６つのオーディオ・コンダクター 

・ １０ＭＨｚで１０ｄB 以上減衰 

・ ２００ＭＨｚで２５ｄB 以上減衰 

 

用途： 

ＳＴ－ＦＳ６は、システム内において音響的妨害を生み出すオーディオケーブルに、過度のＲＦレベルが誘導される場合に使用されます。６

つの入出力チャンネル全てを使用する必要はありません。また、配線系統の構成は用途によって変化します。例えばＩＮＰＵＴＳ１と２は、シ

ングルのシールドがペアでグランドに接続されている間に、そのペアのＲＦ抑え込む為に使用されます。他の設置ではシールドをフェライト

で抑え込む事にも有効です。この例では入力１と入力２は信号用に、また入力３はシールド用に使用されます。ＳＴ－ＦＳ６はシールドされ

た、またはシールドされていないオーディオケーブルで使用することができます。シールドケーブルを使用することによって、最良のＲＦの

抑え込みはシールドを接地（接地アースでも、ラックでも）している間、信号コンダクターを抑え込む事によって達成できます。この様な設備

のために、ＳＴ－ＦＳ６はシールド接続用に２つの接地ネジ端子が付いています。これらの２つの端子はモジュールの内部で接続されてい

ません。これらはシールド接地用の連結点の役割をしています。シールドされてないケーブルに使用されている時は、これらの端子は使

用されません。 

 

ＳＴ－ＦＳ６モジュールは６つの同一チャンネルを持ったパッシブ型装置です。全入力は、直列のフェライトＲＦサプレッサーを通してそれぞ

れの出力へ送られます。全チャンネルはそれぞれ他から絶縁されており、どんな結線内容でも設備に合うように使用する事が出来ます。 

 

仕様： 

電源仕様：   パッシブ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 

 

 



 

 

ＴＳＴＳＴＳＴＳ－－－－１Ｄ１Ｄ１Ｄ１Ｄ    

トランジェントサプレッサ 

 

特徴： 

・ 静電気放電からの防御 

・ 誘導過渡電圧からの防御 

・ ＲＦ妨害波からの防御 

・ 電磁パルスからの防御 

・ ＣＥ準拠 

 

用途： 

ＴＳ－１Ｄはオーディオライン上で誘導された過渡的影響からオーディオ入力や出力回路を保護する為のものです。 

 

仕様： 

オーディオ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

インサーションロス：   ０．３ｄＢ以下（バランスブリッジ入力） 

   １．０ｄＢ以下（１５０Ω又は６００Ωバランス入力） 

６ｄＢ以下（６００Ω負荷基準で６００Ωバランスソース） 

電気 

回路数：  ４ （独立回路：４つのアンバランスライン、もしくは２つのバランスオーディオラインの接続用） 

等価直列抵抗、入力から出力： ２０Ω 

等価回路：   ３００ｋＨｚ ＬＰフィルター、６ｄＢ／オクターブ、一体型高電圧切断スイッチ                     

最大動作信号：  ３０Ｖｐ、６０Ｖｐ-ｐ 

ＨＶ切り替えクランプ：  ２４Ｖ動作；最大４８Ｖ 

トランジェントエネルギー： ０．１ジュール 

 

材質 

ケース素材：  電磁不活性プラスチック構成物 

寸法（幅×高さ×奥行きｍｍ）： ４．４５×２．２９ ×６．３５（ターミナルストリップを含む） 

グランドバス（一体型）：  １１０合金銅、幅０．６４ｃｍ ｘ長さ ４．１ｃｍ 

２取り付け穴、＃６（０．３７ｃｍ）クリアランス、取り付けハードウェア含む 

入出力ターミネーション：  ＃６（３．５ｍｍ）固定ネジ端子 

周辺動作環境：  -１０℃～５５℃ 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＢＵＣ２ＢＵＣ２ＢＵＣ２ＢＵＣ２    

バランス‐アンバランス・コンバーター   －２チャンネル 

 

 

特徴： 

・ ステレオバランスからアンバランスオーディオへ変換 

・ コネクタ化されたオーディオコンバーター 

・ 出力レベルトリム 

・ 低ノイズ、低歪での変換 

・ キャビネット、棚、またはラックに取り付け 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™仕様      

 

用途： 

ＦＰ－ＢＵＣ２は、バランスオーディオからアンバランスオーディオへコネクタを使用して変換する際の理想的な選択肢です。このモジュー

ルは２系統の全く同じアクティブ（トランスレス）チャンネル機能が備わっています。接触部が金メッキのＸＬＲジャックはバランス入力チャン

ネルに使用します。各出力はアンバランスで、金メッキのＲＣＡフォノジャックを通して接続されています。各チャンネルにはレベルトリムポ

テンショメーターが付いています。 

ＦＰ－ＢＵＣ２の回路構成は低ノイズ、低歪、優れたヘッドルームやクロストーク性能、そしてオーディオの明瞭さといった特色を持ち、そのいずれ

もＲＤＬ®製品の優れた性能として知られているものです。ＦＰ－ＢＵＣ２の低プロファイル、そしてそのコンパクトなサイズにより、狭いスペースや、

設備ラック内の様々 な場所に取り付けが可能になります。 

 

仕様： 

ＦＰ－ＢＵＣ２毎のアンプ： ２系統の同一回路（ステレオまたはデュアルモノ動作） 

ゲイン：   ±６ｄＢ（+４ｄＢｕ入力で‐１０ｄＢＶ出力に対して調整可能）    

   （各チャンネルを個別にコントロール） 

入力レベル：  ‐２ｄＢｕ～+１０ｄＢｕ（‐１０ｄＢＶ出力用） 

入力インピーダンス：  ２０ｋΩ 

入力構成：   バランスブリッジ 

出力レベル：  ‐１０ｄＢＶ 

出力インピーダンス：  ７５Ω（６００Ωまたは１０ｋΩアンバランスラインを動作） 

出力構成：   アンバランス 

周波数特性：  １０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下（１０Ｈｚ～４０ｋＨｚ） 

ＩＭＤ：   ０．００５％以下 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上（定格出力レベル-１０ｄＢＶ時） 

ノイズ：   ‐９０ｄＢ以下（標準値：‐１０ｄＢＶ、２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

   標準‐９５ｄＢ（標準値：‐１０ｄＢＶ、“Ａ-Ｗｅｉｇｈｔｅｄ”） 

ＣＭＲＲ：   ５０ｄＢ以上（２０Ｈｚ～５ｋＨｚ） 

クロストーク：  ‐９０ｄＢ以上（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．２８×８．２６×１０．３４ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃ 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＵＢＣ２ＵＢＣ２ＵＢＣ２ＵＢＣ２    

アンバランス―バランス・コンバーター    －２チャンネル 

 

 

特徴： 

・ ステレオアンバランスをバランスオーディオに変換 

・ コネクタ化されたオーディオコンバーター 

・ 出力レベルトリム 

・ 低ノイズと低歪 

･ キャビネット、棚またはラックに取り付け 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ－ＰＡＫｓ™仕様 

 

用途： 

ＦＰ－ＵＢＣ２はアンバランスからバランスオーディオへのコネクタ化したコンバーターとして理想的な選択肢です。このモジュールは２つの

独立したチャンネルを持っています。金メッキフォノジャックは各アンバランス入力チャンネル用に使われます。各出力はバランス出力で、

ＸＬＲジャックを通して接続されます。ゲイントリムポテンショメーターが各チャンネルに装備されています。  

 

標準ゲイン設定はトリミングポテンショメーターに表示されています。この設定では-１０ｄＢＶのアンバランス入力に対して+４ｄＢｕのバラン

ス出力となります。ゲインは標準値に対して-５ｄＢから+１０ｄＢの間で調節可能です。従って、 

+４ｄＢｕの出力信号は、-２０ｄＢＶから-５ｄＢＶの範囲で入力信号から可能になります。 

 

仕様： 

ＦＰ－ＵＢＣ２毎のアンプ： ２つの同一回路（ステレオまたはデュアルモノ動作） 

ゲイン：   -５ｄＢ～+１０ｄＢ（-１０ｄＢＶの入力で+４ｄＢｕの出力に対し調整可能） 

（各チャンネルを個別にコントロール） 

入力レベル：  -２０ｄＢＶ～-５ｄＢＶ（+４ｄＢｕ出力） 

入力インピーダンス：  １０ｋΩ 

入力構成：   アンバランス 

出力インピーダンス：  １５０Ωバランス、６００Ωまたは１０ｋΩ負荷を駆動 

出力構成：   バランスまたはアンバランス 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下、標準０．０１％（１ｋＨｚ） 

ＩＭＤ：   ０．０２％以下 

出力レベル：  +４ｄＢｕ 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上（定格出力レベル+４ｄＢｕ時）   

ノイズ：   -８５ｄＢ以下、+４ｄＢｕ基準（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

クロストーク：  -７０ｄＢ以上、（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）； 

   -８０ｄＢ以下以下（標準１ｋＨｚ） 

電源仕様：   接地準拠 ２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．２８×８．２６×１０．３４   

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＦＰ－ＵＢＣ６ＦＰ－ＵＢＣ６ＦＰ－ＵＢＣ６ＦＰ－ＵＢＣ６    

アンバランスからバランスへのコンバーター  －６チャンネル 

 

特徴： 

・ アンバランスからバランスオーディオへの変換 

・ ゲイントリム付きの６チャンネル変換 

・ コネクタ化されたオーディオコンバーター 

・ 低ノイズと低歪変換 

・ キャビネット、棚またはラックへの取り付け 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ－ＰＡＫs™仕様 

 

用途： 

コネクタ形式で複数チャンネルをアンバランスからバランスオーディオへ変換する用途に際し、ＦＰ－ＵＢＣ６は理想的な選択肢です。この

モジュールは同じ特性を持つ６つのチャンネルを有し、民生用の６チャンネルサラウンドサウンドをプロ用オーディオフォーマットへ変換す

る時に最適です。各入力チャンネルはアンバランスで、金メッキフォノジャックを通して接続されます。各出力はバランスで、全出力がＸＬＲ

ジャックを通して接続されます。ゲイントリムポテンショメーターは各チャンネルに装備されています。 

 

標準のゲイン設定はトリミングポテンショメーターに表示されています。この設定では-１０ｄＢＶのアンバランス入力に対して+４ｄＢｕのバラ

ンス出力となります。ゲインは標準値に対して-５ｄＢから+１０ｄＢの間で調節可能です。従って、 

+４ｄＢｕの出力信号は-２０ｄＢＶから-５ｄＢＶで入力信号の設定が可能になります。 

 

仕様： 

ＦＰ－ＵＢＣ６毎のアンプ： 同一の６回路 

ゲイン：   -５ｄＢ～+１０ｄＢの間で調整可能（-１０ｄＢＶの入力で+４ｄＢｕの出力に対し調整可能） 

   （各チャンネルを独立コントロール） 

入力レベル：  -２０ｄＢＶ～-５ｄＢＶ（+４ｄＢｕ出力） 

入力インピーダンス：  １０ｋΩ 

入力構成：   アンバランス 

出力インピーダンス：  １５０Ωバランス、６００Ωまたは１０ｋΩ負荷を駆動 

出力構成：   バランスまたはアンバランス 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ：   ０．０５％以下、標準０．０１％（１ｋＨｚ） 

ＩＭＤ：            ０．０２％以下 

出力レベル：  +４ｄＢｕ 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上（出力レベル+４ｄＢｕ基準） 

ノイズ：   -９０ｄＢ以下、+４ｄＢｕ基準（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

クロストーク：  ８０ｄＢ以上（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．２８×８．２６×２１．７２    

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＲＵ－ＭＬＡ２／ＲＵ－ＭＬＡ２／ＲＵ－ＭＬＡ２／ＲＵ－ＭＬＡ２／ＲＵ－ＭＬＡ２ＲＵ－ＭＬＡ２ＲＵ－ＭＬＡ２ＲＵ－ＭＬＡ２ＴＴＴＴ    

デュアルマイク／ラインプリアンプ 

      

ＲＵ－ＭＬＡ２                                   ＲＵ－ＭＬＡ２Ｔ 

 

特徴： 

・ ２チャンネルオーディオプリアンプ 

・ 前面パネルにＸＬＲ入出力ジャック 

・ ユーロ型ターミナルブロックの入出力 

・ マイク／ライン入力が切り替え選択可能 

・ マイクゲイン／ファンタムが切り替え選択可能 

・ 入力にゲイントリム付き 

・ マイクとラインの切り替えは各出力で選択可能 

 

用途：  

ＲＵ－ＭＬＡ２はデュアルチャンネルオーディオプリアンプです。入出力は前面パネルのＸＬＲジャックか、背面パネルのユーロ型ターミナ

ルブロックのいずれかに接続できます。各入力は、バランスマイクまたはラインレベル信号を受けます。各出力はそれぞれマイクまたはラ

インレベル信号のいずれかを供給します。前面パネルのＸＬＲコネクタと背面パネルの端子はどちらも常に動作状態です。ＲＵ－ＭＬＡ２は、

ＸＬＲジャックを表に向けてラックマウントすることも可能ですし、ＲＤＬ®ＲＵ－ＦＰ１フィラーパネル／リバースマウントキットを利用して、逆

向きにマウントすることも可能です。 

 

各オーディオ入力は、ＭＩＣとＬＩＮＥレベルの切り替えために、背面パネルにスイッチが装備されています。２個の追加スイッチは、ＬＯ／ＨＩ

ゲインや２４Ｖｄｃファンタムの有効／無効といった、ＭＩＣ入力の設定を行うことができます。２つのマイクゲイン設定により様々なダイナミッ

クマイク及びコンデンサーマイクの接続が可能になります。各出力はＭＩＣまたはＬＩＮＥのいずれかに適したレベル設定を行うために、背面

パネルに各々切り替えが装備されています。オーディオ出力はバランスまたはアンバランスで配線することができます。チャンネル間のク

ロストークはノイズレベルより低く、ＲＵ－ＭＬＡ２はステレオプリアンプまたは２つの独立したモノプリアンプとして動作することができま

す。 

 

ゲイントリムは前面パネル・コントロールに装備されています。ＲＤＬ®デュアルＬＥＤ ＶＵメーターは各チャンネルのゲイントリマーの上に

設けられています。メーターは出力をラインレベルに設定するために+４ｄＢＵを表示するよう調整します。 

 

背面パネルには２４Ｖｄｃを接続するための、ユーロ型ターミナルブロックと電源ジャックがあります。ＲＵ－ＭＬＡ２のオーディオ出力はアク

ティブバランスです。ＲＵ－ＭＬＡ２Ｔの各出力はスタジオクオリティのオーディオ出力トランスを搭載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＲＵ－ＭＬＡ２ 

 

 

仕様： 

入力：               ＸＬＲ（前面パネル）、ユーロ型ターミナルブロック（背面パネル） 

入力レベル（+４ｄＢｕ出力用）： ＭＩＣ/ＬＩＮＥ切り替え選択可能（背面パネル）       

                     マイク：-４８ｄＢｕ～-３ｄＢｕ（ＬＯ ＧＡＩＮ）；-６５ｄＢｕ～-２０ｄＢｕ（ＨＩ GAIN） 

                     ライン：-１５ｄＢｕ～+２８ｄＢｕ 

入力インピーダンス：        マイク：２ｋΩバランス、ファンタム２４Ｖ切り替え可能（ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２） 

                     ライン：１０ｋΩ以上バランス；アンバランス接続可能 

出力（２）：   ＸＬＲ（前面パネル）、ユーロ型ターミナルブロック（背面パネル） 

出力レベル：  ＭＩＣ／ＬＩＮＥ切り替え選択可能（背面パネル）  

出力インピーダンス：  １５０Ωバランス 

チャンネル：   ２（ＡとＢ；ステレオまたはデュアルモノ） 

ゲイントリム（２）：  前面パネルで調整可能；１チャンネルあたり 

   マイク：オフ～５２ｄＢゲイン（ＬＯ ＧＡＩＮ）；オフ～６９ｄＢゲイン（ＨＩ ＧＡＩＮ）   

   ライン：オフ～２０ｄＢゲイン 

周波数特性：         

マイク：   ８０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．７５ｄＢ）；１０ｄＢ以下＠２０Ｈｚ（ＨＰＦ必須） 

ライン：   １５Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（マイク）；０．００５％以下（ライン） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（マイク）；５０ｄＢ以上（ライン） 

残留ノイズ（+４ｄＢｕ ＬＩＮＥ出力 

または-４５ｄＢｕ ＭＩＣ出力以下）： マイク：-７９ｄＢ（５０ｄＢゲイン）、-７０ｄＢ（マイク６０ｄＢゲイン） 

ライン：-８５ｄＢ 

クロストーク：  ノイズフロア以下（Ａ→Ｂ、Ｂ→Ａ） 

ヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上（+４ｄＢｕ ＬＩＮＥ出力） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠８０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．３×１５．０×１１．８ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ－－－－ＡＦＣ２ＡＦＣ２ＡＦＣ２ＡＦＣ２    

ステレオオーディオフォーマット・コンバーター 

 

特徴： 

・ 最高のオーディオ性能 

・ アンバランスからバランスオーディオ変換 

・ 追加の合成ＭＯＮＯアウト 

・ ＸＬＲ出力ジャック用グラウンドリフト切り替えスイッチ 

・ バランス―アンバランス変換 

・ 前面パネルのアンバランスＲＣＡフォノ接続 

・ 前面パネル上のバランスＸＬＲ接続 

・ 背面パネルユーロ型ターミナルブロックのバランス接続 

・ 前面パネルのマルチターンＬＥＶＥＬトリマー 

・ 各チャンネルにデュアルＬＥＤ ＶＵメーター 

・ 金メッキコネクタ 

・ 優れたヘッドルームと周波数特性 

・ １／３ラックサイズ、高密度ラック取り付け 

 

用途： 

ＲＵ－ＡＦＣ２ステレオ双方向オーディオフォーマットコンバータです。双方向フォーマットは、ＲＵ－ＡＦＣ２は民生用オーディオ製品のステレ

オ出力を、プロ用基準のバランスに完全に変換することができます。同様に、プロ用オーディオ製品のステレオ出力を民生用基準のアンバ

ランスに変換することができます。ＲＵ－ＡＦＣ２のオーディオの忠実度、低ノイズ、低歪、優れたクロストーク性能は、最も重要な用途に適

しています。ＲＵ－ＡＦＣ２は最終的なオーディオ・インターフェース・パッケージとして利用できるよう、細部に至るまで細心の注意を払って

設計されています。 

 

アンバランスオーディオ接続は、前面パネルのＲＣＡフォノジャックで利用できます。バランスオーディオ接続は、前面パネルのＸＬＲ端子と

背面パネルのユーロ型ターミナルブロックで利用できます。ＸＬＲ出力端子のシールド接続は、背面パネルのグランドリフトスイッチを介して

ケースに接続されています。アンバランス～バランスセクションは、背面パネルのユーロ型ターミナルブロックに、バランスまたはアンバラ

ンス配線で追加のＭＯＮＯ合成出力が含まれています。モノラル出力は、パッチ・ベイ、パワードモニターまたはサブウーファアンプを駆動

するために使用可能です。 

 

レフト及びライトの各出力は、デュアルＬＥＤ ＶＵメーターが装備されています。緑ＬＥＤの明るさはオーディオレベルに比例します。赤ＬＥＤ

は、-１０ｄＢＶのアンバランスまたは+４ｄＢｕのバランスに出力レベルが較正されると点滅します。各出力チャンネルには、前面パネルに個

別にマルチターンレベルトリマーが装備されています。 

 

ＲＵ－ＡＦＣ２は接地準拠の２４Ｖｄｃで動作します。個別に、または完全なオーディオ／ビデオシステムの一部として他のＲＤＬＲＵ－ＡＦＣ２

を組み合わせて使用します。 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＲＵ－ＡＦＣ２ 

 

 

仕様： 

アンバランス～バランスセクション（-１０ｄＢＶ入力 +４ｄＢｕ出力基準） 

入力（２）：   アンバランスラインレベル、最大+２５ｄＢＶ 

入力コネクター（２）：  ＲＣＡフォノジャック（レフト及びライト） 

出力（３）：   +４ｄＢｕバランス（レフト、ライト及びモノラル合成）、最大+２５ｄＢｕ 

出力コネクター（４）：  ＸＬＲ（２）及び／またはユーロ型ターミナルブロック（レフト、ライト）、ユーロ型ターミナルブロック（モノ

ラル合成） 

ゲイン調整：   -２５ｄＢ～+９ｄＢ（+４ｄＢｕ基準） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～１５０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下 

ノイズ：   -９０ｄＢ以下（+４ｄＢ基準） 

クロストーク：  -８０ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

ヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上 

 

バランス～アンバランスセクション（+４ｄＢｕ入力～-１０ｄＢＶ出力基準） 

入力（２）：   バランスラインレベル、最大+２５ｄＢｕ 

入力コネクター（３）：  ＸＬＲ（２）またはユーロ型ターミナルブロック（レフト及びライト） 

出力（２）：   -１０ｄＢＶアンバランス（レフト及びライト）、最大+１７ｄＢＶ 

出力コネクター（２）：  ＲＣＡフォノジャック（レフト及びライト） 

レベル調整：  -２８ｄＢ～+５ｄＢ（-１０ｄＢＶ基準） 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄＢ以上（５０～１２０Ｈｚ） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～１５０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００１％以下 

ノイズ：   -１００ｄＢ以下（-１０ｄＢＶ基準） 

クロストーク：  -９０ｄＢ以下（１０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

ヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠６０ｍＡ（アイドル） １００ｍＡ（最大） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．３×１５．０×１１．１１ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ----ＴＣ１ＴＣ１ＴＣ１ＴＣ１    

テレホンシステムカプラ  －ＣＯラインシミュレーター 

 

特徴： 

・ テルコＣＯラインのシミュレーション 

・ ローカル電話スイッチまたは、機器に接続 

・ ＫＳＵにラジオコントロールもしくはページング機能を追加 

・ ラインが選択されている時にコンタクトクロージャー 

・ 電話切り替えユニットからのオーディオ入出力 

 

用途： 

ＳＴ-ＴＣ１は施設内のテレホンシステムスイッチングユニットＫＳＵに接続されるようになっています。テレホンＣＯラインへ直接接続しては

いけません。ＳＴ-ＴＣ１からの接続は、ＳＴ-ＴＣ１が着信電話回線のように、ＫＳＵ（電話交換器）へ入ります。 

 

ＫＳＵがＳＴ-ＴＣ１へのラインを使用している時に、ページングシステムやラジオシステムなどの多様な装置をコントロールするのに使用す

る事が出来るリレーコンタクトクロージャーが付いています。クロージャーは、ラインが使用されている限り、維持されます。６００Ωのトラン

スで絶縁されたオーディオ信号は、電話切り替えユニットへのオーディオ入力や、同ユニットからの出力に対して有効です。ＳＴ-ＴＣ１はテ

レホンキーパッド、又は他のＤＴＭＦ発生装置からのＤＴＭＦオーディオをパスします。 

 

ＳＴ-ＴＣ１はページングゾーン、或いはラジオシステムインターフェースをテレホンシステムに追加するのに使用できます。テレホンシステ

ム内の装置のいずれかがＳＴ-ＴＣ１と関連するラインをピックアップした場合には、リレーがラジオ又はページング機能を動作させるため

に閉じて、受話器を通して話された音声が放送されます。ＳＴ-ＴＣ１は呼出音調整のついたテレホンラインには接続出来ません。 

 

ＳＴ-ＴＣ１は双方向の通話を提供する為に、ＲＤＬ®ＳＴ-ＶＯＸ１モジュールと一緒に使用する事が出来ます。ＳＴ-ＶＯＸ１は双方向の通話シ

ステムのキーとなるのに必要なＰＴＴ（プッシュ・トゥ・トーク）機能が付いています。 

 

仕様： 

ライン接続：    テレホンシステムに送るオフィスラインのシミュレート 

オーディオ入出力インピーダンス：  ６００Ωバランス 

切り替えコンタクト：   二極式、ダブルスロー 

最大切り替え電源：   ６０Ｗ（２２０Ｖｄｃ，１２５Ｖａｃ，２Ａ） 

電源仕様：    接地準拠、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  １．７×７．６×３．９ 

周囲動作環境：   ０℃～５５℃ 



 

 

ＳＴＡＳＴＡＳＴＡＳＴＡ－－－－１１１１    

デュアル バランス／アンバランスラインアンプ   －１２～２０ｄＢゲイン 

 

 

特徴： 

・ １系統のオーディオラインで最大２０ｄＢゲインまで 

・ バランスからアンバランスに変換 

・ アンバランスからバランスに変換 

・ ハイインピーダンスからローインピーダンスに変換 

・ ローインピーダンスからハイインピーダンスに変換 

・ オーディオラインフォードをブリッジ 

・ 正確にマッチされたオーディオレベル 

 

用途： 

ＳＴＡ－１はブリッジ入力、可変（ゲインもしくはロス）、そしてローインピーダンス出力を持つデュアルチャンネル・ラインレベル・プリアンプ

です。２系統の同一回路は電子ライントランスとラインアンプの両方です。１ペアへゲイン付オーディオトランスのようにＳＴＡ－１を取り付け

ます。忠実なＤＣアンプが卓越したオーディオの明瞭さ、高同相除去、超低歪み及び低ノイズを提供します。ＳＴＡ－１はどのラインアンプ、

インピーダンス、又はバランス／アンバランス変換にも最適です。 

 

ＳＴＡ－１はフローティングまたはバイポーラーｄｃ電源から動作します。接地準拠電源の方が望ましい場所での設置にはＳＴＡ－２Ａデュア

ルハイゲインラインアンプを使用してください。 

 

仕様： 

ＳＴＡ-１毎のアンプ：  ２系統の同一回路（ステレオ又はデュアルモノ動作） 

ゲイン：   ２０ｄＢ（調整可能、各チャンネルに対し個別のコントロール） 

入力インピーダンス：  １０ｋΩブリッジ 

入力構成：   バランス／アンバランス 

出力インピーダンス：  ２００Ωバランス（６００Ω又は１０ｋΩラインを動作） 

出力構成：   バランス／アンバランス 

周波数特性：  ｄｃ～２５ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．００３％～０．００９％（ノミナル０．００５％） 

出力レベル：  +４ｄＢｕ 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ（+４ｄＢｕの定格出力にて） 

ノイズ：   -８０～-８５ｄＢ（+４ｄＢｕ基準）、-９８～-１０３ｄＢ（+２２ｄＢｕ基準） 

ＣＭＲＲ：   -７０ｄＢ～-８０ｄＢ（１００Ｈｚ） 

クロストーク：  ７５ｄＢ以上 

電源仕様：   フローティング、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＵＢＡ２ＵＢＡ２ＵＢＡ２ＵＢＡ２    

アンバランスからバランスへのアンプ   －２チャンネル 

 

 

特徴： 

・ ステレオＩＨＦレベルをステレオＰＲＯレベルへ変換 

・ 追加の合成MONO OUT 

・ 独立して調整可能なゲイン 

・ 接地準拠の変換モジュール 

・ 各チャンネル用デュアルＬＥＤ ＶＵメーター表示 

・ 最高のオーディオ性能 

 

用途： 

ＳＴ-ＵＢＡ２は、アンバランス民生用フォーマット信号からプロ用+４ｄＢｕに変換する必要がある用途で使用されます。ＣＤプレイヤー、カセッ

トデッキ、コンピューターサウンドカード、テレビ、その他多様なアンバランスソースからのオーディオをバランスにするために使用されま

す。モノラル合成出力はパッチベイジャックやモニター、又はサブウーファアンプを動作するために使用されます。 

 

デュアルＬＥＤ VU メーターがレフト及びライト出力用に備わっています。緑色のＬＥＤは１５ｄＢ（+４ｄＢｕ以下）の時に点灯します。緑のＬＥＤ

の輝度は-１１ｄＢが最小で+４ｄＢｕで最大になります。隣接の赤のＬＥＤは+４ｄＢｕで点灯します。 

 

オーディオの明瞭性、低ノイズ、低歪、そして優れたクロストーク性能によりこのモジュールは要求の高い様々な用途に適しています。この

モジュールを他のＲＤＬ®モジュールと一緒に使用することにより、高品質でフレキシブルなオーディオ／ビデオシステムの一部となりま

す。 

 

仕様： 

入力（２）：   アンバランスラインレベル 

入力インピーダンス：  １０ｋΩ 

入力信号範囲：  -２０ｄＢＶ～-１０ｄＢＶ 

出力（３）：   +４ｄＢｕ バランス（レフト、ライト、モノ・サム） 

ゲイン：   ２ｄＢ～２２ｄＢ（調整可能） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．０２％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２ｄＢ） 

ノイズ：   -８５ｄＢ以下（+４ｄＢｕ基準） 

インジケーター（４）：  各チャンネル毎に緑のＬＥＤが１つあり１５ｄＢ範囲（+４ｄＢｕ出力レベル以下）を表示 

ＩＭＤ：   ０．００４％以下 

クロストーク：  -７５ｄＢ以下＠１ｋＨｚ 

   -６０ｄＢ以下＠１０ｋＨｚ 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上（+４ｄＢｕ以上） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴＡＳＴＡＳＴＡＳＴＡ－－－－１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ    

オーディオラインアンプ   －モノ：-１４～１４ｄB ゲイン 

 

特徴： 

・ シングルチャンネルのオーディオラインアンプ 

・ バランス／アンバランス入出力 

・ 負荷回避のためにラインをブリッジ 

・ ハイインピーダンスからローインピーダンスへの変換 

・ ローインピーダンスからハイインピーダンスへの変換 

・ グランウドループを絶縁する機器入力 

・ 正確にマッチされたオーディオレベル 

・ ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™ 電源入力構成 

 

用途： 

ＳＴＡ－１Ｍはいかなるオーディオラインもブリッジし、ゲインの調整やバランスまたはアンバランスラインを動作させる事ができます。回路

設計により、入力はハイインピーダンスまたはローインピーダンスのいずれかのバランス／アンバランス信号を受け入れます。これは、接

地準拠に関わらず差動入力を増幅する楽器用機器の入力段です。出力はハイインピーダンス負荷またはローインピーダンス負荷で動作

する事ができ、更に出力にはバランス／アンバランスのいずれかが接続されます。 

 

ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成はＳＴＡ－１Ｍに含まれます。電源入力はフローティング（接地準拠ではない）の２４Ｖｄｃ電源ソース、もし

くはバイポーラー電源（±１２Ｖｄｃまたは±１５Ｖｄｃ）、または接地準拠２４Ｖｄｃ電源から供給されます。 

 

仕様： 

入力：   １０ｋΩバランスまたはアンバランスブリッジ 

出力（２）：   ロー／ハイインピーダンスを作動させるために１５０Ωバランス、７５Ωアンバランス 

出力信号：   +４ｄＢｕ（ノミナル、調整可能） 

周波数特性：  １０Hz～２０ｋHz（±０．２５ｄB） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．０５％以下 

＋４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：   フルゲインで５０ｄＢ以上（１００Ｈｚ） 

ゲイン：   下記の通りに調整可能 

入力／出力   最小ゲイン／最大ゲイン 

アンバランス／バランス  -７ｄB／+１４ｄB 

バランス／バランス  -７ｄB／+１４ｄB 

バランス／アンバランス  -１４ｄB／+７ｄB 

アンバランス／アンバランス -１４ｄB／+７ｄB 

電源仕様：   接地準拠またはフローティング２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴＡ－２ＡＳＴＡ－２ＡＳＴＡ－２ＡＳＴＡ－２Ａ    

デュアルハイゲインラインアンプ 

 

特徴： 

・ オーディオラインで最大２４ｄＢゲインまで 

・ アンバランスとバランスの変換 

･ ハイ／ローインピーダンスの変換 

・ ローインピーダンス、高電流ラインドライバー 

・ ２チャンネルラインレベルプリアンプ 

・ 高ゲイン、高出力、高性能 

・ ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成 

 

用途： 

ＳＴＡ－２Ａは２チャンネル・ラインレベルオーディオ・プリアンプです。各チャンネルは同仕様です。オーディオ入力は２０ｋΩでブリッジされ、

アンバランス／バランスオーディオ信号のいずれかを受け入れます。２５ターン式の正確なオーディオテーパトリム用ポテンショメーターを

用い、ユニティゲインから+２４ｄＢまでゲインの調整が可能です。出力ラインドライバーの回路は６００Ω負荷で長距離のバランスオーディ

オラインを動作できるように設計されています。 

 

ＳＴＡ－２Ａは、優れた位相特性、低ノイズ、低歪み、そして並はずれて明瞭なオーディオのために、広帯域の回路を備えています。ＲＤＬ®

ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成は、ＳＴＡ－２Ａに含まれます。電源入力はフローティング（接地準拠ではない）、２４Ｖｄｃ電源ソースもしくはバイ

ポーラーの電源（±１２Ｖｄｃ／±１５Ｖｄｃ）または接地準拠２４Ｖｄｃ電源から供給されます。 

 

多くのオーディオ製品はブリッジ入力されている時に最適な性能を提供しますが、通常これらの機器は６００Ωトランスで終端されたローイ

ンピーダンスラインを直接動作する必要がある出力は提供しません。ＳＴＡ－２Ａは特にこの様な設備用に設計されており、また、ラインレ

ベルのオーディオ送出において高ゲインが要求される設備にとっても理想的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＳＴＡ－２Ａ 

 

 

仕様：  

ＳＴＡ-２毎のアンプ：  ２つの同一回路（ステレオまたはデュアルモノ動作） 

入力（２）：   ２０ｋΩバランス／アンバランス 

入力信号（+４ｄＢｕ出力用）： -２０ｄＢｕ（-１８ｄＢＶ）から+１８ｄＢｕ 

最大入力レベル：  +２４ｄＢｕ 

出力（２）：   １５０Ωバランス／７５Ωアンバランス 

出力信号：   バランス：ノミナル+４ｄＢ  アンバランス：バランスラインレベル未満の６ｄＢ  

最大出力レベル：  +２５ｄＢｕ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～１００ｋＨｚ（±０．０５ｄＢ） 

ゲイン：   ユニティ～２４ｄＢ（調整可能、６００Ω基準）（各チャンネル毎に個別コントロール） 

入力インピーダンス：  ５ｋΩブリッジ 

入力構成：   バランス／アンバランス 

出力インピーダンス：  １５０Ωバランス（６００又は１０ｋΩラインを動作） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．００４％以下（ユニティゲイン） 

ＩＭＤ：   ０．００５％以下（ユニティゲイン） 

+４ｄＢ以下のノイズ：  -９０ｄＢ以下（ユニティゲイン） 

クロストーク：  -８０ｄＢ以以下（ユニティゲイン） 

ヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上（＋４ｄＢｕ以上） 

ゲイン：   ユニティ+２４／-１４ｄＢ（調整可能） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

電源仕様：   接地準拠またはフローティング ２４Ｖｄｃ／５０ｍＡ 

周辺動作環境：  0～５５° 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＭＰ１ＭＰ１ＭＰ１ＭＰ１    

ファンタム付スタジオクオリティ・マイクプリアンプ    －端子台＆ＸＬＲ 

    

特徴： 

・ プロフェッショナルなスタジオクオリティの低ノイズ性能 

・ 切り替え可能な内部ファンタム電圧 

・ ＸＬＲと端子台の両方に接続 

・ 入力レベルレンジが選択可能 

・ デュアルＬＥD VU メーター表示のついたゲイン調整 

・ 超コンパクトオールメタル構造 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™規格に適合 

 

用途： 

ＦＰ－ＭＰ１は、プリアンプを必要とするほとんどの用途で理想的な選択肢です。低価格のアンプであっても、ＲＤＬ®特有の低ノイズディスク

リート回路がスタジオクオリティの低ノイズ性能を作り出します。ＸＬＲとプラグイン端子台の両方に接続出来るので、ＦＰ－ＭＰ１はラックマ

ウント固定設備、及び標準オーディオケーブルを用いた遠隔使用のどちらにも完璧に対応出来るようになります。前面パネルスイッチを使

用して、インストーラーはファンタム電圧を入力コネクタに直接送ることができます。この３ポジションスイッチは２４Ｖ、１２Ｖ、又はファンタム

ＯＦＦを提供します。第２スイッチの入力ゲインレンジを選択することにより、標準もしくは高い出力レベルのマイク接続が可能になります。 

 

仕様： 

入力インピーダンス：   ３ｋΩ（バランス） 

ゲインレンジ（４）：   MIN：１９ｄB～３８ｄB（切り替え選択可） 

LOW：２６ｄＢ～４５ｄＢ（切り替え選択可） 

MED：３６ｄＢ～５５ｄＢ（切り替え選択可） 

ＨＩＧＨ：４６ｄＢ～６５ｄＢ（切り替え選択可） 

入力クリッピングレベル：  +４ｄＢｕ（ＭＩＮゲイン時） 

ヘッドルーム：   ２０ｄＢ（+４ｄＢｕ以上） 

ローカットフィルター：   ８０Ｈｚ、６ｄＢ／オクターブ（切り替え選択可） 

ファンタム電圧：   １２Ｖ、２４Ｖ（切り替え選択可） 

ファンタム電圧規格／ビルドアウト規格： ＩＥＣ１９３８：１９９６-１２ 

ＣＭＲＲ：    ６０ｄＢ以上 

周波数特性：   ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：    ０．１％以下（+４ｄＢｕ、全ゲイン設定） 

ノイズ（+４ｄＢｕ以下）：   -７０ｄＢ以下（６０ｄＢゲイン、２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

    -７２ｄＢ以下（６０ｄＢゲイン、“Ａ weighted”） 

    -８０ｄＢ以下（５０ｄＢゲイン、２０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

等価入力ノイズ：   -１３０ｄＢ以下（ゲイン+ +４ｄＢｕ以下の残留ノイズ） 

コネクタタイプ：   ＸＬＲメス（入力）、ＸＬＲオス（出力）、５ポジションプラグイン端子台（入出力） 

オーディオレベルインジケーター（２）： 赤ＬＥＤ：出力レベルが+４ｄＢｕ以上 

    緑ＬＥＤ：‐１０～+４ｄＢｕ（可変輝度） 

電源仕様：    接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１００ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）：        ３．６１×８．２６×１１．７９ 

周辺動作環境：   ０℃～５０℃ 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ－－－－ＳＭ１６ＳＭ１６ＳＭ１６ＳＭ１６    

デュアルチャンネル・オーディオメーター   －アベレージ／ピーク／ホールド 

 

 

特徴： 

・ 精密なオーディオレベルのメーター表示 

・ デジタルストリングディスプレイ表示 

・ 精密なレフト／ライトメータートラッキング 

・ 独立チャンネルキャリブレーションコントロール 

・ ピーク／アベレージメーター表示の選択が可能 

・ 十分なヘッドルームの視覚による照合 

 

用途： 

オーディオレベルのメーター表示がシステム内に設計されていたり、既存の機器への追加が必要とされる多くの場合で、ＲＵ－ＳＭ１６は

理想的な選択肢となります。ＲＵ－ＳＭ１６には２つの独立したラインレベル入力が付いています。各入力はバランス又はアンバランス、高

インピーダンス又は低インピーダンスオーディオラインの接続を可能にします。全ての接続はフルサイズのバリアブロックターミナルを使

用します。 

 

背面パネル上のジャンパーによってインストーラーは、各メーターをピークまたはアベレージ・オーディオレベルディスプレイのいずれかに

設定できます。ステレオ用途では通常ピークまたはアベレージのどちらか一方が選択されます。モノラル用途では一方をピークに、もう一

方をアベレージに設定して、両方のメーターにモノラルソースを送ると便利です。いずれのモードでも、上部の３つのＬＥＤ（+１０、+１４、+１

８）はＰＥＡＫ ＨＯＬＤモードを継続します。 

 

視認性を良くするため、ＲＵ－ＳＭ１６では大型のＬＥＤを使用しています。各チャンネル入力にはメーター表示されているソース、もしくは

機能表示を記入出来るよう手書きのラベルを貼ることのできるスペースが確保されています。 

 

仕様： 

入力（２）：   ラインレベル 

入力インピーダンス：  ２００ｋΩバランスまたはアンバランス 

入力範囲（感度）：  ‐２６ｄＢｕ～+１４ｄＢｕ（０ｄＢ読み取り用） 

メーター周波数特性：  ２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ 

インジケーター：  各チャンネルに付き１６ＬＥＤ；‐２０、‐１５、‐１２、‐９、‐６、‐３、‐２、‐１、０、+１．５、+３、+６、 

+１０、+１４、+１８（+１０、+１４、+１８はピークホールド表示のみ） 

メーター特性：  各チャンネルはそれぞれＰＥＡＫまたはＡＶＧの選択可能（ターミナルブロックストラップ装備） ピークモード

 アベレージ 

ライズタイム（１０％～９０％） ５０ｕｓ  １３０ ｍｓ 

ライズタイム（０％～１００％） ６０ｕｓ  ３００ ｍｓ* 

フォールタイム（９０％～１０％） ６５ｍｓ  １８５ ｍｓ 

フォールタイム（１００％～０％） １００ｍｓ  us ３００ ｍｓ*     *ＶＵ特性 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２５０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．３×１５．０×７．７ 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＭＰＡ２ＭＰＡ２ＭＰＡ２ＭＰＡ２    

デュアルマイクファンタムアダプター１２Ｖ、２４Ｖ、４８Ｖ    －ＸＬＲ 

 

 

特徴： 

・ ２マイク用ファンタムアダプター 

・ ファンタム電圧が選択可能 

・ １２Ｖ、２４Ｖ、４８Ｖファンタム 

・ ２４Ｖマイク用電流を選択可能 

・ 全標準ビルドアウト抵抗 

・ 超小型オールメタル構造 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ-ＰＡＫＳ™仕様 

 

用途： 

パワードマイクにファンタム電源が必要な用途においてＦＰ－ＭＰＡ２は理想的な選択肢です。ＸＬＲジャックを通して接続される、同一回路

が２系統備わっています。マイクはメスのＸＬＲジャックを通してモジュールに接続されます。選択したファンタム電圧がこのジャックに適用

されます。マイク信号出力はオスのＸＬＲで使用することができます。ファンタムはこの出力ジャックからブロックされています。各入力に対

応するファンタム電圧はそれぞれ選択することが可能です。３ポジションスイッチが備わっており１２Ｖｄｃ、２４Ｖｄｃ、４８Ｖｄｃのいずれかを

選ぶことが出来ます。２４Ｖｄｃで駆動するマイクは、より高い値のビルドアウト抵抗との併用で、最適に機能します。２４Ｖｄｃで電源供給され

る特定のマイクには、最適な電流を選択するための第２スイッチが備わっています。低ノイズのｄｃ－ｄｃコンバーターやレギュレーター回路

を通して、最適な電圧が生み出されます。各ファンタム出力はショート回路保護がされています。 

 

ＦＰ－ＭＰＡ２の低プロファイル及びそのコンパクトなサイズにより、狭いスペースや、設備ラック内等様々な場所に取り付けが可能になりま

す。入出力ジャックの位置のおかげでコネクタを利用しやすい状態を保つ一方、平面状に高密度の取り付けが可能になります。複数のＦＰ

－ＭＰＡ２を必要とする設備では、ラックの側面に装着したり、ＲＤＬ®ＦＰ－ＲＲＡを用いてラックレールの前面、もしくは背面のいずれかに

取り付けて使用する様、ＦＰ－ＭＰＡ２は理想的に設計されています。 

 

仕様： 

入力（２）：    低インピーダンスバランスマイク 

出力（２）：    マイク信号ループスルー 

電圧規格／ビルドアウト規格：  ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２ 

ファンタム電圧：   １２Ｖｄｃ、２４Ｖｄｃ、４８Ｖｄｃ（選択可能） 

選択可能なビルドアウト（２４Ｖのみ）： １．２ｋΩＮＯＲＭＡＬ（標準）または２．４ｋΩ ＬＯ（低電流） 

コネクタタイプ：   ＸＬＲ 

電源仕様：    接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠１２０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）：         ３．６１×８．２６×１６．９４ 

周辺動作環境：   ０℃～５０℃ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＭＰＡ２ＭＰＡ２ＭＰＡ２ＭＰＡ２    

マイクファンタムアダプター   －２チャンネル 

 

 

特徴： 

・ 標準入力にファンタム電源の入ったマイク入力を追加 

・ １つのモジュールに２つのファンタムアダプター 

･ 完全な周波数特性を伴ったファンタム変換 

・ ファンタム電圧を完全に調整可能 

・ 高度にフィルターされたファンタム電源 

 

用途： 

ＳＴ－ＭＰＡ２には２つの同一ファンタム電源回路及び共通の電源入力を備えています。マイク入力１つだけがファンタム動作用に変換され

る場合、使用される回路も１つだけです。各回路にはマイク入力と、マイク出力が備わっています。ファンタム電圧は各マイク入力端子に生

じます。マイク出力端子には電圧はありません。そのため、ＳＴ－ＭＰＡ２は既存のあらゆるマイク入力をファンタム電源入力に変換するこ

とができます。 

 

電源入力端子は６Ｖ～５２Ｖのまでのどのｄｃ電圧でも供給することができます。ＳＴ－ＭＰＡ２には内部パス・トランジスタレギュレータフィル

ター回路が備わっており、入力電圧を希望するファンタム電圧（供給入力電圧の９２％まで）に調整できます。マルチターン・トリミングポテ

ンショメーターは正確なファンタム電圧に調整するために設けられています。マルチターン・トリミングポテンショメーターは正確なファンタ

ム電圧に設定するために備わっています。 

 

仕様： 

周波数特性：  １５０Ω入出力：１５Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

   ６００Ω入出力：１０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

電源リップル除去比：  ７０ｄＢ以上 

電圧範囲 

供給入力：   ファンタム範囲（１ｍＡ負荷時） 

１２Ｖ   ０～９．０Ｖ 

２４Ｖ   ０～２１．５Ｖ 

３０Ｖ   ０～２６．５Ｖ 

５２Ｖ   ０～４８．０Ｖ 

マイクインピーダンス：  全てのマイクは５ｋΩもしくはそれ以下 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  -１０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

HHHHＲ－ＭＰ２Ｒ－ＭＰ２Ｒ－ＭＰ２Ｒ－ＭＰ２    

デュアルマイクプリアンプ 

 

特徴： 

・ ２系統の独立したマイクプリアンプ 

・ バランスＸＬＲマイク入力 

・ 各プリアンプを独立コントロール 

・ ローカットフィルターが切り替え選択可能 

・ 前面パネルで２０～６０ｄＢのゲインコントロール 

・ ２４または４８Ｖファンタムをスイッチで選択可能 

・ １５ｄＢ入力パッドをスイッチで選択可能 

・ 極性反転をスイッチで選択可能 

・ 各プリアンプ用のデュアルＬＥＤ ＶＵメーター 

・ クリッピングより３ｄＢ下のピークに対するＣＬＩＰインジケーター 

・ バランスラインレベル出力 

・ 各出力はバランス／アンバランスでの接続が可能 

・ 各プリアンプ出力は、ＸＬＲ、１／４インチＴＲＳまたはユーロ型ターミナルブロック 

・ 別途、１と２を合成してユーロ型ターミナルブロックに出力 

 

用途：  

ＨＲ－ＭＰ２はラインレベル出力を備えたデュアルチャンネルマイクプリアンプです。各セクションは、同一仕様の背面パネル信号接続と前

面パネルコントロールが設けられています。 

 

各プリアンプには、８０Ｈｚで-３ｄＢカットオフを持つ６ｄＢ／オクターブのローカットフィルターを有効／無効にする前面パネルＦＩＬＴＥＲスイッ

チが備わっています。マスターＰＨＡＮＴＯＭ電源セレクターがＯＮである場合には、更に各入力の２つのスイッチで２４Ｖもしくは４８Ｖファン

タムの選択ができます。ＩＮＰＵＴ ＰＡＤスイッチは、プリアンプ入力段直前に入力信号を１５ｄＢ減衰することができ、最大入力レベルを+５ｄ

ＢＵ（アッテネーター無し）から最大で+２０ｄＢＵに引き上げることができます。必要に応じてＰＯＬＡＲＩＴＹスイッチで信号の極性反転を行いま

す。ＧＡＩＮコントロールは２０ｄＢ～６０ｄＢの間で連続的に調整します。ＲＤＬデュアルＬＥＤ ＶＵメーターは各ゲインコントロールに隣接され

ています。メーターはバランス出力に関連付けられた+４ｄＢｕを表示するように調整されます。信号ピークがクリッピングまで３ｄＢとなると、

それぞれのＣＬＩＰ ＬＥＤが点灯します。ＣＬＩＰ ＬＥＤのトリガースレッショルドは、ノミナル+４ｄＢｕ出力より１７ｄＢ上です。 

 

ＨＲ－ＭＰ２は、優れた入力ヘッドルーム、広帯域に渡りフラットな周波数特性、高い同相信号除去による非常に低いノイズレベルを提供し

ます。全高調波歪みとクロストークはノイズフロアより低く、ＨＰ－ＭＰ２はステレオプリアンプとして、あるいは２つの独立したモノラルプリ

アンプとしても動作します。 

 

各プリアンプは、ＸＬＲオス、ユーロ型ターミナルブロック、１／４〝ＴＲＳといった、３種類のバランスラインレベル出力フォーマットを提供し

ます。独立したサミングアンプは、ユーロ型ターミナルブロックよりラインレベルの合成モノラル出力を提供します。バランス出力はアンバ

ランスに配線する事ができます。背面パネルには、２４Ｖｄｃ電源を接続するためのユーロ型ターミナルブロックと電源入力ジャックも装備さ

れています。 

 

 

 

 



 

 

HHHHＲ－ＭＰ２Ｒ－ＭＰ２Ｒ－ＭＰ２Ｒ－ＭＰ２    

 

 

仕様： 

入力（２）：   ＸＬＲ（３ピン、背面パネル、１=ＧＮＤ、２+、３-） 

入力レベル（+４ｄＢｕ出力）： -５６ｄＢｕ～０ｄＢｕ（パッド無しで最大ゲイン、パッド有りで最小ゲイン） 

最大入力レベル：  +５ｄＢｕ以上（入力パッド無効）、+２２ｄＢｕ（入力パッド有効） 

入力インピーダンス：  １ｋΩ以下バランス 

ファンタム電源：  ２４Ｖまたは４８Ｖで切替え可能（ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２） 

入力パッド（２）：  ノミナル１５ｄＢ（プリアンプ毎に１つ） 

出力（７）：   各プリアンプ（背面パネル）：ＸＬＲ（３ピン、１=ＧＮＤ、２+、３-）、 

ユーロ型ターミナルブロック 

   １／４＂ＴＲＳ 

   モノラル合成（背面パネル）：ユーロ型ターミナルブロック 

出力レベル：  +４ｄＢｕバランス、-４ｄＢＶアンバランス；バランスで最大+２４ｄＢｕ 

出力インピーダンス：  １５０Ωバランス 

チャンネル：   ２（１および２は、ステレオ、または２つの個別のモノプリアンプとして使用可能） 

ゲイントリム（２）：  ２０ｄＢ～６０ｄＢ（各プリアンプに１つ、前面パネルで調整可能） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～７０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ、フラット）；-３ｄＢ＠８０Ｈｚ（ローカットフィルター利用時） 

ＴＨＤ：   ノイズフロア以下 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～５ｋＨｚ） 

残留ノイズ（+４ｄＢｕ出力以下）： -８５ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、４０ｄＢゲイン、１５０Ωソース） 

   -７０ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、６０ｄＢゲイン、１５０Ωソース） 

クロストーク：  ノイズフロア以下 

インジケーター（７）：  電源ＬＥＤ（青色）、デュアルＬＥＤ ＶＵメーター（緑色／赤色×２）、ＣＬＩＰ（赤色×２） 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ／１７５ｍＡ（ファントム使用時２００ｍＡ）接地準拠 

マウント：   オプションのＨＲ－ＲＡ等の２ラックマウントアダプターを利用してラックマウント 

   または単独で操作（足付属） 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．３×２０．６×１１．６６ 



 

 

HHHHＲ－ＭＰ２ＡＲ－ＭＰ２ＡＲ－ＭＰ２ＡＲ－ＭＰ２Ａ    

デュアルマイクプリアンプ 

 

特徴： 

・ ２系統の独立したマイクプリアンプ 

・ バランスＸＬＲマイク入力 

・ 各プリアンプを独立コントロール 

・ フロントパネルで２０～６０ｄＢのゲインコントロール 

・ ４８Ｖファンタムをスイッチで選択可能 

・ １５ｄＢ入力パッドをスイッチで選択可能 

・ 極性反転をスイッチで選択可能 

・ 両プリアンプ同時に４８Ｖファンタムをスイッチで選択可能 

・ クリッピングより３ｄＢ下のピークに対するＣＬＩＰインジケーター 

・ バランスラインレベル出力 

・ 各出力はバランス／アンバランス接続が可能 

・ ＸＬＲの各プリアンプ出力、１／４インチＴＲＳまたはユーロ型ターミナルブロック 

・ 別途、１と２を合成してユーロ型ターミナルブロックに出力 

 

用途：  

ＨＲ－ＭＰ２Ａはラインレベル出力を備えたデュアルチャンネルマイクプリアンプです。各セクション同一仕様の背面パネル信号接続と前面

パネルコントロールが設けられています。 

 

ＩＮＰＵＴ ＰＡＤスイッチは、プリアンプ入力段直前に入力信号を１５ｄＢ減衰することができ、最大入力レベルを+５ｄＢＵ（アッテネーター無

し）から最大で+２０ｄＢＵに引き上げることができます。必要に応じてＰＯＬＡＲＩＴＹスイッチで信号の極性反転を行います。ＧＡＩＮコントロー

ルは２０ｄＢ～６０ｄＢの間で連続的に調整します。信号ピークがクリッピングまで３ｄＢとなるとＣＬＩＰ ＬＥＤが点灯します。ＣＬＩＰ ＬＥＤのトリ

ガースレッショルドは、ノミナル+４ｄＢｕ出力より上１７ｄＢ上です。 

信号のピークがクリッピングより３ｄＢ下になると独立したＣＬＩＰ ＬＥＤが点灯します。ＣＬＩＰ ＬＥＤのトリガースレッショルドは、ノミナル+４ｄ

Ｂｕ出力より１７ｄＢ上です。 

 

ＨＲ－ＭＰ２Ａは、優れた入力ヘッドルーム、広帯域に渡りフラットな周波数特性、高い同相信号除去による非常に低いノイズレベルを提供

します。全高調波歪みとクロストークはノイズフロアより低く、ＨＰ－ＭＰ２Ａはステレオプリアンプとして、あるいは２つの独立したモノラルプ

リアンプとしても動作します。 

 

各プリアンプは、ユーロ型ターミナルブロックと１／４インチＴＲＳの２種類のバランスラインレベル出力フォーマットを提供します。独立した

サミングアンプは、ユーロ型ターミナルブロックよりラインレベルの合成モノラル出力を提供します。バランス出力はアンバランスに配線す

る事ができます。背面パネルには、２４Ｖｄｃ電源を接続するためのユーロ型ターミナルブロックと電源入力ジャックも装備されています。 

 

ＨＲ－ＭＰ２Ａは、耐久性のあるハーフラックサイズのシールドメタル・エンクロージャーで、単独での使用も、別売りのＲＤＬ®ラックアダプタ

にマウントして使用することも可能です。 

 

 

 

 



 

 

HＲ－ＭＰ２Ａ 

 

 

仕様： 

入力（２）：   ＸＬＲ（３ピン、背面パネル、１=ＧＮＤ、２+、３-） 

入力レベル（+４ｄＢｕ出力）： -５６ｄＢｕ～０ｄＢｕ（パッド無しで最大ゲイン、パッド有りで最小ゲイン） 

最大入力レベル：  +５ｄＢｕ以上（入力パッド無効）、+２２ｄＢｕ（入力パッド有効） 

入力インピーダンス：  １ｋΩ以下 バランス 

ファンタム電源：  ４８Ｖファンタム（両プリアンプ同時に）の切替え可能（ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２） 

入力パッド（２）：  ノミナル１５ｄＢ（プリアンプ毎に１つ） 

出力（５）：   各プリアンプ（背面パネル）：ユーロ型ターミナルブロック、１／４＂ＴＲＳ 

   モノラル合成（背面パネル）：ユーロ型ターミナルブロック 

出力レベル：  +４ｄＢｕバランス、-４ｄＢＶアンバランス；バランスで最大+２４ｄＢｕ 

出力インピーダンス：  １５０Ωバランス 

チャンネル：   ２（１および２は、ステレオ、または２つの個別のモノプリアンプとして使用可能） 

ゲイントリム（２）：  ２０ｄＢ～６０ｄＢ（各プリアンプに１つ、前面パネルで調整可能） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～７０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ、フラット） 

ＴＨＤ：   ノイズフロア以下 

ＣＭＲＲ：   ８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～５ｋＨｚ） 

残留ノイズ（+４ｄＢｕ出力以下）： -８５ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、４０ｄＢゲイン、１５０Ωソース） 

   -７０ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、６０ｄＢゲイン、１５０Ωソース） 

クロストーク：  ノイズフロア以下 

インジケーター（３）：  電源ＬＥＤ（青色）、ＣＬＩＰ（赤色×２） 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠１６５ｍＡ（ファントム使用時１９０ｍＡ）接地準拠 

マウント：   オプションのＨＲ－ＲＡ等の２ラックマウントアダプターを利用してラックマウント 

   または単独で操作（足付属） 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．３×２０．６×１１．６６ 



 

 

ＳＴＭＳＴＭＳＴＭＳＴＭ－－－－1111    

マイクプリアンプ  -５０ｄB ゲイン 

 

特徴： 

・ 高／低インピーダンス入力マイクプリアンプ 

・ 一貫性を保つ５０ｄＢ固定ゲイン 

・ バランス／アンバランス出力 

・ ファンタム機能 

・ ＲＦフィルターを通した入出力 

・ 優れた性能 

・ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ™の利便性 

 

 

用途： 

ＳＴＭ－１はコマーシャルサウンドや放送用途のために設計された低コストで高品質なマイクプリアンプです。サイズが大きく、重量のある

プリアンプが使えない場所では、このようなコンパクトなサイズが理想的です。高性能な回路は５０ｄＢの固定ゲインを供給し、マイクレベル

信号をどんなライン入力のラインレベル範囲にも引き上げることができます。ＳＴＭ－1 への電源入力はシングルエンドになっており、２４Ｖ

ｄｃで動作します。１２Ｖｄｃでの動作は、ヘッドルームが６ｄＢロスにて可能です｡インターコム用途では、入力はスピーカーから直接動作しま

す。 

 

 

仕様： 

入力： ５００Ωバランス、５ｋΩアンバランス 

ファンタム： ２４Ｖｄｃ、ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２、フィルター経由 

出力（２）： +４ｄＢｕ １５０Ωバランス、-１０ｄＢｖアンバランス 

周波数特性：  ５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１．５ｄＢ） 

ゲイン：  ノミナル ５０ｄＢ 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．０５％以下 

ＣＭＲＲ：  ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～３０ｋＨｚ） 

残留ノイズ：   -７０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ基準、 １５０Ωソース＠５０ｄＢゲイン） 

ヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上（２４Ｖｄｃ電源）、１４ｄＢ以上（１２Ｖｄｃ電源） 

ファンタム電源入力： ２４Ｖｄｃ＠１０ｍＡ最大 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴＭＳＴＭＳＴＭＳＴＭ－－－－２２２２    

ゲイン調整可能なマイクプリアンプ    -３５～６５ｄB ゲイン 

 

特徴： 

・ ローノイズマイクプリアンプ 

・ 出力レベルが調整可能 

・ ハイ／ローインピーダンスマイク入力 

・ マイク入力から２系統のライン出力 

・ ２系統のバランス／アンバランス出力 

・ ファンタム機能 

・ ＲＦフィルターを通した入力 

 

 

用途： 

ＳＴＭ－２はコマーシャルサウンド、放送、レコーディング時に使用するために設計された高品質のローノイズマイクプリアンプです。ＳＴＭ

－２は大変フレキシブルで、３５～６５ｄB までのゲイン調整が備わっており、２つのバランス／アンバランス出力、そしてファンタム電源用

の入力が設けられています。超低歪みとローノイズ性能のおかげでより大きなプリアンプが使用されるような場合にも大変適しています。

電源入力はシングルエンドで、２４Ｖｄｃから駆動します。１２Ｖｄｃでの動作は、ヘッドルームが６ｄＢロスにて可能です｡各出力はハイ／ロー

インピーダンス負荷で動作します。 

 

 

仕様： 

入力：  ５００Ωバランス、５ｋΩアンバランス 

ファンタム： ２４Ｖｄｃ、ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２、フィルター経由 

出力（２）： +４ｄＢｕ １５０Ωバランス、-１０ｄＢｖ アンバランス 

周波数特性： ５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１．５ｄＢ） 

ゲイン： ３５～６５ｄＢで調整可能 

ＴＨＤ＋Ｎ：  ０．０５％以下（５０ｄＢゲイン） 

ＣＭＲＲ：  ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～３０ｋＨｚ） 

残留ノイズ：  -７０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ基準 １５０Ωソース＠５０ｄＢゲイン） 

ヘッドルーム： ２０ｄＢ以上（２４Ｖｄｃ電源） 

 １４ｄＢ以上（１２Ｖｄｃ電源） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＳＴＭ－ＬＤＡ３ＳＴＭ－ＬＤＡ３ＳＴＭ－ＬＤＡ３ＳＴＭ－ＬＤＡ３    

ファンタム付・スタジオクオリティ・マイクプリアンプ － ３ライン出力 

 

特徴： 

・ スタジオクオリティのマイクプリアンプ 

・ ３つに分配されるラインレベルオーディオ出力 

・ 低ノイズ、低歪み性能 

・ 最大６０ｄＢまでゲイン調整可能 

・ ＲＤＬ®特有のデュアルＬＥＤ ＶＵメーター 

・ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®の利便性 

 

 

用途：  

ＳＴＭ－ＬＤＡ３は、上質なコマーシャルサウンド、放送、録音用に設計されています。１．２ｋΩバランス入力は、プロ用の低インピーダンス

マイクをロードせずに広範囲なマイク入力レベルを受け入れます。マルチターンのゲイントリマーにより正確な出力レベルの調整が可能で

す。出力信号は３つの独立したバランスラインレベル出力で提供されます。各出力はバランスまたはアンバランスで接続できます。 

 

ＲＤＬ®特許の低ノイズディスクリートプリアンプ回路により、安価なプリアンプでもスタジオクオリティの低ノイズ能力を生み出します。ダイ

ナミックおよびコンデンサーマイクはＳＴＭ－ＬＤＡ３と共に使用します。供給電圧がＰＨＭ端子に接続された時に標準２４Ｖファンタムが入力

に供給されます。最適動作レベルは、端子台に隣接したＲＤＬ独特のデュアルＬＥＤ VU メーターを使用して設定します。緑のＬＥＤは+４ｄＢ

ｕ出力未満１５ｄＢで点灯します。緑のＬＥＤの明度は最小明度から+４ｄＢｕ時最大明度の間で変わります。動作レベルが+４を超えた時には

隣接された赤のＬＥＤが点灯します。これにより外部テスト機器を使用しなくてもＳＴＭ－ＬＤＡ３で容易に調整することができ、さらに動作レ

ベルもモジュールでモニターすることができます。 

 

 

仕様： 

入力：   １．２ｋΩバランス 

出力（３）：   +４ｄＢｕ、１５０Ωバランス 

ゲイン：   ４０～６０ｄＢ（２５ターン調整可能） 

周波数特性：  ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下 

ＩＭＤ：   ０．１％以下 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ＠６０ｄＢゲイン-広帯域） 

   -８０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ＠５０ｄＢゲイン-広帯域） 

等価入力ノイズ：  -１３０ｄB 以下（ゲイン+ +４ｄＢｕ以下の残留ノイズ） 

ヘッドルーム：  ２０ｄB 以上（+４ｄＢｕ以上） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（１００Ｈｚ～5ｋＨｚ） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠４０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＭＸ４ＭＸ４ＭＸ４ＭＸ４    

４チャンネル・オーディオミキサー ―マイク／ライン入出力 

 

特徴： 

・ ４チャンネルオーディオミキサー 

・ バランスマイク及びライン入力 

・ バランスマイク及びライン出力 

・ ２４Ｖマイクファンタム切り替え可能 

・ マイクゲインレンジを３スイッチにて選択可能 

・ スタジオクオリティ、低ノイズ性能 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ-ＰＡＫＳ™規格に適合 

 

用途： 

ＦＰ－ＭＸ４は、４系統の全く同じ入力特性を持ったシングルチャンネルオーディオミキシングモジュールです。各入力はマイク、又はライン

レベルソースを受け入れます。出力セクションには４入力、１レベルインジケーターに対応する４つのミキシングポテンショメーターが付い

ています。出力セクションは、バランスライン（+４ｄＢｕ）及びバランスマイクレベル（‐４５ｄＢｕ）出力の両方を提供しています。両出力は同時

に使用されます。４つのミキシングポテンショメーターは固定設備用、もしくは必要に応じて調整されるように出来ています。レベルは、ミキ

サー出力のレベルを表示するＲＤＬ®デュアルＬＥＤ ＶＵメーターを使用して、調整できます。 

 

仕様： 

マイク入力（４）：   ２ｋΩバランス、切り替え可能２４Ｖファンタム（ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２） 

マイク入力レベル：   レンジ選択用スイッチ：-３０～-４０ｄＢｕ、-４０～-５０ｄＢｕ、-５０ｄＢｕ以下 

ライン入力（４）：   +４ｄＢｕ、１０ｋΩバランス（またはアンバランス） 

ゲイン調整（４）：   マイク：オフ～６５ｄＢゲイン（各入力で調整可能）    

    ライン：オフ～６ｄＢゲイン（各入力で調整可能） 

周波数特性：              マイク：１０Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

                            ライン：１０Ｈｚ～４５ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：     マイク：０．０１２％以下  ライン：０．００４％以下 

残留ノイズ（+４ｄＢｕ出力基準）／注意：（Ａ）＝Ａウェイト 

  ユニティゲイン：   ４ラインレベルソース、-８４ｄＢ以下（広帯域） 

  ４０ｄＢゲイン：   マイク： -９０ｄＢ；４マイク全てのレベルソース：   

     -８２ｄＢ（広帯域）；-８４ｄＢ（Ａ）以下 

  ５０ｄＢゲイン：   マイク： -８６ｄＢ；４マイク全てのレベルソース： 

     -７２ｄＢ（広帯域）；-７６ｄＢ（Ａ）以下 

  ６０ｄＢゲイン：   マイク： -８０ｄＢ；４マイク全てのレベルソース： 

     -６５ｄＢ（広帯域）；-６７ｄＢ（Ａ）以下 

出力（２）：    ライン：+４ｄＢｕ １５０Ωバランス； 

    マイク：-４５ｄＢｕ １５０Ωバランス 

インジケーター（２）：   デュアルＬＥＤ ＶＵメーター（ラインレベル出力） 

電源仕様：    接地準拠 ＤＣ２４Ｖ＠１６０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）：  ３．６１×８．２６×２０．６８ 

周辺動作環境：   ０～５０℃ 

 



 

 

ＳＴＭＳＴＭＳＴＭＳＴＭ－－－－２Ｘ２Ｘ２Ｘ２Ｘ    

切り替え式マイクプリアンプ –３５～６５ｄＢゲイン 

 

特徴： 

・ コンデンサーマイクの静かな切り替え 

・ リモートマイクのソフトな切り替え 

・ マイクレベルソースをマイク又はラインレベル出力に切り替え 

・ リモートトグル切り替えもしくはプッシュ・ツー・トークボタン 

･ マイクソースのプリセットゲインを調整可能 

 

用途： 

ＳＴＭ－２Ｘはマイクプリアンプが必要とされる多くの設置において理想的な選択肢であり、マイクコントロール用にトグルタイプのスイッチ

やあるいはＰＴＴ(プッシュ･ツー･トーク)式のスイッチが提供される場合、特にコンデンサーマイクが使用されて場合に適しています。 

 

仕様： 

入力：   ５００Ωバランス、５ｋΩアンバランス 

ファンタム：   ２４Ｖｄｃ、ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２、フィルター経由 

出力（２）   

ラインレベル：  +４ｄＢｕ １５０Ωバランス 

マイクレベル：  -４５ｄＢｕ １５０Ωバランス 

ヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上 

ゲイン 

ラインレベル出力：  ３５～６５ｄＢまで調整可能 

マイクレベル出力：  -１５～１５ｄＢまで調整可能 

周波数特性：  ５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．０５％以下（５０ｄＢゲイン） 

残留ノイズ ON：  -７０ｄＢ以上（+４ｄＢｕ基準、１５０Ωソース＠５０ｄＢゲイン） 

OFF 減衰：   １００ｄＢ以上（１ｋＨｚ） 

８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

スイッチコントロール入力： 信号を動作するためにグラウンドに接地、最大０．５ｍＡ電流が必要 

切り替え時間：  ５ｍｓ以下（ソフト切り替えトランジションのオンまたはオフ） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚまたは２０ｋＨｚ） 

ファンタム電源入力：  ２４Ｖｄｃ＠１０ｍＡ最大 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴＭＳＴＭＳＴＭＳＴＭ－－－－３３３３    

ハイゲインマイクプリアンプ    –３５～７５ｄＢゲイン 

 

特徴： 

・ ローノイズ、ハイゲイン、マイクプリアンプ 

・ 調整可能な出力レベル 

･ ハイ／ローインピーダンスマイク入力 

・ マイク入力からライン出力へ 

･ ２つのバランス／アンバランス出力 

・ ファンタム機能 

・ ＲＦフィルターを通した入力 

 

用途： 

ＳＴＭ－３は通常より高いゲインが要求される、監視、コマーシャルサウンド、放送、レコーディング時の使用のために設計された高品質の

ローノイズマイクプリアンプです。ＳＴＭ－３は大変フレキシブルで、４５～７５ｄＢまでのゲイン調整、２系統のバランス／アンバランス出力、

そしてファンタム電源用の入力が備わっています。超低歪みとローノイズ性能のおかげで、より大きなプリアンプが使用されるような場合で

さえも大変適しています。電源入力はシングルエンドで、２４Ｖｄｃから駆動します。１２Ｖｄｃでの動作は、ヘッドルームが６ｄＢロスにて可能

です｡各出力はハイ／ローインピーダンス負荷で動作します。 

 

仕様： 

入力：   ５００Ωバランス、５ｋΩアンバランス 

ファンタム：   ２４Ｖｄｃ、ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２、フィルター経由 

出力（２）： +４ｄＢｕ １５０Ωバランス、-１０ｄＢｖ アンバランス 

周波数特性： ５０Ｈｚ～２５ｋＨｚ（±１ｄＢ） 

ゲイン： ４５～７５ｄＢで調整可能 

ＴＨＤ＋Ｎ：  ０．０５％以下（５０ｄＢゲイン） 

ＣＭＲＲ：  ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

残留ノイズ： -７０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ基準 １５０Ωソース） 

ヘッドルーム： ２０ｄＢ以上（２４Ｖｄｃ電源）、１４ｄＢ以上（１２Ｖｄｃ電源） 

ファンタム電源入力：  ２４Ｖｄｃ＠１０ｍＡ最大 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＭＸ３ＲＭＸ３ＲＭＸ３ＲＭＸ３Ｒ        

リモートコントロールランレベルミキサー 

 

特徴： 

・ ３チャネルリモートコントロールオーディオミキサー 

・ 各入力をＶＣＡでレベルコントロール 

・ バランスまたはアンバランス入力 

・ バランスまたはアンバランス出力 

・ ステレオアンプ入力へ２つのモノラルアンバランス出力 

・ 入出力はユーロ型ターミナルブロック 

・ リモートコントロールにツイストペア相互接続 

・ ２または３チャンネルをＲＤＬ®リモートコントローラーによって直接制御 

・ ２チャンネルリモートを使用した場合、ＩＮＰＵＴ３はレベル固定が可能 

・ ページングソースを入力３に接続可能 

・ 前面パネルに標準オーディオラインレベル用のゲイントリムを配置 

・ デュアルＬＥＤ ＶＵメーターがミキサーの出力レベルを表示 

・ オーディオプレゼンスディテクターがオープンコレクタ出力を制御 

・ ディテクター出力が対象とするパワーアンプやシステムの電源を有効化 

・ ディテクター出力を使用することで、消費電力を削減可能 

・ ディテクターの開放遅延時間を１０分もしくは２０分で選択可能 

 

用途： 

ＦＰ－ＭＸ３Ｒは、複数ソースの音量制御を必要とされるユーザーアクセスが可能なミキサーとしては、理想的な選択肢です。ミキサーはユ

ーロ型ターミナルブロック通して、バランスまたはアンバランスのオーディオソースを入力します。ＦＰ－ＭＸ３Ｒの出力はバランス及びアン

バランスの形式で出力されます。２つのアンバランス出力は、モノラルミキサー出力をステレオアンプの入力に供給することが可能です。ミ

キサーのリモートコントロールは、1 つの機器設 置場所において音声信号を保持することができます。音声は、リモートコントロールの制

御信号によって調節を行うＶＣＡ回路によって、ミックスされます。 

 

各入力には、ソースに対して適切な操作レベルを設定するためのＩＮＰＵＴ ＧＡＩＮトリマーが装備されています。ＲＤＬ®製品標準のデュア

ルＬＥＤ ＶＵメーターが、ミキサー出力レベルを視覚的表示で提供します。一般的にはリモートコントロールに対応したチャンネルが最大に

調節された時に、ＶＵメーター上で+４ｄＢｕとなるように各入力を調節します。これは、あらゆる通常のオペレーティングレベルにおいて十分

なヘッドルームを確保します。ミキサーの出力はモノラルです。出力は、シングルバランスのユーロ型ターミナルブロック及び、パワーアン

プのステレオ入力に直接接続できるよう、２つのアンバランスＲＣＡフォノジャックで提供されています。 

 

ＡＵＤＩＯ ＬＥＤは、音声がオーディオミキサーの出力へ供給される際に+４ｄＢｕより３５ｄＢ低いレベルを超えた時に点灯します。このスレッ

ショルド値は、ＡＵＤＩＯ ＤＥＴＥＣＴ ＯＵＴＰＵＴのトリガーとなります。２つのオープンコレクタは、ユーロ型ターミナルブロックに設けられて

います。これらの端子の１つは音声が供給されるとＬｏｗに切り替わり、アンプやその他のシステムコンポーネントをＯＮにするためのスイ

ッチとして使用することができます。もう一方の端子は、音声が供給されなくなるとＬｏｗとなります。これはリモートミュートを装備したパワ

ーアンプがデジタルキャリアをミュートするために意図されています。これらの端子は、他のＲＤＬ®モジュールやＯＥＭ機器の様々なトリガ

ーとして利用可能です。使用されていない機器をシャットダウンするためにこれらの端末を使用することで、システムのエネルギーとコスト

削減を効果的に行うことができます。これらの端子制御は、音声が無くなってから通常１０分間はトリガーが残ります。端子台の接地ジャン

パによって、その遅延時間を２０分に伸ばすこともできます。 

 



 

 

標準のツイストペアケーブルを使いＲＪ４５ジャックを介して、ＦＰ－ＭＸ３Ｒに直接接続したＲＤＬ®リモートコントローラーによって、ミキサー

のレベルが設定できます。ミキサーとリモートコントローラー上の制御ポートは、他のツイストペア端子と区別するために、ライトブルーに

色分けされています。ミキサーは、リモートコントローラーに電力を供給します。２チャンネルあるいは３チャネルのどちらかでリモートコン

トロールを使用することができます。２チャネルのリモートミックスが必要な場合は、２チャンネルリモートを使用します。ＩＮＰＵＴ３は、リモー

トコントロールできない入力チャンネルになっています。この入力は、一般的なページングや音楽ソースに対し、対応するＩＮＰＵＴ ＧＡＩＮコ

ントロールで設定したレベルで動作させておく事も可能ですが、インストール時のスイッチ設定によって無効にすることもできます。リモート

コントローラーに接続されたケーブルが外れると、ミキサー出力はミュートされます。 

 

 

仕様： 

入力（３）：   バランスまたはアンバランスのラインレベル 

入力接続：   ユーロ型ターミナルブロック 

入力信号範囲：  -２０ｄＢＶ～+８ｄＢｕで調節可能（+４ｄＢｕ出力） 

出力（３）：   １５０Ωバランス；１ｋΩアンバランス（２） 

出力接続：   ユーロ型ターミナルブロック（バランス）、ＲＣＡフォノジャック（アンバランス） 

出力レベル：  +４ｄＢｕバランス；‐１０ｄＢＶ アンバランス 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）、０．０２％以下（１ｋＨｚ） 

ノイズ（+４ｄＢｕ基準）：  -１００ｄＢ以下（全チャンネルＯｆｆ）、-７５ｄＢ以下（任意のチャンネルＯｎ）、 

   -７０ｄＢ以下（全チャンネルＯｎ） 

ヘッドルーム（+４ｄＢｕ基準）： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：    ５０ｄＢ以上（５０Ｈｚまたは１５０Ｈｚ） 

ＶＣＡの減衰：  ９０ｄＢ以上（各入力、音量リモートコントロールＯｆｆ） 

インジケーター（３）：  デュアルＬＥＤ ＶＵメーター（２） 

   オーディオプレゼント（スレッショルド＝３５ｄＢ、+４ｄＢｕ基準） 

電源接続（３）：  端子台とＤＣ電源ジャック（２） 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠１２０ｍＡ、プラス任意のコントロール出力分 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．６１×８．２６×２０．６８ 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＴＰＸ３ＡＴＰＸ３ＡＴＰＸ３ＡＴＰＸ３Ａ    

Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア・リモートコントロールミキサー 

 

特徴： 

・ ３チャネルリモートコントロール・オーディオミキサー 

・ 各入力ペアをＶＣＡでレベルコントロール 

・ Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア入力 

・ ユーロ型バランス出力１系統及び、RCA モノラルアンバランス出力２系統 

・ リモートコントロールにツイストペア相互接続 

・ ２または３チャンネルをＲＤＬリモートコントローラーによって直接制御 

・ ツイストペア入力を２系統だけ使用する場合に限り、ＬＯＣＡＬ ＩＮＰＵＴが利用可能 

・ ページングソースをＬＯＣＡＬ ＩＮＰＵＴに接続可能 

・ 前面パネルのゲイントリムはアクティブまたはパッシブのＦｏｒｍａｔ－Ａ送信機に適合 

・ デュアルＬＥＤ ＶＵメーターがミキサーの出力レベルを表示 

・ オーディオプレゼンスディテクターがオープンコレクタ出力を制御 

・ ディテクター出力が対象とするパワーアンプやシステムの電源を有効化 

・ ディテクター出力を使用することで、消費電力を削減可能 

・ ディテクターの開放遅延時間を１０分もしくは２０分で選択可能 

 

 

用途： 

ＦＰ－ＴＰＸ３Ａは、1 つの区画内で複数ソースの音量制御を必要とされるユーザーアクセスが可能なミキサーとして、理想的な選択肢です。

バランス／アンバランス、マイクまたはラインレベルをそれぞれユーザーが入力出来る様にＲＤＬ®Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペアオーディオ送

信機はミキサーに直接接続します。ＦＰ－ＴＰＸ３Ａの出力は、バランスまたはアンバランス形式で供給されています。ミキサーは、ユーロ型

ターミナルブロックを通して、バランスまたはアンバランスのオーディオソースを入力します。ＦＰ－ＴＰＸ３Ａの出力はバランス及びアンバラ

ンスの形式で出力されます。２つのアンバランス出力は、モノラルミキサー出力をステレオアンプの入力に供給することが可能です。ミキ

サーのリモートコントロールは、1 つの機器設 置場所において音声信号を保持することができます。音声は、リモートコントロールの制御

信号によって調節を行うＶＣＡ回路によって、ミックスされます。 

 

信号入力のために２つのＦｏｒｍａｔ－Ａジャックが提供されます。Ｆｏｒｍａｔ－Ａジャックは送信機がデイジーチェーン接続されている場合は、

入力端子の１つのみ使用します。２つのジャックは、Ｆｏｒｍａｔ－Ａ送信機から 2 本のホームラン接続が可能なように用意されています。ＦＰ

－ＴＰＸ３Ａは接続されているすべての動作中の送信機に対し、電力を供給します。ＦＰ－ＴＰＸ３Ａは、ＰＡＩＲ－Ａ、ＢおよびＣの３系統のＦｏｒ

ｍａｔ－Ａオーディオ信号をミックスするように設計されています。ユーロ型ターミナルブロックは、ＬＯＣＡＬ ＩＮＰＵＴがＰＡＩＲ－Ｃへ直接接続

できるようになっています。接続されている送信機がＰＡＩＲ－Ｃを使用するように設定されていない場合、この入力が使用可能です。端子

台は、ＰＡＩＲ－Ｃが別の方法を利用されない場合、ローカルページングや音楽ソースを接続するために装備されています。各ＩＮＰＵＴ ＧＡＩ

Ｎコントロールは、アンバランスのパッシブ送信機に対しては時計回りに調整し、アクティブ送信機やバランス入力を持つパッシブ送信機に

対しては反時計回りに調整することで、キャリブレーションされます。ＲＤＬ標準のデュアルＬＥＤ ＶＵメーターは、ミキサー出力レベルを視

覚表示で提供します。ミキサーの出力はモノラルです。出力は、シングルバランスのユーロ型ターミナルブロック及び、パワーアンプのス

テレオ入力に直接接続できるよう、２つのアンバランスフォノ端子で提供されています。 

 

ＡＵＤＩＯ ＬＥＤは、音声がオーディオミキサーの出力へ供給される際に+４ｄＢｕより３５ｄＢ低いレベルを超えた時に点灯します。このスレッ

ショルド値は、ＡＵＤＩＯ ＤＥＴＥＣＴ ＯＵＴＰＵＴのトリガーとなります。２つのオープンコレクタは、ユーロ型ターミナルブロックに設けられて

います。これらの端子の１つは音声が供給されるとＬｏｗに切り替わり、アンプやその他のシステムコンポーネントをＯＮにするためのスイ



 

 

ッチとして使用することができます。もう一方の端子は、音声が供給されなくなるとＬｏｗとなります。これはリモートミュートを装備したパワ

ーアンプがデジタルキャリアをミュートするために意図されています。これらの端子は、他のＲＤＬモジュールやＯＥＭ機器の様々なトリガ

ーとして利用可能です。使用されていない機器をシャットダウンするためにこれらの端末を使用することで、システムのエネルギーとコスト

削減を効果的に行うことができます。これらの端子制御は、音声が無くなってから通常１０分間はトリガーが残ります。端子台の接地ジャン

パによって、その遅延時間を２０分に伸ばすこともできます。 

 

標準のツイストペアケーブルを使いＲＪ４５ジャックを介して、ＦＰ－ＴＰＸ３Ａに直接接続したＲＤＬリモートコントローラーによって、ミキサー

のレベルが設定できます。ミキサーとリモートコントローラー上の制御ポートは、標準のＦｏｒｍａｔ－Ａ端子と区別するために、ライトブルー

に色分けされています。ミキサーは、リモートコントローラーに電力を供給します。２チャンネルあるいは３チャネルのどちらかでリモートコ

ントロールを使用することができます。２チャネルのリモートミックスが必要な場合は、２チャンネルリモートを使用します。ＰＡＩＲ Ｃは、リモ

ートコントロールできない入力チャンネルになっています。ＰＡＩＲ Ｃ／ＬＯＣＡＬ ＩＮＰＵＴは、一般的なページングソースに対してユニティゲ

インで動作させておく事も可能ですが、インストール時のスイッチ設定によって無効にすることもできます。リモートコントローラーに接続さ

れたケーブルが外れると、ミキサー出力はミュートされます。 

 

 

仕様： 

入力（３）：   ＲＤＬ®ＦＯＲＭＡＴ－Ａバランスラインレベル 

入力接続：   ＲＪ４５（ＦＯＲＭＡＴ－Ａ）；ユーロ型ターミナルブロック（Ｐａｉｒ Ｃ） 

出力（３）：   １５０Ωバランス；１ｋΩアンバランス（２） 

出力接続：   ユーロ型ターミナルブロック（バランス）、ＲＣＡフォノジャック（アンバランス） 

出力レベル：  +４ｄＢｕバランス；‐１０ｄＢＶアンバランス 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）、０．０２％以下（１ｋＨｚ） 

+４ｄＢｕ以下のノイズ：  -１００ｄＢ以下（全チャンネルＯFF）、-７５ｄＢ以下（任意のチャンネルＯN）、 

   -７０ｄＢ以下（全チャンネルＯN） 

+４ｄＢｕ以上のヘッドルーム： １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：    ８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１５０Ｈｚ） 

ＶＣＡ減衰：   ９０ｄＢ以上（各入力、音量リモートコントロールＯFF） 

インジケーター（３）：  デュアルＬＥＤ ＶＵメーター（２） 

   オーディオプレゼント（スレッショルド＝３５ｄＢ、+４ｄＢｕ以下） 

電源接続（３）：  端子台とＤＣ電源ジャック（２） 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠１２０ｍＡ、+ 接続されたＦＯＲＭＡＴ－Ａ送信機使用分 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．６１×８．２６×２０．６８ 



 

 

ＲＵ－ＭＸ４ＲＵ－ＭＸ４ＲＵ－ＭＸ４ＲＵ－ＭＸ４    

ファンタム電源付（マイク／ライン出力）プロ用４チャンネルマイク／ラインミキサー   －マイク／ライン出力 

 

ＲＵ－ＭＸ４ＴＲＵ－ＭＸ４ＴＲＵ－ＭＸ４ＴＲＵ－ＭＸ４Ｔ    

ファンタム電源＆トランス付（マイク／ライン出力）プロ用４チャンネルマイク／ラインミキサー －マイク／ライン出力 

 

特徴： 

・ 拡張機能を備えた４チャンネルオーディオミキサー 

・ ＸＬＲマイク入力、ＲＣＡフォノジャックライン入力 

・ 各マイク入力に切替可能な２４Ｖファンタム 

・ マイク／ラインＸＬＲ出力、切り替え可能 

・ アンバランスライン出力とダイレクト入力 

・ 一体型コンプレッサー／リミッター、切り替え可能 

・ スタジオクオリティ、低ノイズ性能 

 

用途：  

ＲＵ－ＭＸ４は、バランスマイク及び（または）アンバランスラインレベルの信号を組み合わせてミックスする必要がある場合など、多くの用

途で理想的な選択肢です。バランス接続はＸＬＲコネクタを使用します。アンバランス信号はフォノジャックに接続されます。４系統の入力は

それぞれバランスＸＬＲマイクかアンバランスラインレベル入力のいずれかを受けます。２４Ｖファンタムは各マイク入力用に個々に切り替

え選択可能です。１台のＲＵ－ＭＸ４のアンバランスフォノジャックＬＩＮＥ ＯＵＴＰＵＴは、他の機器のアンバランス入力に接続することや、ミ

キシング性能を拡張するために他のＲＵ－ＭＸ３のＤＩＲＥＣＴ入力に接続することが可能です。ＲＤＬ®ＲＵ－ＲＡ３ＨＤラックアダプタを使用し

て最大３台までのＲＵ－ＭＸ４ミキサーをシングルラックユニットに取り付けることができます。ＲＵ－ＭＸ４はバランス出力が１つあり、マイ

ク／ラインレベルの切り替えが可能です。オーディオレベルは前面パネルで調整できます。各入力チャンネルは、前面パネルに基準ＶＵ

バリスティックスに従うデュアルＬＥＤ ＶＵメーターを備えています。ファイナルミックスは、視覚的に見やすい円弧運動型のＬＥＤストリング

ＶＵメーターに表示します。背面パネルのスイッチでソフトニーコンプレッサーの入力／出力の切り替えが可能です。ＲＵ－ＭＸ４Ｔを発注す

ると、工場出荷時に出力絶縁トランスが組み込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＲＵ－ＭＸ４ 

 

 

仕様： 

マイク入力（４）：  ２ｋΩバランス、切り替え可能ファンタム２４Ｖ（ＩＥＣ １９３８：１９９６－１２） 

+４ｄＢｕ出力の 

マイク入力レベル：  -５８～-２０ｄＢｕ（ファンタムＯＦＦまたはＯＮ ＨＩゲイン） 

-４１～-４ｄＢｕ（ファンタムＯＮ ＬＯゲイン） 

ライン入力（４）：  ２ｋΩアンバランス 

+４ｄＢｕ出力の 

ライン入力レベル：  -２５ｄＢＶ～+２０ｄＢＶ、ノミナル-１０ｄＢＶ 

ゲイン調整（５）：  マイク：オフ～６２ｄＢゲイン（ＰＨＡＮＴＯＭ ＯＦＦ ＯＮＨＩゲイン） 

   オフ～４６ｄＢゲイン（ＰＨＡＮＴＯＭ ＯＮ ＬＯゲイン） 

   ライン：オフ～２７ｄＢゲイン 

出力アッテネーター：  ０ｄＢ～無限 

周波数特性：  マイク：８０Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±１．５ｄＢ）-１０ｄＢ以下＠２０Ｈz（ハイパスフィルター必須） 

   ライン：２０Ｈｚから３０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

 

ＴＨＤ+Ｎ：   マイク：０．１％以下（８０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

   ライン：０．０２％以下 

残留ノイズ（広帯域、+４ｄBu 出力） 

ユニティゲイン：  -８４ｄB 以下（４ラインレベルソース） 

４０ｄB ゲイン、ファンタムオン： マイク：-７９ｄB、-７３ｄB 以下（全４マイクレベルソース） 

５０ｄB ゲイン：  マイク：-７９ｄB、-７３ｄB 以下（全４マイクレベルソース） 

６０ｄB ゲイン：  マイク：-７０ｄB、-６４ｄB 以下（全４マイクレベルソース） 

出力（２）：   +４ｄBu、１５０Ωバランス（ＭＩＣレベル-４５ｄＢｕに切替可能） 

   -１０ｄＢＶアンバランス 

バランス出力カップリング 電子バランス（ＲＵ－ＭＸ４）または６００Ωトランス（ＲＵ－ＭＸ４Ｔ） 

インジケーター（１８）：  各入力用のデュアルＬＥＤ ＶＵメーター、ＣＯＭＰ／ＬＩＭＩＩＴアクティブＬＥＤ、 

   ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ、ＬＥＤオーディオミックスメーター、０ｄＢ＝+４ｄＢｕ 

   ＶＵ（ｄＢ）：-２０、-１０、-６、-２、０、+３   ピークリーディング（ｄＢ）+８、+１２ 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１５０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．３×１５．０×１２．２ 

 

 

 

ＲＵ－ＭＸ４ＳＣＲＵ－ＭＸ４ＳＣＲＵ－ＭＸ４ＳＣＲＵ－ＭＸ４ＳＣ    

ＲＵ－ＭＸ４用セキュリティーカバー 

 

仕様： 

寸法（高さ×幅×厚さｃｍ）： ４．１７×１４．５８×０．１２ 



 

 

ＲＵ－ＭＸ４ＬＲＵ－ＭＸ４ＬＲＵ－ＭＸ４ＬＲＵ－ＭＸ４Ｌ    

プロオーディオラインレベルミキサー   －マイク／ライン出力 

 

ＲＵ－ＭＸ４ＬＴＲＵ－ＭＸ４ＬＴＲＵ－ＭＸ４ＬＴＲＵ－ＭＸ４ＬＴ    

トランス付きプロオーディオラインレベルミキサー    －マイク／ライン出力 

 

 

特徴： 

・ ４チャンネルラインレベルオーディオミキサー 

・ ＸＬＲバランス、ＲＣＡフォノジャックアンバランス入力 

・ マイク／ラインＸＬＲ出力、切り替え可能 

・ アンバランスライン出力とダイレクト入力 

・ スタジオクオリティ、低ノイズ性能 

・ 拡張バス機能 

・ ＲＵ－ＭＸ４に追加ライン入力のバスが可能 

・ 絶縁トランス出力（ＲＵ－ＭＸ４ＬＴ） 

 

用途：  

ＲＵ－ＭＸ４Ｌは、バランスマイク及び（または）アンバランスラインレベルの信号を組み合わせてミックスする必要がある場合など、多くの

用途で理想的な選択肢です。バランス接続はＸＬＲコネクタを使用します。アンバランス信号はフォノジャックに接続されます。ＲＵ－ＭＸ４Ｌ

の４つの入力はそれぞれバランスＸＬＲラインレベル入力または、アンバランスラインレベル・フォノジャック入力のいずれかを受けます。１

台のＲＵ－ＭＸ４ＬのアンバランスフォノジャックＬＩＮＥ ＯＵＴＰＵＴは他の機器のアンバランス入力に接続することや、ミキシング性能を拡張

するために他のＲＵ－ＭＸ４ＬまたはＲＵ－ＭＸ４のＤＩＲＥＣＴ入力に接続することが可能です。ＲＤＬ®ＲＵ－ＲＡ３ＨＤラックアダプタを使用し

て最大３台までのＲＵ－ＭＸ４タイプのミキサーをシングルラックユニットに取り付けることができます。ＲＵ－ＭＸ４Ｌはバランス出力が１つ

あり、マイク／ラインレベルの切り替えが可能です。オーディオレベルは前面パネルで調整できます。各入力チャンネルは前面パネルに

基準ＶＵバリスティックスに従うデュアルＬＥＤ ＶＵメーターを備えています。ファイナルミックスは、視覚的に見やすい円弧運動型のＬＥＤス

トリングＶＵメーターに表示します。ＲＵ－ＭＸ４ＬＴを発注すると、工場出荷時に出力絶縁トランスが組み込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＲＵ－ＭＸ４Ｌ 

 

 

仕様： 

バランスライン入力（４）：   ２０ｋΩバランスブリッジ 

バランスライン入力レベル：  +４ｄＢｕ基準-１３～+２２ｄＢｕ 

アンバランスライン入力（４）：  ２ｋΩアンバランス  

アンバランスライン入力レベル：  +４ｄＢｕ基準-２５ｄＢＶ～+２０ｄＢＶ、ノミナル-１０ｄＢＶ 

ゲイン調整（４）：   バランスライン：オフ～１７ｄＢゲイン 

    アンバランスライン：オフ～２７ｄＢゲイン 

出力アッテネーター：   ０ｄＢ～無限 

周波数特性：   ２０Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．０１％以下 

残留ノイズ（+４ｄＢｕ出力以下）：  ４ラインレベルソース（ユニティゲイン）：-８２ｄＢ以下（広帯域） 

出力（２）：    +４ｄＢｕ、１５０Ωバランス（ＭＩＣレベル-４５ｄＢｕに切り替え可能）、 

-１０ｄＢＶアンバランス 

インジケーター（１７）：   各入力用のデュアルＬＥＤ ＶＵメーター、ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ 

    ＬＥＤオーディオミックスレベルメーター、０ｄＢ＝+４ｄＢｕ 

    ＶＵバリスティックス：-２０ｄＢ、-１０ｄＢ、-６ｄＢ、-２ｄＢ、０ｄＢ、+３ｄＢ 

    ピークリーディング：+８ｄＢ、+１２ｄＢ 

電源仕様：    接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１５０ｍＡ 

周辺動作環境：   ０℃～５０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  ４．３×１５．０×１２．２ 



 

 

 

 

特徴： 

・ マイク又はラインレベルオーディオミキサー 

・ 拡張機能付きの５チャンネルオーディオミキシング 

・ ユーロ型ターミナルブロックの入出力 

・ 各マイクインプット用に２４V ファンタムが切り替え可能 

・ バランスマイク／ライン出力 

・ 拡張バス機能 

・ 出力レベルデュアルＬＥＤ ＶＵメーター 

・ スタジオクオリティ、低ノイズ性能 

 

用途： 

ＲＵ－ＭＸ５ＭＬはバランスマイク及び（または）アンバランスラインレベルの信号を組み合わせてミックスする必要がありさらに機能の拡張

性が必要とされる場合など、多くの用途で理想的な選択肢です。全ての接続は、背面パネル上のユーロ型ターミナルブロックを使用して行

います。ＲＵ－ＭＸ５ＭＬの入力のうち４つは、マイク、またはライン入力のいずれかを受けます。５番目の入力はラインレベルソース用で

す。 

２４Ｖファンタム電源は、各マイク入力で切り替え選択を個別に行うことができます。ミキシング機能を拡大するために１台のＲＵ－ＭＸ５ＭＬ

の出力を他のＲＵ－ＭＸ５ＭＬのＭＩＸ入力に接続することも可能です。ＲＤＬ®ＲＵ－ＲＡ３ＨＤラックアダプタを使用して最大３台のＲＵ－ＭＸ

５ＭＬミキサーをシングルラックユニットに取り付けることができます。出力部はバランスライン（+４ｄＢｕ）とバランスマイクレベル（-４５ｄＢ

ｕ）出力の両方があります。どちらの出力も同時使用が可能です。オーディオレベルは前面パネルで調整できます。出力は前面パネルに基

準ＶＵバリスティックに従うデュアルＬＥＤ VU メーターを装備しています。 

 

仕様： 

入力（６）：   ４×マイク／ラインレベル（選択可能）、１×ラインレベル、１×ダイレクトＭＩＸ 

   ユーロ型ターミナルブロック 

入力インピーダンス：  マイク：１．２ｋΩ以上 バランス  ライン：１０ｋΩ以上 バランス 

最大入力レベル：  マイク：-２０ｄＢｕ            ライン：+２４ｄＢｕ 

ファンタム：   ２４Ｖスイッチで切り替え可能（ＩＥＣ １９３８： １９９６－１２） 

ゲイン：   マイク：Ｏｆｆ～６５ｄＢ          ライン：Ｏｆｆ～１５ｄＢ 

出力（２）：   マイク：-４５ｄＢｕバランス       ライン：+４ｄＢｕバランス  ユーロ型ターミナルブロック 

出力インピーダンス：  １５０Ωバランス 

周波数特性：  マイク：８０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±１ｄＢ、ハイパスフィルタ-使用２０Ｈｚにて-６ｄＢ以下） 

   ライン：１０Ｈｚ～３５ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   マイク：０．０３％以下    ライン：０．００３以下 

ヘッドルーム：  ２０ｄＢ以上（+４ｄＢ出力以上） 

ノイズ： -７０ｄＢ以下 +４ｄＢ出力 （２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、５０ｄＢゲイン時の全マイクチャンネル又は６０ｄＢゲイン

時の１マイクチャンネル有効） 

 -９０ｄＢ以下 +４ｄＢ出力（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、全チャンネルＯｆｆ） 

ＣＭＲＲ：   マイク-６５ｄＢ以上（１０Ｈｚ～１０ｋＨｚ）  ライン：-４５ｄＢ 

メータリング：  デュアルＬＥＤ VU メーター（+４ｄＢｕに調整） 

電源仕様：   接地準拠 ２４ＶｄＣ／７５ｍＡ（１２０ｍＡ最大、ファンタム含む）、ユーロ型ターミナルブロック 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ） ４．３×１５．０×１２．２ ； 周辺動作環境：０°～５５℃ 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ－－－－ＭＸ５ＭＸ５ＭＸ５ＭＸ５MLMLMLML    

ファンタム電源付き５チャンネル・マイク／ラインオーディオミキサー 

 



 

 

 

特徴： 

・ ２入力オーディオミキサー 

・ マイク又はラインレベル入力の選択可能 

・ マイク及びラインを同時に出力 

・ 既設ミキサーの入力を追加 

・ オーディオ出力のデュアルＬＥＤ ＶＵメーター表示 

・ バランス／アンバランス入出力 

・ ローノイズ及び低歪み性能 

 

用途： 

ＳＴ－ＭＸ２は２つのオーディオソースのミックスが要求される様々な用途に利用頂けます。マイクをラインレベルの音楽ソースとミックスす

る事が出来ます。２つのマイク入力はミックスされ、マイクまたはラインレベルのパワーアンプ入力へと送られます。マイク又はプロ用の+４

ｄＢｕラインレベルでのモノラル合成が可能です。モノラルラインレベル信号を民生用からプロ用へ、もしくはプロ用から民生用へと変換する

際にも使用できます。マイクプリアンプ、又はその逆に、アンバランス／バランスラインレベル信号を他の機器のマイク入力に適応させる

際にも利用できます。 

 

仕様： 

入力（２）：   マイク又はラインを選択可能 

+４ｄＢｕ出力での入力レベル： マイク：‐４５ｄＢｕ～‐６５ｄＢｕ、最大入力‐２８ｄＢｕ 

ライン：‐１８ｄＢｕ～+１０ｄＢｕ、最大入力+２２ｄＢｕ 

入力インピーダンス： マイク：２００Ω、ライン：２０ｋΩブリッジ 

入力／出力構成：  バランス／アンバランス 

出力（２）：   マイク及びライン 

出力インピーダンス： １５０Ω（マイクまたはライン） 

周波数特性   

マイク：   ２５Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±１ｄＢ） 

ライン：   １０Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   マイク：０．０５％以下、２５～２０ｋＨｚ 

ライン：０．００５％以下 

ＩＭＤ：    ０．００４％以下 

出力レベル：  マイク：‐４５ｄＢｕ、ライン：+４ｄＢｕ 

ヘッドルーム：  マイク入力：２２ｄＢ以上（‐５０ｄＢｕ基準） 

マイク入力：３２ｄＢ以上（‐６０ｄＢｕ基準） 

     ライン入力：１８ｄＢ以上（+４ｄＢｕ基準） 

出力：２０ｄＢ以上（+４ｄＢｕ基準） 

ノイズ：（+４ｄＢｕ基準）：  マイク：-７０ｄＢ以下（１５０Ωソース、５０ｄＢゲイン） 

マイク：-８０ｄＢ以下（２００Ωソース、５０ｄＢゲイン） 

     ライン：‐９０ｄＢ以下 

ＣＭＲＲ：   マイク：６５ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

ライン：４５ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠６０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ ； 周辺動作環境：０℃～５５℃ 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＭＸ２ＭＸ２ＭＸ２ＭＸ２    

２チャンネルオーディオミキサー  –マイク／ライン入出力 

 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＭＸ３ＭＸ３ＭＸ３ＭＸ３    

３チャンネルオーディオミキサー   －ライン入出力  

 

特徴： 

・ ラインレベル信号をミックス 

・ 個々に調整可能な３つの入力 

・ 既設ミキサーのラインレベル入力を追加 

・ 異なるレベル、インピーダンスまたはバランス／アンバランス構成の信号を合成 

・ 入力信号間の絶縁 

・ 低ノイズ及び低歪性能 

・ ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成 

 

 

用途： 

ＳＴ－ＭＸ３はＳＴＩＣＫ－ＯＮ™シリーズ製品のラインレベルミキサーモジュールです。個々に入力ゲイン調整が可能な、３つのラインレベル

入力のオーディオミックスを提供します。ラインレベル出力はハイインピーダンス／ローインピーダンスまたはバランス／アンバランス負荷

で作動します。 

ＳＴ－ＭＸ３はフローティングまたはバイポーラＤＣ電源から動作します。 

マイクレベル入力を伴う設置ではＳＴ－ＵＭＸ３ユニバーサルオーディオミキサーを使用します。 

 

 

仕様：  

入力（３）：   ３０ｋΩバランス／アンバランスブリッジ 

入力レベル：  ‐２０ｄＢｕ～+１８ｄＢｕ（+４ｄＢｕ出力用） 

   ‐２４ｄＢｕ～+１４ｄＢｕ（０ｄＢｕ出力用） 

出力：   ４００Ω（ロー/ハイインピーダンスのバランス／アンバランスラインを駆動） 

出力レベル：  ノミナル＋４ｄＢｕ、調整可能、アンバランス出力：バランスラインレベル以下６ｄＢ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０３％以下（１０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ノイズ：   ‐８０ｄＢ以下（全入力＠１０ｄＢゲイン、+４ｄＢｕ基準） 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ 

ゲイン（各入力）：  ‐１４ｄＢ～+２４ｄＢで調整可能 

ＣＭＲＲ：   ５０ｄＢ以上（５０～１２０Ｈｚ） 

電源仕様：   接地準拠またはフローティング、２４Ｖｄｃ＠５５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴ－ＵＭＸ３ＳＴ－ＵＭＸ３ＳＴ－ＵＭＸ３ＳＴ－ＵＭＸ３    

３×１ ユニバーサルオーディオミキサー －３マイク／ライン入力×１マイク／ライン出力 

 

特徴： 

・ 最大３入力までのオーディオをミックス 

・ スイッチで選択可能なマイクまたはライン入力 

・ スイッチで選択可能なマイクまたはライン出力 

・ 既設ミキサーのマイクやラインレベル入力を追加 

・ 異なるレベルの信号やインピーダンス、バランス／アンバランス構成を合成 

 

用途：  

ＳＴ－ＵＭＸ３は、マイクレベルやラインレベル信号を１系統の出力に組み合わせるための、３チャンネルオーディオミキサーです。各入力

にはＭＩＣ／ＬＩＮＥの切り替えスイッチがあります。別々のＭＩＣ／ＬＩＮＥスイッチにより出力レベルが選択されます。入力はそれぞれ別のプ

リアンプ回路を備えており、他の入力から独立しています。３つの入力プリアンプには、それぞれＡカーブシングルターンゲイン調整が付い

ています。３つのプリアンプからの信号はアクティブに合成され、ＲＤＬ®デュアルＬＥＤ ＶＵメーターを装備した出力アンプに送られます。 

 

各入力レベルはＬＥＤ出力レベルメーターを見ながら設定します。デュアルＬＥＤ出力メーターは基準ＶＵバリスティックに従っています。緑

色のＬＥＤの光り方は-１１ｄＢｕで最も弱く、+４ｄＢｕで最も明るく光ります。 

 

マイクやライン間の各入力／出力の切り替えが柔軟になることにより、１タイプの製品のみで広範囲のミキシングソリューションに対応する

ことが可能になります。 

 

仕様： 

入力（３）：   マイク：６００Ω  ライン：５０ｋΩ、バランス     

   ＜注意＞ＳＴ－ＵＭＸ３のマイクインプットはファンタム電圧から保護されていません。 

ＳＴ－ＭＰＡ２マイクファンタムアダプターを使用願います。 

最大入力信号：  マイク：-１８ｄＢｕ；ライン：+２５ｄＢｕ    

ゲイン（各入力）：  マイク：オフ～６０ｄＢの範囲で調整可能； ライン：オフ～２１ｄＢの間で調整可能 

出力：   １５０Ωバランス、７５Ωアンバランス 

出力信号：   マイク：ラインレベル以下で５０ｄＢ ライン：ノミナル+４ｄＢｕ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００６％以下 

ＩＭＤ：   マイク（５０ｄＢゲイン時）：０．００４％以下 ライン：０．００８％以下 

周波数特性：  マイク：５０ｋＨｚ～１００ｋＨｚ（±１ｄＢ） ライン：１０Ｈｚ～１００ｋＨｚ（±０．０５ｄＢ） 

ノイズ（各入力）：  マイク：-７０ｄＢ以下（５０ｄＢゲイン） ライン：-８２ｄＢ以下（ユニティーゲイン） 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ 

ＣＭＲＲ：   マイク：６０ｄＢ以上  ライン：５０ｄＢ以上（５０～１２０Ｈｚ） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠５５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０°～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴： 

・ １５０、６００又は１０ｋΩ操作 

・ オーディオ信号をシングル出力へ合成 

・ オーディオラインからのＲＦをフィルター 

・ ステレオ信号を合成 

・ モノラル信号をステレオ入力へ送信 

・ 複数のマイクをシングルアンプへ合成 

・ ＲＤＬ®ＳＴＩＣＫ-ＯＮ®のコンパクト性 

 

用途： 

各ＳＴＤモジュールは４つの各チャンネルにＲＦフィルターが付いた抵抗分岐ネットワークです。ＡからＤまでの全てのチャンネルは、入力に

も出力にもなります。これによりモノラル入力へのステレオ信号の合成やマルチ入力へのモノラル信号の分配、シングルアンプへ出力ショ

ートスイッチのついたマイクを合成することも可能です。ＳＴＤシリーズは１５０、６００および１０ｋΩモデルでの使用が可能です。全入出力

はバランスです。 

 

仕様： 

回路タイプ：   パッシブ 

回路構成：   バランス 

入出力インピーダンス：  １５０、６００、又は１０ｋΩ（記された通り） 

入出力数：   ４；どの組み合わせでも有効；  分配：１インー３アウト２イン―２アウト ；３インー１アウト 

インサーションロス：  ３ｄＢ 

チャンネル間のアイソレーション： ３ｄＢ（ＲＤＬミキサー又はアイソレーション用ディストリビュ－ションアンプを使用） 

最大信号入力：  ＋２８ｄＢｕ（６００Ωにて）； ＋２２ｄＢｕ（１５０Ωにて） 

電源仕様：   パッシブ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

ＳＴＤ－１５０ＳＴＤ－１５０ＳＴＤ－１５０ＳＴＤ－１５０    

パッシブオーディオ ディバイダー／コンバイナ－ －１５０Ω 

 

ＳＴＤＳＴＤＳＴＤＳＴＤ－１０Ｋ－１０Ｋ－１０Ｋ－１０Ｋ    

パッシブオーディオ ディバイダー／コンバイナー －１０Ｋ 

 

ＳＴＤ－６００ＳＴＤ－６００ＳＴＤ－６００ＳＴＤ－６００    

パッシブオーディオ ディバイダー／コンバイナ－ －６００Ω 

 



 

 

ＴＸＴＸＴＸＴＸ－－－－ＬＣ２ＬＣ２ＬＣ２ＬＣ２    

アンバランス／バランス・ラインコンバイナー 

 

特徴： 

・ ２つのアンバランスオーディオ信号をモノラルバランスにミックス 

・ バランス出力でステレオをモノラルに合成 

・ 出力ゲイントリム 

・ 入力間の絶縁 

・ アンバランスからバランスへの変換 

・ 高品質オーディオ 

 

用途： 

ＴＸ－ＬＣ２は、バランス（又はアンバランス）オーディオラインを送り出すために２つのアンバランス・ラインレベルオーディオソースのアク

ティブで絶縁されたミキシングが必要とされる設置において理想的な選択肢です。 

入力回路はハイインピーダンス、ラインレベル（-１０ｄＢＶ）で、それぞれがお互いに絶縁されています。従って、モジュールはステレオセパ

レーションに影響を与える事無く、アンバランスステレオソースをブリッジして使用することが出来ます。ＴＸ－ＬＣ２からの出力はステレオ信

号のモノラルミックスです。合成信号のゲインは-１０ｄＢ～+１０ｄＢまで（+４ｄＢｕ出力基準）で調整可能です。 

 

ＴＸ－ＬＣ２は２つの別のソースをシングル出力にミックスするためにも使用できます。モジュール内のミキシング回路はアクティブサミング

アンプです。出力ドライバーはハイ／ローインピーダンスとバランス／アンバランスラインを駆動するために１５０Ωバランスソースを供給

します。ＴＸ－ＬＣ２は２４Ｖｄｃ電源で駆動し、ヘッドルームを減らした場合には１２Ｖｄｃ電源で駆動します。 

 

入力コネクタによりＴＸ－ＬＣ２の接続が容易にできます。ゲイン範囲が広いため、ステレオアンバランスソースからバランスモノラル信号が

必要な設置において、特にテレビなどの低出力コンシューマー製品の設置にＴＸ－ＬＣ２は大変適しています。 

 

ＴＸ－ＬＣ２は単体で使用したり、オーディオ／ビデオシステムの一部として他のＲＤＬモジュールやアクセサリと組み合わせて使用する事も

できます。 

 

仕様： 

入力（２）：   ノミナル-１０ｄＢＶ、最小-２２ｄＢＶ 

入力インピーダンス：  １０ｋΩ 

ノイズ：   -８５ｄＢ以下、+４ｄＢｕ規準（-１０ｄＢＶ入力＠１２ｄＢゲイン） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．００５％以下 

周波数特性：  １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ：ブリッジ入力） 

   ２５Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ：６００Ω） 

ゲイン：   ゲイン±１０ｄＢ（+４ｄＢｕバランス出力基準、調整可能） 

ＩＭＤ：   ０．００１％以上 

出力：  １５０Ωバランス、+４ｄＢｕ（ロー／ハイインピーダンス、バランス／アンバランスラインを駆動） 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ３．６×３×７．６ 



 

 

ＴＸＴＸＴＸＴＸ－－－－ＭＸ２ＲＭＸ２ＲＭＸ２ＲＭＸ２Ｒ    

オーディオミキサー／ディストリビューションアンプ 

 

特徴： 

・ ２つのアンバランスモノラル信号をミックス 

・ ステレオをモノラルに合成 

・ 各入力用のゲイントリム 

・ 入力信号からの絶縁された２つのアクティブ出力 

・ 入力間の絶縁 

・ 高品質アンバランスオーディオ 

 

用途： 

ＴＸ－ＭＸ２Ｒは１つ、又は２ついずれかのアンバランス経路を供給するために２つのアンバランス・ラインレベルオーディオソースのアクテ

ィブで絶縁されたミキシングが必要とされる設置において理想的な選択肢です。 

 

入力回路はハイインピーダンス、ラインレベル（-１０ｄＢＶ）で、それぞれがお互いに絶縁されています。従って、モジュールはステレオセパ

レーションに影響を与える事無くアンバランスステレオソースをブリッジして使用することが出来ます。ＴＸ-ＭＸ２Ｒからの各出力はステレオ

信号のモノラルミックスです。通常、ゲイントリマーはユニティゲインに設定されます。いずれかのチャンネルがローであれば、そのチャン

ネルのゲインは最大６ｄＢまで調整可能です。 

 

ＴＸ－ＭＸ２Ｒは２つの別のソースをシングル出力へミックスするためにも使用できます。モジュール内のミキシング回路はアクティブサミン

グアンプです。 

 

出力ドライバーは、入力信号又は信号から２つに分かれた同一出力信号を供給します。この出力部分配アンプにより、ＴＸ－ＭＸ２Ｒを２出力のオ

ーディオ分配アンプとして使用する事が出来るのです。シングルソースを２経路に分配したい場合、入力のうちの一つは性能のロスなく使用さ

れない状態になります。 

 

仕様： 

入力（２）：    -１０ｄＢＶ 

入力インピーダンス：   １０ｋΩ 

ノイズ：    -７５ｄＢ以下（-１０ｄＢＶ基準） 

ＴＨＤ＋Ｎ：    ０．０５％以下（０．０１％標準） 

周波数特性：   ２５Ｈｚ～４５ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

    １５Ｈｚ～７０ｋＨｚ（±１ｄＢ） 

ゲイン（チャンネル毎）：   ユニティ～ノミナル+６ｄＢ（調整可能） 

ＩＭＤ：    ０．０１％標準 

出力（２）：    １００Ωアンバランス、-１０ｄＢＶ（ロー／ハイインピーダンス、アンバランスラインを動作） 

ヘッドルーム：   ２７ｄＢ以上（２４Ｖｄｃ電源） 

    １８ｄＢ以上（ＤＣ１２Ｖ電源） 

電源仕様：    接地準拠、１２～３３Ｖｄｃ＠１０ｍＡ 

周辺動作環境：   ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：        ３．６×３×７．６ 



 

 

ＡＦ－ＳＨ１ＡＦ－ＳＨ１ＡＦ－ＳＨ１ＡＦ－ＳＨ１，，，，    ＡＦ－ＳＨ１ＺＡＦ－ＳＨ１ＺＡＦ－ＳＨ１ＺＡＦ－ＳＨ１Ｚ    

ステレオヘッドホンアンプ－音量コントロール付ＡＰＰＦＬＥＸ™パネル 

      

 

 

特徴： 

・ パネルマウント式ヘッドフォンアンプ 

・ 壁掛け式ヘッドフォンアンプ 

・ 長寿命のＶＣＡステレオレベルコントロールを一体化 

・ バランス／アンバランス入力 

・ 入力感度が切替え選択可能 

・ モノラル（レフト）／ステレオ操作が切替え選択可能 

・ ハイインピーダンス／ローインピーダンスヘッドセットを駆動するアンプ 

・ ＡＰＰＦＬＥＸ™シリーズにマウント可能な利便性        

 

 

用途：  

ＡＦ－ＳＨ１は、民生用やプロ用オーディオソースから駆動される、あらゆるインピーダンスのヘッドフォンが必要な用途で使用されます。木

製／金属製のエンクロージャーや、様々なＲＤＬマウントアクセサリに取り付け可能な便利なモジュールです。ＡＦ－ＳＨ１は、バランス／ア

ンバランスＬ・Ｒ入力のデュアルチャンネルヘッドフォンアンプです。各入力が対応する動作レベルは-２０ｄＢＶと+２０ｄＢｕです。エンクロー

ジャー裏の側面にある２つのスライドスイッチは、モジュールを取り付ける前に設定します。１つは入力感度の設定用です。モードスイッチ

はステレオ／モノラル動作の選択スイッチです。ＭＯＮＯポジション時は、Ｌｃｈ入力が両出力チャンネルを駆動するために使用されます。モ

ジュールをモノラルシステムで使用する場合、レフトチャンネルの入力のみ配線します。前面パネルのレベルコントロールは、対応したＶＣ

Ａを制御する超寿命のポテンショメーターです。長年にわたってノイズフリーのレベル調整を保証するために、オーディオはこのコントロー

ルを通過しません。出力アンプは、耐久性のある金属製の１／４インチ（６．３ｍｍ）標準ヘッドフォンジャックを通して，ハイ／ローインピー

ダンスのヘッドフォンに５０ｍＷ以上を提供します。２４Ｖｄｃ接地準拠の電源でモジュールは動作します。また、ヘッドルームを６ｄＢ減衰さ

せて最大出力を１０ｍＷにして１２Ｖｄｃ電源による動作も可能です。     

 

 

仕様： 

入力（２）：   １０ｋΩバランスまたはアンバランスブリッジ 

入力レベル：  ノミナル+４ｄＢｕ（低入力感度）；ノミナル-１５ｄＢＶ（高入力感度） 

最大入力レベル：  +２１ｄＢｕ（低入力感度）； +３ｄＢｕ（高入力感度） 

出力信号（定格）：  １０ｍＷ、１００Ω 

出力信号（最大）：  ５０ｍＷ、１００Ω 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．５％以下＠１ｋＨｚ 

周波数特性：  ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±２ｄＢ） 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下（通常の動作レベル以下） 

ゲイン：   前面パネルでユーザ調整可能；１８．５ｄＢ（最大、高入力感度） 

   ユニティ（最大、低入力感度） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

クロストーク：  ノイズフロア以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

電源要件：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＳＴ－ＰＨ１ＳＴ－ＰＨ１ＳＴ－ＰＨ１ＳＴ－ＰＨ１    

ステレオフォノプリアンプ 

 

特徴： 

・ ステレオ／モノラルフォノプリアンプ 

・ バランス／アンバランス出力 

・ ハイ／ローインピーダンスラインを駆動する出力 

・ 正確で低ノイズのプリアンプ 

・ Ｌ・Ｒ出力レベルが調整可能 

・ ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成 

 

 

 

用途： 

ＳＴ－ＰＨ１はステレオフォノプリアンプです。２系統のチャンネル回路それぞれ同一仕様です。ＳＴ－ＰＨ１には標準の４７ｋΩインピーダン

ス・アンバランスフォノカートリッジ入力が付いています。イコライゼーションはＲＩＡＡカーブに準拠しています。各出力はバランス／アンバ

ランス、ハイインピーダンス／ローインピーダンス負荷を駆動します。 

 

ＳＴ－ＰＨ１にはＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成が備わっています。電源入力はフローティング（接地準拠ではない）２４Ｖｄｃ電源ソース、

またはバイポーラー電源（±１２Ｖｄｃまたは±１５Ｖｄｃ）または接地準拠２４Ｖｄｃ電源から供給されます。 

 

様々な機器にフォノ入力が装備されていますが、レコードプレイヤーはターンテーブルの出来るだけ近いところでプリアンプによる増幅を

行うとことで最適なシステム・パフォーマンスを得ることができ、その後ラインレベル信号としてチェーン内の次の機器へ送られます。ＳＴ－

ＰＨ１の便利さは、このような全ての用途において最適です。 

 

 

 

仕様： 

入力（２）：   ４７ｋΩアンバランス 

ゲイン：   ４０～６０ｄＢ＠１ｋＨｚ（調整可能） 

出力（２）：   ３００Ω（ロー／ハイインピーダンス、バランス／アンバランスラインを動作） 

出力レベル：  ノミナル+４ｄＢｕ、調整可能、（アンバランス出力６ｄＢ；バランスラインレベル以下）  

ＴＨＤ：   ０．０３％以下（１０Ｈｚ～３０ｋＨｚ）、ハイインピーダンス負荷） 

０． ０１５％以下（１０Ｈｚ～３０ｋＨｚ、６００Ω負荷） 

周波数特性：  ＲＩＡＡカーブ 

ノイズ：   -７５ｄＢ以下（+４ｄＢｕ以下） 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ（+４ｄＢｕ以上） 

電源仕様：   接地準拠またはフローティング、２４Ｖｄｃ＠６０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

Ｄ－ＳＨ１Ｄ－ＳＨ１Ｄ－ＳＨ１Ｄ－ＳＨ１，，，，    ＤＳ－ＳＨ１，ＤＳ－ＳＨ１，ＤＳ－ＳＨ１，ＤＳ－ＳＨ１，    ＤＢ－ＳＨ１ＤＢ－ＳＨ１ＤＢ－ＳＨ１ＤＢ－ＳＨ１    

ステレオヘッドフォンアンプ －ユーザーレベルコントロール付きＤｅｃｏｒａ®パネル 

      

D-SH1                                   DS-SH1                                     DB-SH1 

特徴； 

・ パネルマウント式ヘッドフォンアンプ 

・ 壁掛け式ヘッドフォンアンプ 

・ 長寿命ＶＣＡステレオレベルコントロールを一体化 

・ バランス／アンバランス入力 

・ 入力感度が切り替え選択可能 

・ モノラル（レフト）またはステレオ動作が切り替え選択可能 

・ ハイ／ローインピーダンスヘッドセットを駆動するアンプ 

・ Ｄｅｃｏｒａ®にマウント可能な利便性 

 

 

用途： 

Ｄ／ＤＳ－ＳＨ１は民生用やプロ用オーディオソースから駆動される、あらゆるインピーダンスのヘッドフォンが必要な用途で使用されます。

Ｄ／ＤＳ－ＳＨ１は、言語翻訳から博物館、美術館、インタビューを行うスタジオ、楽器店まで様々な用途に適しています。木製／金属製の

エンクロージャーや、様々なＲＤＬ®マウントアクセサリに取り付け可能な便利なモジュールです。Ｄ／ＤＳ－ＳＨ１は、バランス／アンバラン

スのＬ／Ｒ入力を持つデュアルチャンネルヘッドフォンアンプです。各入力が対応する動作レベルは-２０ｄＢＶと+２０ｄＢｕです。エンクロー

ジャー裏の側面にある２つのスライドスイッチは、モジュールを取り付ける前に設定します。１つは入力感度の設定用です。モードスイッチ

はステレオ／モノラル動作の選択スイッチです。ＭＯＮＯポジション時は、Ｌｃｈ入力が両出力チャンネルを駆動するために使用されます。モ

ジュールをモノラルシステムで使用する場合、レフトチャンネルの入力のみ配線します。前面パネルのレベルコントロールは、対応したＶＣ

Ａを制御する超寿命のポテンショメーターです。長年にわたってノイズフリーのレベル調整を保証するために、オーディオはこのコントロー

ルを通過しません。出力アンプは、耐久性のある金属製の１／４インチ（６．３ｍｍ）標準ヘッドフォンジャックを通して、ハイ／ローインピー

ダンスのヘッドフォンに５０ｍＷ以上を提供します。２４Ｖｄｃ接地準拠の電源でモジュールは動作します。また、ヘッドルームを６ｄＢ減衰さ

せて最大出力を１０ｍＷにして１２Ｖｄｃ電源による動作も可能です。 

 

 

仕様： 

入力（２）：   １０ｋΩバランスまたはアンバランスブリッジ 

入力レベル：  ノミナル+４ｄＢｕ（低入力感度）、ノミナル-１５ｄＢＶ（高入力感度） 

最大入力レベル：  +２１ｄＢｕ（低入力感度）、 +３ｄＢｕ（高入力感度） 

出力信号（定格）：  １０ｍＷ、１００Ω 

出力信号（最大）：  ５０ｍＷ、１００Ω 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．５％以下＠１ｋＨｚ 

周波数特性：  ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±２ｄＢ） 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下（通常の動作レベル以下で） 

ゲイン：   前面パネルでユーザーが調整可能、１８．５ｄＢ（最大、高入力感度） 

   ユニティ（最大、低入力感度） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

クロストーク：  ノイズフロア以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

ＤＤＤＤ－ＳＨ１Ｍ－ＳＨ１Ｍ－ＳＨ１Ｍ－ＳＨ１Ｍ，，，，    ＤＳ－ＤＳ－ＤＳ－ＤＳ－SHSHSHSH１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ，，，，ＤＢ－ＳＨ１ＭＤＢ－ＳＨ１ＭＤＢ－ＳＨ１ＭＤＢ－ＳＨ１Ｍ    

ステレオヘッドフォンアンプ 

        

D-SH1M                                        DS-SH1M                                    DB-SH1M 

特徴： 

・ 長寿命ＶＣＡステレオレベルコントロールを一体化 

・ バランス／アンバランス入力 

・ 入力感度が切り替え選択可能 

・ モノラル（レフト）またはステレオ動作が切り替え選択可能 

・ ハイ／ローインピーダンスヘッドセットを駆動するアンプ 

・ 出力：ミニジャック 

 

 

用途：  

Ｄ／ＤＳ－ＳＨ１Ｍは民生用やプロ用オーディオソースから駆動される、あらゆるインピーダンスのヘッドフォンが必要な用途で使用されま

す。Ｄ／ＤＳ－ＳＨ１Ｍは、言語翻訳から博物館、美術館、インタビューを行うスタジオ、楽器店まで様々な用途に適しています。木製／金属

製のエンクロージャーや、様々なＲＤＬ®マウントアクセサリに取り付け可能な便利なモジュールです－ＳＨ１Ｍは、バランス／アンバランス

のＬ／Ｒ入力を持つデュアルチャンネルヘッドフォンアンプです。各入力が対応する動作レベルは-２０ｄＢＶと+２０ｄＢｕです。エンクロージ

ャー裏の側面にある２つのスライドスイッチは、モジュールを取り付ける前に設定します。１つは入力感度の設定用です。モードスイッチは

ステレオ／モノラル動作の選択スイッチです。ＭＯＮＯポジション時は、Ｌｃｈ入力が両出力チャンネルを駆動するために使用されます。モジ

ュールをモノラルシステムで使用する場合、レフトチャンネルの入力のみ配線します。前面パネルのレベルコントロールは、対応したＶＣＡ

を制御する超寿命のポテンショメーターです。長年にわたってノイズフリーのレベル調整を保証するために、オーディオはこのコントロール

を通過しません。出力アンプはハイ／ローインピーダンスのヘッドフォンに５０ｍＷ以上を提供します。２４Ｖｄｃ接地準拠の電源でモジュー

ルは動作します。 

 

 

仕様： 

入力（２）：   １０ｋΩバランスまたはアンバランスブリッジ 

入力レベル：  ノミナル+４ｄＢｕ（低入力感度）、ノミナル-１５ｄＢＶ（高入力感度） 

最大入力レベル：  +２１ｄＢｕ（低入力感度）、+３ｄＢｕ（高入力感度） 

出力信号：   １０ｍＷ、１００Ω（定格）、５０ｍＷ、１００Ω（最大） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．５％以下＠１ｋＨｚ 

周波数特性：  ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±２ｄＢ） 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下（通常の動作レベル以下で） 

ゲイン：   前面パネルでユーザーが調整可能；１８．５ｄＢ（最大、高入力感度） 

   ユニティ（最大、低入力感度） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

クロストーク：  ノイズフロア以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ／５０ｍＡ 



 

 

ＦＰ－ＰＡ１８ＦＰ－ＰＡ１８ＦＰ－ＰＡ１８ＦＰ－ＰＡ１８    

１８Ｗモノラルオーディオアンプ   －８Ω、パワーサプライ付属 

 

特徴： 

・ ８Ωにて１８Ｗ ＲＭＳ 

・ 自動省エネルギースリープモード 

・ スリープディレイが選択可能：Ｏｆｆ、５、１５、２５分 

・ ユーロ型ターミナルブロック接続の入出力 

・ バランス／アンバランスラインレベル入力 

・ コンプレッサー／リミッターでクリッピングを制御 

・ オーディオコンプレッションのスレッショルドをＬＥＤで表示 

・ コンプレッサーにより平均出力を最大化 

・ 標準的なアンプよりも優れた音質 

・ 超小型オールメタル構造 

・ 高効率のＣｌａｓｓ-Ｄ動作 

・ サーマル及び回路ショート防止 

 

用途： 

ＦＰ－ＰＡ１８は、オーディオコンプレッサー及び自動スリープモードを組み込んだ、ライン入力、８Ω出力の高効率１８Ｗパワーアンプです。

ＦＰ－ＰＡ１８は、アンバランス接続も可能なバランスラインレベル入力を装備しています。ターミナルブロックの隣に配置されたゲインコント

ロールは、手動又はトリムドライバーを使って調整できるようにデザインされています。ゲインレンジは標準アンバランスレベルだけでなく、

プロ用のバランスレベルにも対応しています。出力は、８Ωのスピーカーを一台、もしくはアンプに８Ω負荷を与える様に接続された、複数

のスピーカーを駆動します。 

 

ＦＰ－ＰＡ１８は、デジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミッターを備え

ています。入力ＧＡＩＮの設定は、クリッピングを抑えるためにリミッターを単独で使用するのか、もしくは標準１８Ｗアンプの平均出力を大幅

に増加させるためにコンプレッサー／リミッターを全て利用するのかを判定します。リミッターが出力のクリッピングを防止している場合、赤

のＣＯＭＰＲＥＳＳＩＯＮ ＬＥＤが点滅します。標準的なオーディオレベルの信号はコンプレッサーの影響を受けず、オーディオダイナミクス

は維持されます。コンプレッサーが動作するようにオーディオレベルを大きくすると、ピークフラッシュの間でＬＥＤは薄光を維持します。オ

ーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまでの入力オーバーロ

ードに対してクリップせずにオーディオを増幅します。ＦＰ－ＰＡ１８はコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアンプから予想さ

れる、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

ＦＰ－ＰＡ１８の回路は、全て低消費電力のためにデザインされています。オーディオ入力がない場合、デジタルタイマーはＣｌａｓｓ-Ｄ出力

段のスイッチをオフにすることが可能です。このスリープモードが動作していると、アンプモジュール及びそれが含まれるＲＤＬ電源の消費

電力は主電源の１Ｗ未満となります。エンドプレート上のコントロールは５、１５または２５分のスリープモード・ディレイタイマーを設定しま

す。また、コントロールはアンプを常に動作する必要があるというシステムの仕様に適応するように、インストーラーがスリープモードをバ

イパスこともする可能です。アンプは入力信号を検出すると、１５０ｍ／ｓｅｃ以内という、ほぼ聞き取れないくらい瞬間的に完全な動作状態

に復帰します。 

出力段は、緑色のＯＵＴＰＵＴ ＡＣＴＩＶＥ ＬＥＤを点灯し、増幅されたオーディオがモジュール出力に供給された時に動作するオープンコレ

クター出力を提供する、オーディオディテクタを装備しています。この出力は、他の機器を制御するために、または高／低周波数の低レベ

ルテスト信号を使用して、アンプの動作確認に利用できます。ディテクタ- 

は、２０Ｈｚをわずか３０ｍＷの出力レベルで、あるいは２０ｋＨｚを５ｍＷの出力レベルでトリガーします。 

 



 

 

ＦＰ－ＰＡ１８は外部２４Ｖｄｃ電源から電源供給されると、青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。ＰＯＷＥＲ ＬＥＤが薄光しているとスリープモ

ードがアンプを無効にしており、明るく点灯しているときはアンプの動作は全てに有効になっているときです。モジュールには、サーマルお

よびショート回路出力保護の両方が装備されています。高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最

小限の発熱しかしません。 

 

超小型、高品質、高効率、環境に優しいオーディオパワーアンプが信頼性と卓越した汎用性を提供する必要がある環境にとって、ＦＰ－ＰＡ

１８は理想的な選択肢です。ＦＰ－ＰＡ１８を個別に、またはオーディオ／ビデオシステムの一部として他のＲＤＬ®製品と組み合わせて使用

します。 

 

仕様： 

入力：   ラインレベル（ノミナル+４ｄＢｕ バランス；-１０ｄＢＶ アンバランス） 

入力インピーダンス：  １０ｋΩバランスブリッジ； ５ｋΩアンバランス 

ゲイン調整：   シングルターンＡカーブ 

最小入力レベル：  バランス：-１８ｄＢｕ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

   アンバランス：-２０ｄＢＶ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１ｄＢ）＊ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）＊ 

コンプレッサー：  定格出力以下３ｄＢスレッショルド；アタックとリリースタイムは自動調節 

ノイズ：   -７２ｄＢ以下（１８Ｗ ＲＭＳ以下、+４ｄＢｕ入力） 

ＣＭＲＲ：   ４５ｄＢ以上（５０Ｈｚ～３ｋＨｚ） 

出力電力：   １８Ｗ ＲＭＳ、８Ω 

出力回路：   Ｃｌａｓｓ-Ｄ 

出力信号検出スレッショルド： ３０ｍＷ＠２０Ｈｚ、２０ｍＷ＠３０Ｈｚ、１０ｍＷ＠５０Ｈｚ、５ｍＷ＠６５Ｈｚ～２０ｋＨｚ 

出力信号検出出力：  オープンコレクター、５ｍＡ 

スリープモード消費電力： １Ｗ以下（アンプと付属の電源） 

スリープモードのディレイ： ５、１５、または２５分（選択可能） 

スリープモードの無効化： 選択可能 

アクティブモードのディレイ： 信号入力検出後１５０ｍｓ 

オーディオ検出スレッショルド： -５０ｄＢｕバランス、-５２ｄＢＶアンバランス 

周辺動作環境：  ０℃～最大５０℃ 

インジケーター（３）：  赤ＬＥＤ：ＣＯＭＰ ＬＥＤ コンプレッサーが動作していることを表示 

   緑ＬＥＤ：ＯＵＴＰＵＴ ＡＣＴＩＶＥ（出力信号ディテクターによって制御） 

   青ＬＥＤ：ＰＯＷＥＲオン； 暗点灯：スリープモード動作中； 輝点灯：アンプ動作中 

２４Ｖdc 電源：  １６ｍＡ（アイドル）、９７５ｍＡ（最大）、接地準拠 

電源（付属）：  １００～２４０Ｖａｃ、５０－６０Ｈｚ；最大１Ａ、２４Ｖｄｃをモジュールへ出力 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ２．９２×８．２６×７．６２ 

 



 

 

ＦＰ－ＰＡ１８ＦＰ－ＰＡ１８ＦＰ－ＰＡ１８ＦＰ－ＰＡ１８HHHH    

パワーサプライ装備、１８Ｗ高温対応オーディオアンプ   －８Ωパワーサプライ付属、 

 

 

特徴： 

・ ８Ωにて１８Ｗ ＲＭＳ    

・ ７０℃までの周辺温度環境で動作 

・ ユーロ型ターミナルブロック接続の入出力 

・ バランス／アンバランスラインレベル入力 

・ コンプレッサー／リミッターでクリッピングを制御 

・ オーディオコンプレッションのスレッショルドをＬＥＤで表示 

・ コンプレッサーにより平均出力を最大化 

・ 標準的なアンプよりも優れた音質 

・ 超小型オールメタル構造 

・ 高効率のＣｌａｓｓ-Ｄ動作 

・ サーマル及び回路ショート防止 

 

用途： 

ＦＰ－ＰＡ１８Ｈは、周辺温度が高い状況での動作が可能な、ライン入力、８Ω出力及びオーディオコンプレッサー機能付き高効率１８Ｗパワ

ーアンプです。モジュールケース及び構造全体の熱特性は、耐熱特性部品を使用することで０～７０℃の範囲での動作を可能にします。Ｆ

Ｐ－ＰＡ１８Ｈは、サイネージや対流が制限されて周辺の温度が上昇する可能性がある環境へのインストールなど、屋外用途に最適です。 

 

（注意：電源は周辺温度が最大でも４０℃の場所にマウントする必要があります。ＦＰ－ＰＡ１８Ｈモジュールは高温用電源と共に単独でイン

ストールすることも、２４Ｖｄｃ電源を供給するシステムにインストールすることも可能です。詳細については、ＲＤＬ®テクニカルサポートにお

問い合わせください。） 

 

ＦＰ－ＰＡ１８Ｈは、アンバランス接続も可能なバランスラインレベル入力を装備しています。ターミナルブロックの隣に配置されたゲインコン

トロールは、手動又はトリムドライバーを使って調整できるようにデザインされています。ゲインレンジは標準アンバランスレベルだけでな

く、プロ用のバランスレベルにも対応しています。出力は、８Ωのスピーカーを一台、もしくはアンプに８Ωの負荷を与える様に接続された、

複数のスピーカーを駆動します。 

 

ＦＰ－ＰＡ１８Ｈは、デジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミッターを備

えています。入力ＧＡＩＮの設定は、クリッピングを抑えるためにリミッターを単独で使用するのか、もしくは標準１８Ｗアンプの平均出力を大

幅に増加させるためにコンプレッサー／リミッターを全て利用するのかを判定します。リミッターが出力のクリッピングを防止している場合、

赤のＣＯＭＰＲＥＳＳＩＯＮ ＬＥＤが点滅します。標準的なオーディオレベルの信号はコンプレッサーの影響を受けず、オーディオダイナミク

スは維持されます。コンプレッサーが動作するようにオーディオレベルを大きくすると、ピークフラッシュの間でＬＥＤは薄光を維持します。

オーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまでの入力オーバー

ロードに対してクリップせずにオーディオを増幅します。ＦＰ－ＰＡ１８はコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアンプから予想

される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

出力段は、緑色のＯＵＴＰＵＴ ＡＣＴＩＶＥ ＬＥＤを点灯し、増幅されたオーディオがモジュール出力に供給された時に動作するオープンコレ

クター出力を提供する、オーディオディテクタを装備しています。この出力は、他の機器を制御するために、または高／低周波数の低レベ

ルテスト信号を使用して、アンプの動作確認に利用できます。ディテクターは、２０Ｈｚをわずか３０ｍＷの出力レベルで、あるいは２０ｋＨｚを

５ｍＷの出力レベルでトリガーします。 

 



 

 

ＦＰ－ＰＡ１８Ｈは外部２４Ｖｄｃ電源から電源供給されると、青のＬＥＤ ＰＯＷＥＲが点灯します。モジュールには、サーマルおよびショート回

路出力保護の両方が装備されています。高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱し

かしません。 

 

超小型、高品質、高効率のオーディオパワーアンプが信頼性と卓越した汎用性を提供する必要がある環境にとって、ＦＰ－ＰＡ１８Ｈは理想

的な選択肢です。ＦＰ－ＰＡ１８Ｈを個別に、または完全なオーディオ／ビデオシステムの一部として他のＲＤＬ製品と組み合わせて使用しま

す。     

 

仕様： 

入力：   ラインレベル（ノミナル+４ｄＢｕのバランス、-１０ｄＢＶのアンバランス） 

入力インピーダンス：  １０ｋΩバランスブリッジ、５ｋΩのアンバランス 

ゲイン調整：   シングルターンＡカーブ 

最小入力レベル：  バランス：-１８ｄＢｕ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

   アンバランス：-２０ｄＢＶ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

最大入力レベル：  バランス：+２３ｄＢｕ、アンバランス：+２１ｄＢＶ 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１ｄＢ）＊ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）＊ 

コンプレッサー：  定格出力以下３ｄＢスレッショルド；アタックとリリースタイムは自動調節 

ノイズ：   -７２ｄＢ以下（１８Ｗ ＲＭＳ以下、+４ｄＢｕ入力） 

ＣＭＲＲ：   ４５ｄＢ以上（５０Ｈｚ～３ｋＨｚ） 

出力電力：   １８Ｗ ＲＭＳ、８Ω 

出力回路：   Ｃｌａｓｓ-Ｄ 

出力信号検出スレッショルド： ３０ｍＷ＠２０Ｈｚ、２０ｍＷ＠３０Ｈｚ、１０ｍＷ＠５０Ｈｚ、５ｍＷ＠６５Ｈｚ～２０ｋＨｚ 

出力信号検出出力：  オープンコレクター、５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～最大７０℃ 

インジケーター（３）：  赤ＬＥＤ：ＣＯＭＰ ＬＥＤ コンプレッサーが動作していることを表示 

   緑ＬＥＤ：ＯＵＴＰＵＴ ＡＣＴＩＶＥ（出力信号ディテクターによって制御） 

   青ＬＥＤ：ＰＯＷＥＲオン 

２４Ｖｄｃ電源：  １６ｍＡ（アイドル）、９７５ｍＡ（最大）、接地準拠 

電源（付属）：  １００～２４０Ｖａｃ、５０－６０Ｈｚ；最大１Ａ、２４Ｖｄｃをモジュールへ出力 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ２．９２×８．２６×７．６２ 

 

 



 

 

ＦＰ－ＰＡ３５ＡＦＰ－ＰＡ３５ＡＦＰ－ＰＡ３５ＡＦＰ－ＰＡ３５Ａ    

３５Ｗモノラルオーディオアンプ    －２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖパワーサプライ付属 

 

特徴： 

・ ３５Ｗ ＲＭＳ定格電圧アンプ 

・ ２５Ｖ、７０Ｖ及び１００Ｖ出力 

・ 自動省エネルギースリープモード 

・ スリープディレイが選択可能：Ｏｆｆ、５、１５、２５分 

・ ユーロ型ターミナルブロック接続の入出力 

・ バランス／アンバランスラインレベル入力 

・ コンプレッサー／リミッターでクリッピングを制御 

・ オーディオコンプレッションのスレッショルドをＬＥＤで表示 

・ コンプレッサーにより平均出力を最大化 

・ 標準的なアンプよりも優れた音質 

・ 超小型オールメタル構造 

・ 高効率のＣｌａｓｓ-Ｄ動作 

・ サーマル及び回路ショート防止 

 

用途： 

ＦＰ－ＰＡ３５Ａは、ゾーン内の複数の２５Ｖ、７０Ｖまたは１００Ｖスピーカーに一台のオーディオパワーアンプからのパワーを必要とする多く

のアプリケーションに、理想的な選択肢です。 

ＦＰ－ＰＡ３５は、アンバランス接続も可能なバランスラインレベル入力を装備しています。前面パネルのゲイントコントロールは、手動又は

トリムドライバーを使って調整できるようにデザインされています。ゲインレンジは標準アンバランスレベルだけでなく、プロ用のバランスレ

ベルにも対応しています。サウンドシステム内に複数分散されたスピーカーは、それに対応する２５Ｖ、７０Ｖまたは１００Ｖで増幅された出

力を接続します。 

ＦＰ－ＰＡ３５は、デジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミッターを備え

ています。入力ＧＡＩＮの設定は、クリッピングを抑えるためにリミッターを単独で使用するのか、もしくは標準３５Ｗアンプの平均出力を大幅

に増加させるためにコンプレッサー／リミッターを全て利用するのかを判定します。リミッターが出力のクリッピングを防止している場合、赤

のＣＯＭＰＲＥＳＳＩＯＮ ＬＥＤが点滅します。標準的なオーディオレベルの信号はコンプレッサーの影響を受けず、オーディオダイナミクス

は維持されます。コンプレッサーが動作するようにオーディオレベルを大きくすると、ピークフラッシュの間でＬＥＤは薄光を維持します。オ

ーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまでの入力オーバーロ

ードに対してクリップせずにオーディオを増幅します。ＦＰ－ＰＡ１８はコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアンプから予想さ

れる、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

ＦＰ－ＰＡ３５の回路は、全て低消費電力のためにデザインされています。オーディオ入力がない場合、ディジタルタイマーはＣｌａｓｓ-Ｄ出力

段のスイッチをオフにすることが可能です。このスリープモードが動作していると、アンプモジュール及びそれが含まれるＲＤＬ電源の消費

電力は主電源の１Ｗ未満となります。エンドプレート上のコントロールは５、１５または２５分のスリープモード・ディレイタイマーを設定しま

す。また、コントロールはアンプを常に動作する必要があるというシステムの仕様に適応するように、インストーラーがスリープモードをバ

イパスこともする可能です。アンプは入力信号を検出すると、１５０ｍ／ｓｅｃ以内という、ほぼ聞き取れないくらい瞬間的に完全な動作状態

に復帰します。 

ＦＰ－ＰＡ３５は外部２４Ｖｄｃ電源から電源供給されると、青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。電源ＬＥＤが薄光しているとスリープモードが

アンプを無効にしており、明るく点灯しているときはアンプの動作は全てに有効になっているときです。モジュールには、サーマルおよびシ

ョート回路出力保護の両方が装備されています。高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限

の発熱しかしません。オーディオ信号をフルパワーで継続的に動作させると、アンプが破損することはありませんが、推奨できません。 



 

 

ＦＰ－ＰＡ３５Ａ 

 

 

仕様： 

入力：   ラインレベル（ノミナル+４ｄＢｕ バランス； -１０ｄＢＶアンバランス） 

入力インピーダンス：  １０ｋΩバランスブリッジ、５ｋΩアンバランス 

入力／出力コネクタ：  ユーロ型ターミナルブロック 

ゲイン調整：   シングルターンＡカーブ 

最小入力レベル：  バランス：-１４ｄＢｕ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

   アンバランス：-１５ｄＢＶ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

最大入力レベル：  バランス：+２２ｄＢｕ、アンバランス：+２０ｄＢＶ 

周波数特性：  ５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±３ｄＢ）＊ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．５％以下（１ｋＨｚ、コンプレッサースレッショルドにおいて） 

   ０．５％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、１Ｗ） 

コンプレッサー：  定格出力以下２ｄＢスレッショルド；アタックとリリースタイムは自動調節 

ノイズ：   -７５ｄＢ以下（３５Ｗ ＲＭＳ） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

出力電力：   ３５Ｗ ＲＭＳ＠２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖ 

スリープモード消費電力： １Ｗ以下（アンプと付属の電源） 

スリープモードのディレイ： ５、１５、または２５分（選択可能） 

スリープモードの無効化： 選択可能 

アクティブモードの遅延：  信号入力検出後１５０ｍｓ以内 

オーディオ検出スレッショルド： -５０ｄＢｕバランス、-５２ｄＢＶアンバランス 

周辺動作環境：  ０℃～最大４０℃；２０℃推奨 

インジケーター（２）：  赤ＬＥＤ：ＰＥＡＫ ＬＥＤ コンプレッサーの動作を表示 

   青ＬＥＤ：ＰＯＷＥＲ ＯＮ； 暗点灯：スリープモード動作中； 明点灯：アンプ動作中 

電源（付属）：  １００～２４０Ｖａｃ、５０－６０Ｈｚ、１．３Ａ、ＩＥＣ Ｃ１４ 

   モジュール出力、２４Ｖｄｃ、２A 接地準拠 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ７．１×８．２６×１５．３ 



 

 

ＦＰ－ＰＡ２０ＦＰ－ＰＡ２０ＦＰ－ＰＡ２０ＦＰ－ＰＡ２０    

２０Ｗモノラルオーディオアンプ   －８Ω 

 

特徴： 

・ ２０Ｗ ＲＭＳオーディオパワーアンプ 

・ ８Ωスピーカー用出力 

・ クリッピングを制御するオーディオコンプレッサー一体型 

・ 高いオーディオレベルで全体をオペレーティング 

・ 出力レベルに対し、オーディオレベルを最大化 
・ 標準的なアンプよりも優れた音質 

 
用途： 

ＦＰ－ＰＡ２０は、アンバランス接続も可能なバランスラインレベル入力を装備しています。前面パネルのゲインコントロールは、手動又はト

リムドライバーを使って調整できるようにデザインされています。ゲインレンジは標準アンバランスレベルだけでなく、プロ用のバランスレ

ベルにも対応しています。８Ωのスピーカーを一台、もしくはアンプに８Ωの負荷を与える様に接続された、複数のスピーカーを駆動します。

増幅された出力がクリップする可能性のあるオーディオレベルは、聴感上透明性を損なわないようにデザインされた２つのダイナミックタイ

ムを使用してコンプレッションされます。標準的なオーディオレベルの信号はコンプレッサーの影響を受けず、オーディオダイナミクスは維

持されます。そしてアンプがページングに利用されている場合はフィードバック電位の増加によってコンプレッサーを防止することができま

す。ＦＰ－ＰＡ２０は、通常より高い定格出力のアンプから予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

仕様： 

入力：   ラインレベル（ノミナル+４ｄＢｕ バランス； -１０ｄＢＶ アンバランス） 

入力インピーダンス：  ２０ｋΩバランスブリッジ；１０ｋΩ アンバランス 

入力／出力コネクタ：  ユーロ型ターミナルブロック 

ゲイン調整：   シングルターンＡカーブ 

最小入力レベル：  バランス：-２６ｄＢｕ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

   アンバランス：-２８ｄＢＶ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

最大入力レベル：  バランス：+２３ｄＢｕ、アンバランス：+１５ｄＢＶ 

周波数特性：  ３５Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±１．５ｄＢ）＊ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（１ｋＨｚ）；０．５％以下（３５Ｈｚ～２０ｋＨｚ）＊ 

＊４Ｗ ＲＭＳ出力相当の圧縮スレッショルドレベルで測定 

ノイズ：   -８０ｄＢ以下（２０Ｗ ＲＭＳ以下） 

コンプレッサー：  定格出力以下６ｄＢスレッショルド；アタックとリリースタイムは自動調節 

ＣＭＲＲ：   ５５ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

出力電力：   ２０Ｗ ＲＭＳ、８Ω 

周辺動作環境：  ０℃～最大３０℃；２０℃推奨 

インジケーター（２）：  赤ＬＥＤ：ＰＥＡＫ ＬＥＤ コンプレッサーの動作を表示、 

緑ＬＥＤ；ＰＯＷＥＲ ＯＮ 

電源仕様：   ２４Ｖdc／１６５０ｍＡ、接地準拠（連続的なＲＭＳ電力出力） 

   ２４Ｖdc／１０００ｍＡ、接地準拠（通常の非圧縮オーディオ） 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ５．８５×８．２６×１５．３ 



 

 

ＦＰ－ＰＡ２０ＡＦＰ－ＰＡ２０ＡＦＰ－ＰＡ２０ＡＦＰ－ＰＡ２０Ａ    

２０Ｗモノラルオーディオアンプ－７０Ｖ／１００Ｖ 

 

特徴： 

・ ２０Ｗ ＲＭＳオーディオパワーアンプ 

・ ７０Ｖ及び１００Ｖ出力 

・ クリッピングを制御するオーディオコンプレッサー一体型 

・ 高いオーディオレベルで全体をオペレーティング 
・ 出力レベルに対し、オーディオレベルを最大化 
・ 標準的なアンプよりも優れた音質 

 

 

用途： 

ＦＰ－ＰＡ２０Ａは、アンバランス接続も可能なバランスラインレベル入力を装備しています。前面パネルのゲインコントロールは、手動又は

トリムドライバーを使って調整できるようにデザインされています。ゲインレンジは標準アンバランスレベルだけでなく、プロ用のバランスレ

ベルにも対応しています。７０Ｖおよび１００Ｖで増幅された出力は、どちらもサウンドシステム内に分散されている対応するスピーカーを駆

動するために提供されます。増幅された出力がクリップする可能性のあるオーディオレベルは、聴感上透明性を損なわないようにデザイン

された２つのダイナミックタイムを使用してコンプレッションされます。標準的なオーディオレベルの信号はコンプレッサーの影響を受けず、

オーディオダイナミクスは維持されます。そしてアンプがページングに利用されている場合はフィードバック電位の増加によってコンプレッ

サーを防止することができます。ＦＰ－ＰＡ２０は、通常より高い定格出力のアンプから予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を

生成することが可能です。 

 

 

仕様： 

入力：   ラインレベル（+４ｄＢｕのバランス、-１０ｄＢＶのアンバランス） 

入力インピーダンス：  ２０ｋΩバランスブリッジ；１０ｋΩラインアンバランス 

入力／出力コネクタ：  ユーロ型ターミナルブロック 

ゲイン調整：   シングルターンＡカーブ 

最小入力レベル：  バランス：-２６ｄＢｕ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

   アンバランス：-２８ｄＢＶ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

最大入力レベル：  バランス：+２３ｄＢｕ、アンバランス：+１５ｄＢＶ 

周波数特性：  ５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±３ｄＢ）＊ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（１ｋＨｚ）；０．５％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）＊ 

   ＊４Ｗ ＲＭＳ出力相当の圧縮スレッショルドレベルで測定 

ノイズ：   -８０ｄＢ以下（２０Ｗ ＲＭＳ以下） 

コンプレッサー：  定格出力以下６ｄＢスレッショルド；アタックとリリースタイムは自動調節 

ＣＭＲＲ：   ５５ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

出力電力：   ２０Ｗ ＲＭＳ＠７０V／１００V 

周辺動作環境：  ０℃～最大３０℃；２０℃推奨 

インジケーター（２）：  赤ＬＥＤ：ＰＥＡＫ ＬＥＤ コンプレッサーの動作を表示、 

緑ＬＥＤ；ＰＯＷＥＲ ＯＮ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ／１６５０ｍＡ、接地準拠（連続的なＲＭＳ電力出力） 

   ２４Ｖｄｃ／１０００ｍＡ、接地準拠（通常の非圧縮オーディオ） 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ５．８５×８．２６×１５．３ 



 

 

ＦＰ－ＰＡ２０ＢＦＰ－ＰＡ２０ＢＦＰ－ＰＡ２０ＢＦＰ－ＰＡ２０Ｂ    

２０Ｗモノラルオーディオアンプ    －２５Ｖ 

 

特徴： 

・ ２０Ｗ ＲＭＳオーディオパワーアンプ 

・ ２５Ｖ出力 

・ クリッピングを制御するオーディオコンプレッサー一体型 

・ 高いオーディオレベルで全体をオペレーティング 
・ 出力レベルに対し、オーディオレベルを最大化 
・ 標準的なアンプよりも優れた音質 

 

用途： 

ＦＰ－ＰＡ２０Ｂは、アンバランス接続も可能なバランスラインレベル入力を装備しています。前面パネルのゲインコントロールは、手動又は

トリムドライバーを使って調整できるようにデザインされています。ゲインレンジは、標準アンバランスレベルだけでなく、プロ用のバランス

レベルにも対応しています。２５Ｖに増幅された出力は、サウンドシステム内に分散されている対応するスピーカーを駆動するために提供

されます。増幅された出力がクリップする可能性のあるオーディオレベルは、聴感上透明性を損なわないようにデザインされた２つのダイ

ナミックタイムを使用してコンプレッションされます。標準的なオーディオレベルの信号はコンプレッサーの影響を受けず、オーディオダイナ

ミクスは維持されます。そしてアンプがページングに利用されている場合はフィードバック電位の増加によってコンプレッサーを防止するこ

とができます。ＦＰ－ＰＡ２０Ｂは通常より高い定格出力のアンプから予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可

能です。 

 

仕様： 

入力：   ラインレベル（+４ｄＢｕのバランス、-１０ｄＢＶのアンバランス） 

入力インピーダンス：  ２０ｋΩバランスブリッジ；１０ｋΩラインアンバランス 

入力／出力コネクタ：  ユーロ型ターミナルブロック 

ゲイン調整：   シングルターンＡカーブ 

最小入力レベル：  バランス：-２６ｄＢｕ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

   アンバランス：-２８ｄＢＶ（コンプレッサーのスレッショルドに交差） 

最大入力レベル：  バランス：+２３ｄＢｕ、アンバランス：+１５ｄＢＶ 

周波数特性：  ５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±３ｄＢ）＊ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（１ｋＨｚ）；０．５％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）＊ 

   ＊４Ｗ ＲＭＳ出力相当の圧縮スレッショルドレベルで測定 

ノイズ：   -８０ｄＢ以下（２０Ｗ ＲＭＳ以下） 

コンプレッサー：  定格出力以下６ｄＢスレッショルド；アタックとリリースタイムは自動調節 

ＣＭＲＲ：   ５５ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

出力電力：   ２０Ｗ ＲＭＳ＠７０V／１００V 

周辺動作環境：  ０℃～最大３０℃；２０℃推奨 

インジケーター（２）：  赤ＬＥＤ：ＰＥＡＫ ＬＥＤ コンプレッサーの動作を表示 

緑ＬＥＤ；ＰＯＷＥＲ ＯＮ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ／１６５０ｍＡ、接地準拠（連続的なＲＭＳ電力出力） 

   ２４Ｖｄｃ／１０００ｍＡ、接地準拠（通常の非圧縮オーディオ） 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ５．８５×８．２６×１５．３ 



 

 

ＨＤ－ＭＡ３５ＨＤ－ＭＡ３５ＨＤ－ＭＡ３５ＨＤ－ＭＡ３５    

パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ－４Ω／８Ω低インピーダンス出力 

 

特徴： 

・ 前面パネル・ボリュームコントロールを個々に持つ３つの入力  

・ Ｂａｓｓ及びＴｒｅｂｌｅのトーンコントロール 

・ ページングや保留音を伴ったＢＧＭのためのデザイン 

・ 遠隔調整機能でＶＣＡマスターボリュームをコントロール 

・ 手動または自動（ＶＯＸ）優先ダッキング 

・ ユーロ型ターミナルブロックでバランス入力及びアンプ出力 

・ ＲＣＡジャックでアンバランス入力及び出力 

・ パワーサプライ付属 

・ 高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄ動作 

 

用途： 

ＨＤ－ＭＡ３５は、幅広い機能と高エネルギー効率を必要とするシステムのための３入力オーディオミキサーアンプです。出力パワーアン

プゾーンが２系統設けられ、３５Ｗ（ゾーン１）と２Ｗ（ゾーン２）があります。ゾーン１出力は、高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄアンプ段から作動します。ゾ

ーン１のアンプ出力レベルは、様々なオプションＲＤＬリモコンを使用してＶＣＡコントロールするか、業界基準０～１０Ｖｄｃ、０～１０ｋΩでコ

ントロールします。この出力は４Ωまたは８Ωのスピーカーを駆動します。出力インピーダンスは背面パネルで切り替え選択が可能です。

ゾーン２のアンプ出力は、８Ωスピーカー及び（または）６００Ω電話機器を駆動します。ＨＤ－ＭＡ３５ＡはＨＤ－ＭＡ３５の機能が全て備わ

っていますが、低インピーダンススピーカー出力の代わりに、３５Ｗ（ゾーン１）アンプが定電圧出力（２５Ｖまたは７０Ｖまたは１００Ｖ）を供給

する点が異なります。ＨＤ－ＭＡ３５は米国で設計され製造されたものです。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５には２つのミキサーが備わっています。ゾーン１のミキサーは前面パネルにあり、３５Ｗアンプ出力用に音量や音質のコント

ロールをします。トーンコントロールはゾーン１のアンプ出力でイコライゼーションの調整をします。ゾーン２のミキサーは背面パネルにあ

り、８Ωスピーカーを装備した小さなゾーンに対して保留音と（または）ＢＧＭを提供するため、通常はインストーラーによって設定されるレ

ベルトリマーを提供します。ゾーン２セクションでは、２Ｗアンプと６００ΩトランスバランスのＭＯＨ出力を備えています。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５は両方のミキサーに共通する入力が３つあります。入力１はバランスマイクまたはラインレベルソースを受けます。入力２と３

はアンバランスモノまたはステレオラインレベルソースを受けます。 

 

・ 入力１はＭＩＣまたはＬＩＮＥの切り替え選択が可能です。マイク入力に用にファンタム電源電圧（ＥＣ基準２４Ｖｄｃ）も選択可能です。ライン

入力は、絶縁トランスでバランス／アンバランスのハイ／ローインピーダンスオーディオソースを受けます。 

・ ページングソースは通常入力１に接続されます。この入力は、プッシュ・トゥ・トーク端子とＬＥＤスレッショルド・インジケーター付きの調整

可能なスレッショルドＶＯＸ回路が備わっており、ページング信号が入力１で動作すると、入力２と（または）、３のいずれか（もしくは両方）

に２５ｄＢのダッキング（フェードダウンやミュート）がセットされます。ページングメッセージが終了すると、減衰された入力は通常のボリ

ュームにフェードインします。 

・ 入力２と３はそれぞれアンバランスステレオＲＣＡ入力ジャックが装備され、モノラルに合成されます。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５は、ゾーン１のアンプ出力を遠隔調整するためにマスターＶＣＡを備えています。ユーロ型ターミナルブロックは、オプションの

ＲＤＬリモートレベルコントロールを直接接続するために設けられています。 

 



 

 

バランスラインレベル出力には、ユーロ型ターミナルブロックが設けられており、他のオーディオ機器やパワーアンプの入力に送られます。

接地準拠２４Ｖｄｃ電源は背面パネルの端子台にあり、与えられたパネルスペースにマウントされているオプションの外部ＲＤＬ®モジュール

に電源を供給することができます。外部モジュールのタイプの例：オーディオフィルタリングやプロセッシング、ミキシング、絶縁、ツイストペ

アの送信機／受信機。 

 

ゾーン１のアンプは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミ

ッターを備えています。入力ゲインを増幅させる事で、実質的に標準３５Ｗアンプの平均出力を超えることができます。コンプレッサーが出

力クリッピングを防止している場合、前面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。通常のオーディオレベル信号はコンプレッサーの影響を受け

ないため、オーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまでの入力

オーバーロードに対してクリップせずにオーディオを増幅します。ＨＤ－ＭＡ３５はコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアン

プから予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５は、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。ＰＯＷＥＲ ＬＥＤは、ミキサーア

ンプがスタンバイモードの時には暗くなり、完全にアクティブの時には明るくなります。前面パネルにはプッシュボタン式のスタンバイモード

とアクティブモードの手動切替えスイッチが備わっています。パワーアンプにはサーマルとショート保護回路の両方が備わっています。高

効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱しかしません。 

 

仕様： 

アンプゾーン（２）：   ゾーン１（メイン）：３５Ｗ ＲＭＳ、前面パネル・ミキサー（ユーザーが操作） 

    ゾーン２：２Ｗ ＲＭＳ（８Ω）、背面パネル・ミキサー（トリマー） 

オーディオ入力（３）：   バランス：端子台にマイク／ライン切り替えスイッチ 

    アンバランス（２）：ＲＣＡジャック アンバランス・ステレオサミング入力 

最大入力レベル：   マイク入力：-１１．５ｄＢｕ、バランスライン入力：+１９ｄＢｕ 

    アンバランス入力：+９ｄＢＶ（１入力で+１５．５ｄＢＶ）；（出力時１％ＴＨＤ+Ｎ） 

ファンタム電圧：   ２４Ｖｄｃ（ＩＥＣ １９３８：１９９６～１２）、マイク入力用のスイッチで選択可能 

ダッキング／ミュート作動：  自動（入力１ＶＯＸ：背面パネルのＬＥＤインジケーターで信号スレッショルドを調整可） 

    手動（クロージャー接地時） 

ダッキング／ミュート解除遅延：  ノミナル４秒 

ダッキング／ミュート：   ノミナル２５ｄＢ ダッキング減衰；入力２と（または）３を切り替え選択可能 

外部ＲＤＬモジュール電源出力：接地準拠、２４Ｖｄｃ／最大１００ｍＡ 

入力レベル：   （コンプレッサースレッショルド交差にて２３Ｗアンプ出力に同等） 

    マイク入力：-５０ｄＢｕ（２．５ｍＶ）；（前面パネルのゲイン最大時） 

    バランスライン入力： -２１ｄＢｕ（７０ｍＶ）；（前面パネルのゲイン最大時） 

    アンバランス入力：-１５ｄＢＶ（１８０ｍＶ）；（両入力駆動、前面パネルのゲイン最大時） 

ノイズ（ライン出力）：   マイク入力：-６８ｄＢ 

    バランスライン入力：-７２ｄＢ（最大ゲイン時、コンプレッサーのスレッショルド以下） 

    アンバランス入力：-８５ｄＢ以下（最大ゲイン） 

ノイズ（増幅後出力）   マイク入力：-６８ｄＢ 

    バランスライン入力：-７２ｄＢ（最大ゲイン時、コンプレッサーのスレッショルド以下） 

    アンバランス入力：-７５ｄＢ以下（最大ゲイン） 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．５％以下（コンプレッサースレッショルドで１ｋＨｚ、メインアンプ出力時） 

    ０．２５％以下（ライン出力、メイン） 

ＣＭＲＲ：    マイク入力：５０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

    バランスライン入力：８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ、トランス結合入力） 

コンプレッサー：   定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

周波数特性（ミキサー）：   マイク－ライン出力：±１．５ｄＢ（４０Ｈｚ～２５ｋＨｚ） 

    バランスライン入力－ライン出力：±１ｄＢ（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

アンバランスライン入力－ライン出力：±０．５ｄＢ（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）  

周波数特性（ゾーン１アンプ）：  ±１ｄＢ（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

周波数特性（ゾーン２アンプ）：  ８Ω：±１．５ｄＢ（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）、６００Ω：±１．５ｄＢ（３０Ｈｚ～１８ｋＨｚ） 

トーンコントロール：   ±１０ｄＢ＠１０ｋＨｚ、±９ｄＢ＠ １００Ｈｚ（前面パネル）センターデテント付き 

オーディオ出力（２）：   ノミナル+４ｄＢｕ（１．２３Ｖ）；バランス、ターミナルブロック（フラット特性）、 

    ノミナル０ｄＢｕ；バランス、ターミナルブロック（ゾーン２ミキサー、６００Ω出力） 

ＭＯＨ出力：    ノミナル０ｄＢｕ（７７５ｍＶ）、６００Ωトランス絶縁、ヘッドルーム１６ｄＢ以上 



 

 

パワーアンプ出力（２）：   ゾーン１（メイン、１％ＴＨＤ+Ｎ以下）：３５Ｗ ＲＭＳ（４Ω）、３２Ｗ ＲＭＳ（８Ω） 

    ユーロ型ターミナルブロック（４Ω／８Ωインピーダンス切り替え選択可能） 

    ゾーン２：２Ｗ（８Ω、ユーロ型ターミナルブロック） 

インジケーター（６）：   前面パネル：信号プレゼント（３；１＠入力、緑）、コンプレッサー有効（赤）、 

    電力（青：明＝オン、暗＝スタンバイ） 

    背面パネル：ミュート／ダッキングスレッショルド（黄） 

ＶＣＡ：    ゾーン１（メイン）マスターレベル、０～１０Ｖｄｃコントロール 

    ユーロ型ターミナルブロック（ＲＤＬ ＶＣＡウォールコントロール互換） 

前面パネルコントロール（６）：  ゾーン１（メイン）ミキサーレベル・コントロール（３；入力１～３）、 

ＥＱ（２；Ｂａｓｓ／Ｔｒｌｂｌｅ），電源（オン／スタンバイ、ラッチ式プッシュボタン） 

背面パネルコントロール（９）：  マイク／ラインスイッチ（入力１）、入力１用ダッキング／ミュート検出感度トリマー 

    ファンタム電源スイッチ（入力１）、 

    ダッキング制御スイッチ２（ダッキング入力２および／または３） 

    ゾーン２ミキサーレベル・コントロール３（入力１～３） 

    ＨＤ－ＭＡ３５：４Ωまたは８Ωの出力インピーダンス·スイッチ 

周辺動作環境：   ０℃～５０℃、２０℃推奨 

電源（付属）：   １００～２４０Ｖａｃ、５０～６０Ｈｚ、５０Ｗ、アンプシャシーに２４Ｖｄｃを出力 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）および重量： ８．８９×２１．６×１７．１； ２ｋｇ 

 



 

 

ＨＤ－ＭＡ３５ＡＨＤ－ＭＡ３５ＡＨＤ－ＭＡ３５ＡＨＤ－ＭＡ３５Ａ    

パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ   －２５Ｖ／７０Ｖ／１００Ｖ定電圧出力 

 

特徴： 

・ 前面パネル・ボリュームコントロールを個々に持つ３つの入力  

・ Ｂａｓｓ及びＴｒｅｂｌｅのトーンコントロール 

・ ページングや保留音を伴ったＢＧＭのためのデザイン 

・ 遠隔調整機能でＶＣＡマスターボリュームをコントロール 

・ 手動または自動（ＶＯＸ）優先ダッキング 

・ ユーロ型ターミナルブロックでバランス入力及びアンプ出力 

・ ＲＣＡジャックでアンバランス入力及び出力 

・ パワーサプライ付属 

・ 高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄ動作 

 

用途： 

ＨＤ－ＭＡ３５は、幅広い機能と高エネルギー効率を必要とするシステムのための３入力オーディオミキサーアンプです。出力パワーアン

プゾーンが２系統設けられ、３５Ｗ（ゾーン１）と２Ｗ（ゾーン２）があります。ゾーン１出力は、高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄアンプ段から作動します。ゾ

ーン１のアンプ出力レベルは、様々なオプションＲＤＬ®リモートコントローラーを使用してＶＣＡコントロールするか、業界基準０～１０Ｖｄｃ、

０～１０ｋΩでコントロールします。この出力は定格電圧（２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖ）で提供します。ゾーン２のアンプ出力は、８Ωスピーカー及び

（または）６００Ω電話機器を駆動します。ＨＤ－ＭＡ３５Ａは米国で設計され製造されたものです。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５には２つのミキサーが備わっています。ゾーン１のミキサーは前面パネルにあり、３５Ｗアンプ出力用に音量や音質のコント

ロールをします。トーンコントロールはゾーン１のアンプ出力でイコライゼーションの調整をします。ゾーン２のミキサーは背面パネルにあ

り、８Ωスピーカーを装備した小さなゾーンに対して保留音と（または）ＢＧＭを提供するため、通常はインストーラーによって設定されるレ

ベルトリマーを提供します。ゾーン２セクションでは、２Ｗアンプと６００ΩトランスバランスのＭＯＨ出力を備えています。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５は両方のミキサーに共通する入力が３つあります。入力１はバランスマイクまたはラインレベルソースを受けます。入力２と３

はアンバランスモノまたはステレオラインレベルソースを受けます。 

 

・ 入力１はＭＩＣまたはＬＩＮＥの切り替え選択が可能です。マイク入力に用にファンタム電源電圧（ＥＣ基準２４Ｖｄｃ）も選択可能です。ライン

入力は、絶縁トランスでバランス／アンバランスのハイ／ローインピーダンスオーディオソースを受けます。 

 

・ ページングソースは通常入力１に接続されます。この入力は、プッシュ・トゥ・トーク端子とＬＥＤスレッショルド・インジケーター付きの調整

可能なスレッショルドＶＯＸ回路が備わっており、ページング信号が入力１で動作すると、入力２と（または）、３のいずれか（もしくは両方）

に２５ｄＢのダッキング（フェードダウンやミュート）がセットされます。ページングメッセージが終了すると、減衰された入力は通常のボリ

ュームにフェードインします。 

・ 入力２と３はそれぞれアンバランスステレオＲＣＡ入力ジャックが装備され、モノラルに合成されます。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５は、ゾーン１のアンプ出力を遠隔調整するためにマスターＶＣＡを備えています。ユーロ型ターミナルブロックは、オプションの

ＲＤＬ®リモートレベルコントロールを直接接続するために設けられています。 

 

バランスラインレベル出力には、ユーロ型ターミナルブロックが設けられており、他のオーディオ機器やパワーアンプの入力に送られます。



 

 

接地準拠２４Ｖｄｃ電源はリアパネルの端子台にあり、与えられたパネルスペースにマウントされているオプションの外部ＲＤＬ®モジュール

に電源を供給することができます。外部モジュールのタイプの例：オーディオフィルタリングやプロセッシング、ミキシング、絶縁、ツイストペ

アの送信機／受信機。 

 

ゾーン１のアンプは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミ

ッターを備えています。入力ゲインを増幅させる事で、実質的に標準３５Ｗアンプの平均出力を超えることができます。コンプレッサーが出

力クリッピングを防止している場合、前面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。通常のオーディオレベル信号はコンプレッサーの影響を受け

ないため、オーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまでの入力

オーバーロードに対してクリップせずにオーディオを増幅します。ＨＤ－ＭＡ３５はコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアン

プから予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５は、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。ＰＯＷＥＲ ＬＥＤは、ミキサーア

ンプがスタンバイモードの時には暗くなり、完全にアクティブの時には明るくなります。前面パネルにはプッシュボタン式のスタンバイモード

とアクティブモードの手動切替えスイッチが備わっています。パワーアンプにはサーマルとショート保護回路の両方が備わっています。高

効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱しかしません。 

 

仕様： 

アンプゾーン（２）：   ゾーン１（メイン）：３５Ｗ ＲＭＳ、前面パネル・ミキサー（ユーザーが操作） 

    ゾーン２：２Ｗ ＲＭＳ（８Ω）、背面パネル・ミキサー（トリマー） 

オーディオ入力（３）：   バランス：端子台にマイク／ライン切り替えスイッチ 

    アンバランス２：ＲＣＡジャックのアンバランスステレオサミング入力 

最大入力レベル：   マイク入力：-１１．５ｄＢｕ、バランスライン入力：+１９ｄＢｕ 

    アンバランス入力：+９ｄＢＶ（１入力で+１５．５ｄＢＶ）；（出力時１％ＴＨＤ+Ｎ） 

ファンタム電圧：   ２４Ｖｄｃ（ＩＥＣ １９３８：１９９６～１２）、マイク入力用のスイッチで選択可能 

ダッキング／ミュート作動：  自動（入力１ＶＯＸ：背面パネルのＬＥＤインジケーターで信号スレッショルドを調整可） 

    手動（クロージャー接地時） 

ダッキング／ミュート解除遅延：  ノミナル４秒 

ダッキング／ミュート：   ノミナル２５ｄＢ ダッキング減衰；入力２と（または）３を切り替え選択可能 

外部ＲＤＬモジュール電源出力：  接地準拠、２４Ｖｄｃ／最大１００ｍＡ 

入力レベル：   （２３Ｗアンプ出力に同等なコンプレッサースレッショルド交差） 

    マイク入力：-５０ｄＢｕ（２．５ｍＶ）；（フロントパネルのゲイン最大時） 

    バランスライン入力： -２１ｄＢｕ（７０ｍＶ）；（フロントパネルのゲイン最大時） 

    アンバランス入力：-１５ｄＢＶ（１８０ｍＶ）；（両入力が駆動し、前面パネルのゲイン最大時） 

ノイズ（ライン出力）：   マイク入力：-６８ｄＢ 

    バランスライン入力：-７２ｄＢ（最大ゲイン時、コンプレッサーのスレッショルド以下） 

    アンバランス入力：-８５ｄＢ以下（最大ゲイン） 

ノイズ（増幅出力）：   マイク入力：-６８ｄＢ 

    バランスライン入力：-７２ｄＢ（最大ゲイン時、コンプレッサーのスレッショルド以下） 

    アンバランス入力：-７５ｄＢ以下（最大ゲイン） 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．５％以下（コンプレッサースレッショルドで１ｋＨｚ、メインアンプ出力時） 

    ０．２５％以下（ライン出力、メイン） 

ＣＭＲＲ：    マイク入力：５０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

    バランスライン入力：８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ、トランス結合入力） 

コンプレッサー：   定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

周波数特性（ミキサー）：   マイク－ライン出力：±１．５ｄＢ（４０Ｈｚ～２５ｋＨｚ） 

    バランスライン入力－ライン出力：±１ｄＢ（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

アンバランスライン入力－ライン出力：±０．５ｄＢ（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）  

周波数特性（ゾーン１アンプ）：  ±１ｄＢ（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

周波数特性（ゾーン２アンプ）：  ８Ω：±１．５ｄＢ（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）、６００Ω：±１．５ｄＢ（３０Ｈｚ～１８ｋＨｚ） 

トーンコントロール：   ±１０ｄＢ＠１０ｋＨｚ、±９ｄＢ＠ １００Ｈｚ（前面パネル）センターデテント付き 

オーディオ出力（２）：   ノミナル+４ｄＢｕ（１．２３Ｖ）；バランス、ターミナルブロック（フラット特性）、 

    ノミナル０ｄＢｕ；バランス、ターミナルブロック（ゾーン２ミキサー、６００Ω出力） 

ＭＯＨ出力：    ノミナル０ｄＢｕ（７７５ｍＶ）、６００Ωトランス絶縁、ヘッドルーム１６ｄＢ以上 

パワーアンプ出力（２）：   ゾーン１（メイン）：３５Ｗ ＲＭＳ（２５／７０／１００Ｖ）   



 

 

    ゾーン２：２Ｗ（８Ω、ユーロ型ターミナルブロック） 

インジケーター（６）：   前面パネル：信号プレゼント（３；１＠入力、緑）、コンプレッサー有効（赤）、   

電力（青：明＝オン、暗＝スタンバイ） 

    背面パネル：ミュート／ダッキングスレッショルド（黄） 

ＶＣＡ：    ゾーン１（メイン）マスターレベル、０～１０Ｖｄｃコントロール 

    ユーロ型ターミナルブロック（ＲＤＬ ＶＣＡウォールコントロール互換） 

前面パネルコントロール（６）：  ゾーン１（メイン）ミキサーレベル・コントロール（３；入力１～３）、 

ＥＱ（２；Ｂａｓｓ／Ｔｒｌｂｌｅ），電源（オン／スタンバイ、ラッチ式プッシュボタン） 

背面パネルコントロール（９）：  マイク／ラインスイッチ（入力１）、入力１用ダッキング／ミュート検出感度トリマー 

    ファンタム電源スイッチ（入力１）、 

    ダッキング制御スイッチ２（ダッキング入力２および／または３） 

    ゾーン２ミキサーレベル・コントロール３（入力１～３） 

周辺動作環境：   ０℃～５０℃、２０℃推奨 

電源（付属）：   １００～２４０Ｖａｃ、５０～６０Ｈｚ、５０Ｗ、アンプシャシーに２４Ｖｄｃを出力 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）および重量： ８．８９×２１．６×１７．１； ２ｋｇ 

 

 



 

 

ＨＤ－ＰＡ３５ＨＤ－ＰＡ３５ＨＤ－ＰＡ３５ＨＤ－ＰＡ３５    

パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ    －ローインピーダンス出力４Ω／８Ω 

 

特徴： 

・ 前面パネル・ボリュームコントロールを持つ１入力 

・ Ｂａｓｓ及びＴｒｅｂｌｅのトーンコントロール 

・ シングルゾーン用のアンプとして設計 

・ 遠隔調整機能でＶＣＡマスターボリュームをコントロール 

・ ユーロ型ターミナルブロックでアンプ出力 

・ ＲＣＡジャックでアンバランスサミング入力 

・ パワーサプライ付属 

・ 高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄ動作 

 

用途：  

ＨＤ－ＰＡ３５は、高エネルギー効率を必要とするシステムのためのシングル入力オーディオミキサーアンプです。ＲＤＬ®やＯＥＭの様々

なミキサー出力のためのシングルゾーン用のアンプとして使用することができます。他のＲＤＬ®ＨＤシリーズのミキサーアンプからのミック

スに、単一または複数のゾーンを追加する用途に適しています。３５Ｗパワーアンプ出力は高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄアンプ段から作動します。ア

ンプ出力レベルは、様々なオプションＲＤＬ®リモートコントローラーを使用してＶＣＡコントロールするか、業界基準０～１０Ｖｄｃ、０～１０ｋΩ

コントロールします。出力は４Ωまたは８Ωのスピーカーを駆動します。出力インピーダンスは背面パネルで切り替え選択が可能です。ＨＤ

－ＰＡ３５ＡはＨＤ－ＰＡ３５の機能が全て備わっていますが、ローインピーダンススピーカー出力の代わりに、３５Ｗアンプが定電圧出力（２

５Ｖまたは７０Ｖまたは１００Ｖ）を供給する点が異なります。ＨＤ－ＰＡ３５は米国で設計され製造されたものです。 

 

ＨＤ－ＰＡ３５は前面パネルにコントロールがあり入力ゲインを設定することができます。背面パネルにあるユーロ型ターミナルブロックに

接続するオプションのリモートコントローラーで、出力レベルの遠隔調整を行います。トーンコントロールはアンプ出力のイコライゼーション

を調整します。 

 

ゾーン１のアンプは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミ

ッターを備えています。入力ゲインを増幅させる事で、実質的に標準３５Ｗアンプの平均出力を超えることができます。コンプレッサーが出

力クリッピングを防止している場合、前面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。通常のオーディオレベル信号はコンプレッサーの影響を受け

ないため、オーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまで入力オ

ーバーロードに対しクリップせずにオーディオを増幅します。ＨＤ－ＰＡ３５はコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアンプから

予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

ＨＤ－ＰＡ３５は、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。ＰＯＷＥＲ ＬＥＤは、ミキサーア

ンプがスタンバイモードの時には暗くなり、完全にアクティブの時には明るくなります。前面パネルにはプッシュボタン式のスタンバイモード

とアクティブモードの手動切り替えスイッチが備わっています。パワーアンプにはサーマルとショート保護回路の両方が備わっています。

高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱しかしません。 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＨＤ－ＰＡ３５ 

 

 

仕様： 

定格出力：    ３５Ｗ ＲＭＳ 

オーディオ入力：   ＲＣＡジャックのアンバランスステレオサミング入力 

最大入力レベル：   +９ｄＢＶ（+１５．５ｄＢＶ、１入力）、（出力時１％ＴＨＤ+Ｎ） 

入力レベル：   -１５ｄＢＶ（１８０ｍＶ、コンプレッサースレッショルド交差にて２３Ｗアンプ出力と同等 

入力ジャックはどちらも動作） 

ノイズ：    -７５ｄＢ以下（最大ゲイン） 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．５％以下（コンプレッサースレッショルドで１ｋＨｚ） 

コンプレッサー：   定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

周波数特性：   定電圧；±１ｄＢ（５０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

トーンコントロール：   ±１０ｄＢ＠１０ｋＨｚ、±９ｄＢ＠１００Ｈｚ（前面パネル）センターデテント付 

パワーアンプ出力：   ３５Ｗ ＲＭＳ（４Ω）、３２Ｗ（８Ω）、１％ＴＨＤ+Ｎ以下、ユーロ型ターミナルブロック 

    （４Ω／８Ωインピーダンスに切り替え選択可能） 

インジケーター（３）：   前面パネル：信号プレゼント（緑）、コンプレッサーが有効（赤） 

    電源（青：明＝オン、暗＝スタンバイ） 

ＶＣＡ：    出力レベル、０～１０Ｖｄｃコントロール、ユーロ型ターミナルブロック（ＲＤＬ ＶＣＡ 

ウォールコントロール互換） 

前面パネルコントロール（４）：  入力、ＥＱ（２；Ｂａｓｓ／Ｔｒｌｂｌｅ）、電源（オン／スタンバイ、ラッチ式プッシュボタン） 

周辺動作環境：   最大０℃～５０℃、２０℃推奨 

パワーサプライ（付属）：   １００～２４０Ｖａｃ、５０～６０Ｈｚ、５０Ｗ、アンプシャーシに２４Ｖｄｃ出力 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）および重量： ８．８９×２１．６×１７．１； ２ｋｇ 

 



 

 

ＨＤ－ＰＡ３５ＡＨＤ－ＰＡ３５ＡＨＤ－ＰＡ３５ＡＨＤ－ＰＡ３５Ａ    

パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ   －定電圧出力２５Ｖ／７０Ｖ／１００Ｖ 

 

特徴： 

・ 前面パネル・ボリュームコントロールを持つ１入力 

・ Ｂａｓｓ及びＴｒｅｂｌｅのトーンコントロール 

・ シングルゾーン用のアンプとして設計 

・ 遠隔調整機能でＶＣＡマスターボリュームをコントロール 

・ ユーロ型ターミナルブロックでアンプ出力 

・ ＲＣＡジャックでアンバランスサミング入力 

・ パワーサプライ付属 

・ 高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄ動作 

 

用途：  

ＨＤ－ＰＡ３５Ａは、高エネルギー効率を必要とするシステムのための単一入力オーディオミキサーアンプです。ＲＤＬ®やＯＥＭの様々なミ

キサー出力のための単一ゾーン用のアンプとして使用することができます。他のＲＤＬ®ＨＤシリーズのミキサーアンプからのミックスに、

単一または複数のゾーンを追加する用途に適しています。３５Ｗパワーアンプ出力は高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄアンプ段から作動します。アンプ出

力レベルは、様々なオプションＲＤＬリモートコントローラーを使用してＶＣＡコントロールするか、業界基準０～１０Ｖｄｃ、０～１０ｋΩコントロ

ールします。この出力は定格電圧（２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖ）で提供します。ＨＤ－ＰＡ３５Ａは米国で設計され製造されたものです。 

 

ＨＤ－ＰＡ３５Ａは前面パネルにコントロールがあり入力ゲインを設定することができます。背面パネルにあるユーロ型ターミナルブロック

に接続するオプションのリモートコントローラーで、出力レベルの遠隔調整を行います。トーンコントロールはアンプ出力のイコライゼーショ

ンを調整します。 

 

ゾーン１のアンプは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミ

ッターを備えています。入力ゲインを増幅させる事で、実質的に標準３５Ｗアンプの平均出力を超えることができます。コンプレッサーが出

力クリッピングを防止している場合、前面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。通常のオーディオレベル信号はコンプレッサーの影響を受け

ないため、オーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまで入力オ

ーバーロードに対しクリップせずにオーディオを増幅します。ＨＤ－ＰＡ３５Ａはコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアンプか

ら予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

ＨＤ－ＰＡ３５Ａは、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。ＰＯＷＥＲ ＬＥＤは、ミキサーア

ンプがスタンバイモードの時には暗くなり、完全にアクティブの時には明るくなります。前面パネルにはプッシュボタン式のスタンバイモード

とアクティブモードの手動切替えスイッチが備わっています。パワーアンプにはサーマルとショート保護回路の両方が備わっています。高

効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱しかしません。 

 

仕様： 

定格出力：    ３５Ｗ ＲＭＳ 

オーディオ入力：   ＲＣＡジャックのアンバランスステレオサミング入力 

最大入力レベル：   +９ｄＢＶ（+１５．５ｄＢＶ、１入力）、（出力時１％ＴＨＤ+Ｎ） 

入力レベル：   -１５ｄＢＶ（１８０ｍＶ、コンプレッサースレッショルド交差にて２３Ｗアンプ出力と同等 

入力ジャックはどちらも動作） 

ノイズ：    -７５ｄＢ以下（最大ゲイン） 



 

 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．５％以下（コンプレッサースレッショルドで１ｋＨｚ） 

コンプレッサー：   定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

周波数特性：   定電圧；±３ｄＢ（５０Ｈz～２０ｋＨｚ） 

トーンコントロール：   ±１０ｄＢ＠１０ｋＨｚ、±９ｄＢ＠１００Ｈｚ（前面パネル）センターデテント付 

パワーアンプ出力：   ３５Ｗ ＲＭＳ（２５／７０／１００Ｖ）、１％ＴＨＤ+Ｎ以下 

インジケーター（３）：   前面パネル：信号プレゼント（緑）、コンプレッサーが有効（赤） 

    電源（青：明＝オン、暗＝スタンバイ） 

ＶＣＡ：    出力レベル、０～１０Ｖｄｃコントロール、ユーロ型ターミナルブロック（ＲＤＬ ＶＣＡ 

ウォールコントロール互換） 

前面パネルコントロール（４）：  入力、ＥＱ（２；Ｂａｓｓ／Ｔｒｌｂｌｅ）、電源（オン／スタンバイ、ラッチ式プッシュボタン） 

周辺動作環境：   最大０℃～５０℃、２０℃推奨 

パワーサプライ（付属）：   １００～２４０Ｖａｃ、５０～６０Ｈｚ、５０Ｗ、アンプシャーシに２４Ｖｄｃ出力 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）および重量： ８．８９×２１．６×１７．１； ２．７ｋｇ 

 



 

 

ＨＤ－ＭＡ３５ＵＨＤ－ＭＡ３５ＵＨＤ－ＭＡ３５ＵＨＤ－ＭＡ３５Ｕ    

パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ－４Ω／８Ω 

 

特徴： 

・ 前面パネル・ボリュームコントロールを個々に持つ ４入力  

・ Ｂａｓｓ及びＴｒｅｂｌｅのトーンコントロール 

・ ページングや保留音を伴ったＢＧＭのためのデザイン 

・ 遠隔調整機能でＶＣＡマスターボリュームをコントロール 

・ 手動または自動（ＶＯＸ）優先ダッキング 

・ ユーロ型ターミナルブロックでバランス入力及びアンプ出力 

・ ＲＣＡジャックでアンバランス入力及び出力 

・ パワーサプライ付属 

・ 自動スリープモードで最も厳格な省エネルギー基準に対応 

 

用途：  

ＨＤ－ＭＡ３５Ｕは、幅広い機能と高エネルギー効率を必要とするシステムのための４入力オーディオミキサーアンプです。出力パワーアン

プゾーンが２つ設けられ、３５Ｗ（ゾーン１）と４Ｗ（ゾーン２）があり、高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄアンプ段から作動します。このミキサーとアンプセク

ションは、オーディオが存在していない時には通常シャットダウンし（スタンバイ“スリープ”モード）、必要な時に自動的に電源が入ります。

ゾーン１のアンプ出力レベルは、様々なオプションＲＤＬリモートコントローラーを使用してＶＣＡコントロールするか、業界基準０～１０Ｖｄｃ、

０～１０ｋΩでコントロールします。この出力は４Ωまたは８Ωのスピーカーを駆動します。出力インピーダンスは背面パネルで切り替え選

択が可能です。ゾーン２のアンプ出力は、８Ωスピーカー及び（または）６００Ω電話機器を駆動します。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５Ｕは、厳格な省エネルギー基準に沿って米国で設計、テストされ製造されたものです。ユニットは、スタンバイモードでは主電

源で１Ｗ以下しか消費せず、パワーアンプ出力ゾーンと６００Ω出力両方のために、アナログフィルターを通したＣｌａｓｓ－Ｄデジタル出力段

を備えた効率の良いパワーアンプ仕様となっています。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５Ｕには２つのミキサーが備わっています。ゾーン１のミキサーは前面パネルにあり、３５Ｗアンプ出力用に音量や音質のコン

トロールをします。トーンコントロールはゾーン１のアンプ出力でイコライゼーションの調整をします。ゾーン２のミキサーは背面パネルにあ

り、８Ωスピーカーを装備した小さなゾーンに対して保留音と（または）ＢＧＭを提供するため、通常はインストーラーによって設定されるレ

ベルトリマーを提供します。ゾーン２セクションでは、４Ｗアンプと６００ΩトランスバランスのＭＯＨ出力、及び他のオーディオパワーアンプ

への供給に使用する可能性からアクティブバランスラインレベル出力を備えています。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５Ｕは両方のミキサーに共通する入力が４つあります。入力１と２はバランスマイクまたはラインレベルソースを受けます。入力

３と４はアンバランスモノまたはステレオラインレベルソースを受けます。 

 

・ 入力１はＭＩＣまたはＬＩＮＥの切り替え選択が可能です。マイク入力用にファンタム電源電圧（ＥＣ基準２４Ｖｄｃ）も選択可能です。ライン入

力は、絶縁トランスでバランス／アンバランスのハイ／ローインピーダンスオーディオソースを受けます。インストール時にゲイントリマ

ーで入力プリアンプを最適なゲインにセットすることができます。 

 

・ ページングソースは通常入力１に接続されます。この入力は、プッシュ・トゥ・トーク端子とＬＥＤスレッショルド・インジケーター付きの調整

可能なスレッショルドＶＯＸ回路が備わっており、ページング信号が入力１で動作すると、入力２、３と（または）４のどれかが（もしくは両

方）に２５ｄＢのダッキング（フェードダウンやミュート）がセットされます。ページングメッセージが終了すると、減衰された入力は通常のボ



 

 

リュームにフェードインします。背面パネルのトリマーでフェードインの開始を２～６秒遅らせることができます。 

 

・ 入力２はＭＩＣまたはＬＩＮＥの切り替え選択が可能です。マイク入力に用にファンタム電源電圧（ＥＣ基準２４Ｖｄｃ）も選択可能です。ライン

入力はアクティブバランスもしくは、バランスまたはアンバランスのハイ／ローインピーダンスソースを受けます。インストール時にゲイ

ントリマーで入力プリアンプを最適なゲインにセットすることができます。 

 

・ ＲＤＬ®デュアルＬＥＤ ＶＵメーターは、入力１と２の適切なゲイン調整を表示するために背面パネルに設けられています。正確な入力ゲ

イン調整は、ミキサー段の適切なヘッドルームを保証します。 

・ 入力３と４はそれぞれアンバランスステレオＲＣＡ入力ジャックが装備され、モノラルに合成されます。 

 

入力のいずれかに信号が存在すると、ゾーン１及び２のパワーアンプと関連する全てのミキシング、イコライゼーション、コンプレッサー回

路を起動し、ＨＤ－ＭＡ３５Ｕは完全にＯＮ状態となります。入力信号が存在しない時には、ディレイタイマーが起動します。背面パネルのＤＩ

Ｐスイッチで電源を切るためのディレイタイマーがセットされ、１０分～２時間の間を１０分単位で設定可能です。タイムアウト時間の後、ＨＤ

－ＭＡ３５Ｕは入力信号を受けるまでスリープモードに入ります。アンプの連続動作を指定するシステムのために、スイッチでスリープモー

ドを無効にすることもできます。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５Ｕは、ゾーン１のアンプ出力を遠隔調整するためにマスターＶＣＡを備えています。ＲＤＬ®オプションのリモートレベルコントロ

ールと直接接続するためにＲＪ４５ジャックが装備されています。特定の設置において、リモートコントローラーの電源が入っていなくても、

ページングソースを聞こえるようにすることが求められます。背面パネルのスイッチは、ページング入力がＶＣＡリモートコントローラーボリ

ュームの設定に関わらず、前面パネルの１入力レベルコントロールによって設定されたレベルでページングを聞くことができるように、マス

ターＶＣＡやトーンコントロールをバイパスするために設けられています。します。このバイパススイッチが有効でない場合、ページングソ

ースレベルはマスターＶＣによってコントロールされます。 

 

デュアルモノラインレベル出力は、他のオーディオ機器やパワーアンプのモノまたはステレオ入力のためにＲＣＡジャックで供給されます。

背面パネルのスイッチは、ＬＩＮＥ ＯＵＴイコライゼーションを調整する前面パネルのトーンコントロールを有効または無効にします。ゾーン

１のミキサープリアンプ出力は、ＲＣＡジャックのエフェクトセンド／リターン･ループを通って関連するパワーアンプ入力に供給されますが、

通常はリアパネルのスイッチによってバイパスされています。外部モジュールがループに接続されている場合、このスイッチはオフにしま

す。接地準拠２４Ｖｄｃ電源はリアパネルの端子台にあり、与えられたパネルスペースにマウントされているオプションの外部ＲＤＬモジュー

ルに電源を供給することができます。外部モジュールのタイプの例：オーディオフィルタリングやプロセッシング、ミキシング、絶縁、ツイスト

ペアの送信機／受信機。 

 

ゾーン１のアンプは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミ

ッターを備えています。入力ゲインを増幅させる事で、実質的に標準３５Ｗアンプの平均出力を超えることができます。コンプレッサーが出

力クリッピングを防止している場合、前面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。通常のオーディオレベル信号はコンプレッサーの影響を受け

ないため、オーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまでの入力

オーバーロードに対してクリップせずにオーディオを増幅します。ＨＤ－ＭＡ３５Ｕは、コンプレッションによって、通常より高い定格出力のア

ンプから予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

電源のオン／オフの際、アンプ及びプリアンプ出力は内蔵ソフトスタート・ソリッドステートスイッチによって、クリックやポップ音、サンピング

保護がされています。ＨＤ－ＭＡ３５Ｕは、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。ＰＯＷＥ

Ｒ ＬＥＤは、ミキサーアンプがスタンバイモードの時には暗くなり、完全にアクティブの時には明るくなります。前面パネルにはプッシュボタ

ン式のスタンバイモードとアクティブモードの手動切替えスイッチが備わっています。パワーアンプにはサーマルとショート保護回路の両方

が備わっています。高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱しかしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＨＤ－ＭＡ３５Ｕ 

 

 

仕様： 

アンプゾーン（２）：   ゾーン１（メイン）：３５Ｗ ＲＭＳ、前面パネルのミキサー（ユーザーが操作） 

    ゾーン２：４Ｗ ＲＭＳ（８Ω）、背面パネルのミキサー（トリマー） 

オーディオ入力（５）：   ２：バランス、端子台にマイク／ライン切り替えスイッチ 

    ２：アンバランス、ＲＣＡジャックにステレオサミング入力 

１：ＲＣＡジャックにアンバランスアンプ 

ゲイン調整（２）：   入力１と２：背面パネルシングルターントリマー 

最大入力レベル：   マイク入力：-９ｄＢｕ、バランスライン入力：+２０ｄＢｕ 

    アンバランス入力：+５ｄＢＶ（１入力で+１１ｄＢＶ）；（出力時１％ＴＨＤ+Ｎ） 

ファンタム電圧：   ２４Ｖｄｃ（ＩＥＣ １９３８：１９９６～１２）、マイク入力用のスイッチで選択可能 

ダッキング／ミュート作動：  自動（入力１ＶＯＸ：背面パネルのＬＥＤインジケーターで信号スレッショルドを調整可） 

    手動（クロージャー接地時） 

ダッキング／ミュート解除遅延：  背面パネルのシングルターントリマーにより、２～６秒で調整可能 

ダッキング／ミュート：   入力２、３および（もしくは）４をスイッチで選択、２５ｄＢ減衰（ノミナル） 

エフェクトループ：   アンバランスＲＣＡジャック（メインミキサーのプリアンプ出力、パワーアンプ入力へ） 

外部ＲＤＬモジュール電源出力：接地準拠、２４Ｖｄｃ／最大１００ｍＡ 

入力レベル：（コンプレッサースレッショルド交差にて２３Ｗアンプ出力に同等） 

    マイク入力：-５０ｄＢｕ（２．５ｍＶ）；（前面トパネルのゲイン最大時） 

    バランスライン入力： -２１ｄＢｕ（７０ｍＶ）；（前面パネルのゲイン最大時） 

    アンバランス入力：-１５ｄＢＶ（１８０ｍＶ）；（両入力が駆動し、前面パネルのゲイン最大時） 

ノイズ（ライン或いはアンプ出力）：  マイク／バランスライン入力：-７０ｄＢ（最大ゲイン時、コンプレッサーのスレッショルド 

以下で）； アンバランス入力：-７５ｄＢ以下（最大ゲイン） 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．５％以下（コンプレッサースレッショルドで１ｋＨｚ、メインアンプ出力時） 

    ０．１％以下（ライン出力、メイン） 

ＣＭＲＲ：    マイク入力：５０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

    バランスライン入力：＞８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ、絶縁トランス入力） 

コンプレッサー：   定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

周波数特性（ミキサー）：   マイク入力～ライン出力：±１．５ｄＢ（４０Ｈｚ～２５ｋＨｚ）バランスライン入力～ライン 

出力：±１ｄＢ（２０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ）アンバランスライン入力～ライン出力： 

±０．５ｄＢ（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

周波数特性（アンプ）：   ４Ω／８Ω：±１ｄＢ（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

トーンコントロール：   ±１０ｄＢ＠１０ｋＨｚ、±９ｄＢ＠ １００Ｈｚ（前面パネル）センターデテント付き 

オーディオ出力（２）：   ノミナル-１０ｄＢｖｕ（３１６ｍＶ） 

    デュアルモノ・アンバランスＲＣＡジャック（メインミキサー；フラット／イコライザー 

を背面パネルで選択可能） 

    ノミナル０ｄＢｕ；バランス、ターミナルブロック（ゾーン２ミキサー） 

ＭＯＨ出力：    ノミナル０ｄＢｕ（７７５ｍＶ）、６００Ωトランス絶縁、ヘッドルーム１６ｄＢ 

パワーアンプ出力（２）：   ゾーン１（メイン、ＴＨＤ+Ｎ１％以下）：３５Ｗ ＲＭＳ（４Ω）、３２Ｗ（８Ω） 

    ユーロ型ターミナルブロック（４Ω／８Ωインピーダンス切り替え選択可能） 

    ゾーン２：２Ｗ（８Ω、ユーロ型ターミナルブロック） 

インジケーター（９）：   前面パネル：信号プレゼント（４；１入力毎、緑）、コンプレッサー有効（赤） 

    ＰＯＷＥＲ ＯＮ（青：明＝オン、暗＝スタンバイ） 

    背面パネル：デュアルーＬＥＤ・ＶＵメーター（緑／赤、入力１と２） 

ミュート／ダッキングスレッショルド（黄） 

ＶＣＡ：    ゾーン１（メイン）マスターレベル（入力１バイパス切り替え選択可能） 

    ０～１０Ｖｄｃコントロール 

    ＲＪ４５（ＲＤＬ ＶＣＡウォールコントロール互換） 

前面パネルコントロール（７）：  ゾーン１（メイン）ミキサーレベル・コントロール（４；入力１～４）、 

ＥＱ（２；Ｂａｓｓ／Ｔｒｌｂｌｅ）、電源（モメンタリプッシュボタン、オン／スタンバイ） 

 



 

 

背面パネルコントロール（２２）：  ゲイントリマー（２；入力１及び２）、マイク／ライン·スイッチ（２；入力１及び２） 

    ゾーン１ライン出力のプリ／ポストＥＱスイッチ、エフェクトループ・バイパススイッチ 

    スリープ（スタンバイ）モードディレイ（４バイナリスイッチ）、入力１のダッキング／ミュー 

ティング検出感度トリマー、ファンタム電圧スイッチ（２；入力１および２）、ダッキング制御 

スイッチ（３；入力２、３及び／または４をダッキング）、ＶＣＡページングバイパス（マスター 

ＶＣＡコントロールから入力１のコントロールを含む／除外）、ゾーン２のミキサーレベル 

制御（４；入力１～４） 

効率基準：    “オーディオ/ビデオのためのＥＮＥＲＧＹ ＳＴＡＲ®プログラム要件”バージョン２．０ 

スリープモード時の消費電力：  １Ｗ以下（アンプ部及び付属の電源） 

スリープモードディレイ：   １０分～２時間（１０分単位で切り替え選択可能） 

スリープモード無効：   選択可能 

アクティブモードディレイ：  入力音声の検出後２秒（ノミナル） 

オーディオディテクタースレッショルド： マイク：-８０ｄＢｕ（最大入力ゲイン時）、バランスライン：-５５ｄＢｕ（最大入力ゲイン時）  

アンバランス：-４２ｄＢＶ 

周辺動作環境：   ０℃～５０℃、２０℃推奨 

電源（付属）：   １００～２４０Ｖａｃ、５０～６０Ｈｚ、５０Ｗ、アンプシャシーに２４Ｖｄｃを出力 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）および重量： ８．８９×２１．６×２５．４； ２．５ｋｇ 

 



 

 

ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡＨＤ－ＭＡ３５ＵＡＨＤ－ＭＡ３５ＵＡＨＤ－ＭＡ３５ＵＡ    

パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ    －定電圧出力２５Ｖ／７０Ｖ／１００Ｖ 

 

特徴： 

・ 前面パネル・ボリュームコントロールを個々に持つ ４入力  

・ Ｂａｓｓ及びＴｒｅｂｌｅのトーンコントロール 

・ ページングや保留音を伴ったＢＧＭのためのデザイン 

・ 遠隔調整機能でＶＣＡマスターボリュームをコントロール 

・ 手動または自動（ＶＯＸ）優先ダッキング 

・ ユーロ型ターミナルブロックでバランス入力及びアンプ出力 

・ ＲＣＡジャックでアンバランス入力及び出力 

・ パワーサプライ付属 

・ 自動スリープモードで最も厳格な省エネルギー基準に対応 

 

用途：  

ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡは、幅広い機能と高エネルギー効率を必要とするシステムのための４入力オーディオミキサーアンプです。出力パワーア

ンプゾーンが２つ設けられ、３５Ｗ（ゾーン１）と４Ｗ（ゾーン２）があり、高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄアンプ段から作動します。このミキサーとアンプ部

は、オーディオが存在していない時には通常シャットダウンし（スタンバイ“スリープ”モード）、必要な時に自動的に電源が入ります。ゾーン

１のアンプ出力レベルは、様々なオプションＲＤＬリモートコントローラーを使用してＶＣＡコントロールするか、業界基準０～１０Ｖｄｃ、０～１

０ｋΩでコントロールします。この出力は定格電圧（２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖ）で提供します。ゾーン２のアンプ出力は、８Ωスピーカー及び（また

は）６００Ω電話機器を駆動します。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡは、厳格な省エネルギー基準に沿って米国で設計、テストされ製造されたものです。ユニットは、スタンバイモードでは主

電源で１Ｗ以下しか消費せず、パワーアンプ出力ゾーンと６００Ω出力両方のために、アナログフィルターを通したＣｌａｓｓ－Ｄデジタル出力

段を備えた効率の良いパワーアンプ仕様となっています。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡには２つのミキサーが備わっています。ゾーン１のミキサーは前面パネルにあり、３５Ｗアンプ出力用に音量や音質のコ

ントロールをします。トーンコントロールはゾーン１のアンプ出力でイコライゼーションの調整をします。ゾーン２のミキサーは背面パネルに

あり、８Ωスピーカーを装備した小さなゾーンに対して保留音と（または）ＢＧＭを提供するため、通常はインストーラーによって設定される

レベルトリマーを提供します。ゾーン２セクションでは、４Ｗアンプと６００ΩトランスバランスのＭＯＨ出力、及び他のオーディオパワーアン

プへの供給に使用する可能性からアクティブバランスラインレベル出力を備えています。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡは両方のミキサーに共通する入力が４つあります。入力１と２はバランスマイクまたはラインレベルソースを受けます。入

力３と４はアンバランスモノまたはステレオラインレベルソースを受けます。 

 

・ 入力１はＭＩＣまたはＬＩＮＥの切り替え選択が可能です。マイク入力用にファンタム電源電圧（ＥＣ基準２４Ｖｄｃ）も選択可能です。ライン入

力は、絶縁トランスでバランス／アンバランスのハイ／ローインピーダンスオーディオソースを受けます。インストール時にゲイントリマ

ーで入力プリアンプを最適なゲインにセットすることができます。 

 

・ ページングソースは通常入力１に接続されます。この入力は、プッシュ・トゥ・トーク端子とＬＥＤスレッショルド・インジケーター付きの調整

可能なスレッショルドＶＯＸ回路が備わっており、ページング信号が入力１で動作すると、入力２、３と（または）４のどれかが（もしくは両

方）に２５ｄＢのダッキング（フェードダウンやミュート）がセットされます。ページングメッセージが終了すると、減衰された入力は通常のボ



 

 

リュームにフェードインします。背面パネルのトリマーでフェードインの開始を２～６秒遅らせることができます。 

 

・ 入力２はＭＩＣまたはＬＩＮＥの切替選択が可能です。マイク入力に用にファンタム電源電圧（ＥＣ基準２４Ｖｄｃ）も選択可能です。ライン入力

はアクティブバランスもしくは、バランスまたはアンバランスのハイ／ローインピーダンスソースを受けます。インストール時にゲイントリ

マーで入力プリアンプを最適なゲインにセットすることができます。 

 

・ ＲＤＬ®デュアルＬＥＤ ＶＵメーターは、入力１と２の適切なゲイン調整を表示するために背面パネルに設けられています。正確な入力ゲ

イン調整は、ミキサー段の適切なヘッドルームを保証します。 

・ 入力３と４はそれぞれアンバランスステレオＲＣＡ入力ジャックが装備され、モノラルに合成されます。 

 

インプットのいずれかに信号が存在すると、ゾーン１及び２のパワーアンプと関連する全てのミキシング、イコライゼーション、コンプレッサ

ー回路を起動し、ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡは完全にＯＮ状態となります。入力信号が存在しない時には、ディレイタイマーが起動します。背面パネ

ルのＤＩＰスイッチで電源を切るためのディレイタイマーがセットされ、１０分～２時間の間を１０分単位で設定可能です。タイムアウト時間の

後、ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡは入力信号を受けるまでスリープモードに入ります。アンプの連続動作を指定するシステムのために、スイッチでスリ

ープモードを無効にすることもできます。 

 

ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡは、ゾーン１のアンプ出力を遠隔調整するためにマスターＶＣＡを備えています。ＲＤＬ®オプションのリモートレベルコント

ロールと直接接続するためにＲＪ４５ジャックが装備されています。特定の設置において、リモートコントローラーの電源が入っていなくても、

ページングソースを聞こえるようにすることが求められます。背面パネルのスイッチは、ページング入力がＶＣＡリモートコントローラーボリ

ュームの設定に関わらず、前面パネルの１入力レベルコントロールによって設定されたレベルでページングを聞くことができるように、マス

ターＶＣＡやトーンコントロールをバイパスするために設けられています。します。このバイパススイッチが有効でない場合、ページングソ

ースレベルはマスターＶＣによってコントロールされます。 

 

デュアルモノラインレベル出力は、他のオーディオ機器やパワーアンプのモノまたはステレオ入力のためにＲＣＡジャックで供給されます。

リアパンルのスイッチは、ＬＩＮＥ ＯＵＴイコライゼーションを調整する前面パネルのトーンコントロールを有効または無効にします。ゾーン１

のミキサープリアンプ出力は、ＲＣＡジャックのエフェクトセンド／リターン･ループを通って関連するパワーアンプ入力に供給されますが、

通常は背面パネルのスイッチによってバイパスされています。外部モジュールがループに接続されている場合、このスイッチはオフにしま

す。接地準拠２４Ｖｄｃ電源はリアパネルの端子台にあり、与えられたパネルスペースにマウントされているオプションの外部ＲＤＬ®モジュ

ールに電源を供給することができます。外部モジュールのタイプの例：オーディオフィルタリングやプロセッシング、ミキシング、絶縁、ツイ

ストペアの送信機／受信機。 

 

ゾーン１のアンプは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミ

ッターを備えています。入力ゲインを増幅させる事で、実質的に標準３５Ｗアンプの平均出力を超えることができます。コンプレッサーが出

力クリッピングを防止している場合、前面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。通常のオーディオレベル信号はコンプレッサーの影響を受け

ないため、オーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまでの入力

オーバーロードに対してクリップせずにオーディオを増幅します。ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡは、コンプレッションによって、通常より高い定格出力の

アンプから予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

電源のオン／オフの際、アンプ及びプリアンプ出力は内蔵ソフトスタート・ソリッドステートスイッチによって、クリックやポップ音、サンピング

保護がされています。ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡは、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。ＰＯＷ

ＥＲ ＬＥＤは、ミキサーアンプがスタンバイモードの時には暗くなり、完全にアクティブの時には明るくなります。前面パネルにはプッシュボ

タン式のスタンバイモードとアクティブモードの手動切替えスイッチが備わっています。パワーアンプにはサーマルとショート保護回路の両

方が備わっています。高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱しかしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡＨＤ－ＭＡ３５ＵＡＨＤ－ＭＡ３５ＵＡＨＤ－ＭＡ３５ＵＡ    

 

 

仕様： 

アンプゾーン（２）：   ゾーン１（メイン）：３５Ｗ ＲＭＳ、前面パネルのミキサー（ユーザーが操作） 

    ゾーン２：４Ｗ ＲＭＳ（８Ω）、背面パネルのミキサー（トリマー） 

オーディオ入力（５）：   ２：バランス、端子台にマイク／ライン切り替えスイッチ 

    ２：アンバランス、ＲＣＡジャックにステレオサミング入力 

１：ＲＣＡジャックにアンバランスアンプ 

ゲイン調整（２）：   入力１と２：背面パネルシングルターントリマー 

最大入力レベル：   マイク入力：-９ｄＢｕ、バランスライン入力：+２０ｄＢｕ 

    アンバランス入力：+５ｄＢＶ（１入力で+１１ｄＢＶ）；（出力時１％ＴＨＤ+Ｎ） 

ファンタム電圧：   ２４Ｖｄｃ（ＩＥＣ １９３８：１９９６～１２）、マイク入力用のスイッチで選択可能 

ダッキング／ミュート作動：  自動（入力１ＶＯＸ：背面パネルのＬＥＤインジケーターで信号スレッショルドを調整可） 

    手動（クロージャー接地時） 

ダッキング／ミュート解除遅延：  背面パネルのシングルターントリマーにより、２～６秒で調整可能 

ダッキング／ミュート：   入力２、３および（もしくは）４をスイッチで選択、２５ｄＢ減衰（ノミナル） 

エフェクトループ：   アンバランスＲＣＡジャック（メインミキサーのプリアンプ出力、パワーアンプ入力へ） 

外部ＲＤＬモジュール電源出力：  接地準拠、２４Ｖｄｃ／最大１００ｍＡ 

入力レベル：   （コンプレッサースレッショルド交差にて２３Ｗアンプ出力に同等） 

    マイク入力：-５０ｄＢｕ（２．５ｍＶ）；（前面トパネルのゲイン最大時） 

    バランスライン入力： -２１ｄＢｕ（７０ｍＶ）；（前面パネルのゲイン最大時） 

    アンバランス入力：-１５ｄＢＶ（１８０ｍＶ）；（両入力が駆動し、前面パネルのゲイン最大時） 

ノイズ（ライン或いはアンプ出力）：  マイク／バランスライン入力：-７０ｄＢ（最大ゲイン時、コンプレッサーのスレッショルド以 

    下で）； アンバランス入力：-７５ｄＢ以下（最大ゲイン） 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．５％以下（コンプレッサースレッショルドで１ｋＨｚ、メインアンプ出力時） 

    ０．１％以下（ライン出力、メイン） 

ＣＭＲＲ：    マイク入力：５０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

    バランスライン入力：＞８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ、絶縁トランス入力） 

コンプレッサー：   定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

周波数特性（ミキサー）：   マイク入力～ライン出力：±１．５ｄＢ（４０Ｈｚ～２５ｋＨｚ）バランスライン入力～ライン出  

    力：±１ｄＢ（２０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ）アンバランスライン入力～ライン出力：±０．５ｄＢ  

    （２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

周波数特性（アンプ）：   ±３ｄＢ（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

トーンコントロール：   ±１０ｄＢ＠１０ｋＨｚ、±９ｄＢ＠ １００Ｈｚ（前面パネル）センターデテント付き 

オーディオ出力（２）：   ノミナル-１０ｄＢｖｕ（３１６ｍＶ） 

    デュアルモノ・アンバランスＲＣＡジャック（メインミキサー；フラット／イコライザー 

を背面パネルで選択可能） 

    ノミナル０ｄＢｕ；バランス、ターミナルブロック（ゾーン２ミキサー） 

ＭＯＨ出力：    ノミナル０ｄＢｕ（７７５ｍＶ）、６００Ωトランス絶縁、ヘッドルーム１６ｄＢ 

パワーアンプ出力（２）：   ゾーン１：３５Ｗ ＲＭＳ（２５／７０／１００Ｖ）  

    ゾーン２：２Ｗ（８Ω、ユーロ型ターミナルブロック） 

インジケーター（９）：   前面パネル：信号プレゼント（４；１入力毎、緑）、コンプレッサー有効（赤） 

    ＰＯＷＥＲ ＯＮ（青：明＝オン、暗＝スタンバイ） 

    背面パネル：ミュート／ダッキングスレッショルド（黄色） 

ＶＣＡ：    ゾーン１（メイン）マスターレベル（入力１バイパス切り替え選択可能） 

    ０～１０Ｖｄｃコントロール 

    ＲＪ４５（ＲＤＬ ＶＣＡウォールコントロール互換） 

前面パネルコントロール（７）：  ゾーン１（メイン）ミキサーレベル・コントロール（４；入力１～４）、 

ＥＱ（２；Ｂａｓｓ／Ｔｒｌｂｌｅ）、電源（モーメンタリプッシュボタン、オン／スタンバイ） 

背面パネルコントロール（２２）：  ゲイントリマー（２；入力１及び２）、マイク／ライン·スイッチ（２；入力１及び２） 

ゾーン１ライン出力のプリ／ポストＥＱスイッチ、エフェクトループ・バイパススイッチ 

スリープ（スタンバイ）モードディレイ（４バイナリスイッチ）、入力１のダッキング／ミューテ 



 

 

ィング検出感度トリマー、ファンタム電圧スイッチ（２；入力１および２）、ダッキング制御ス 

イッチ（３；入力２、３及び／または４をダッキング）、ＶＣＡページングバイパス（マスターＶ 

ＣＡコントロールから入力１のコントロールを含む／除外）、ゾーン２のミキサーレベル制 

御（４；入力１～４） 

効率基準：    “オーディオ/ビデオのためのＥＮＥＲＧＹ ＳＴＡＲ®プログラム要件”バージョン 2.0 

スリープモード時の消費電力：  １Ｗ以下（アンプ部及び付属の電源）      

スリープモードディレイ：   １０分～２時間（１０分単位で切り替え選択） 

スリープモード無効：   選択可能       

動作モードディレイ：   入力音声の検出後２秒（ノミナル） 

オーディオディテクタースレッショルド： マイク：-８０ｄＢｕ（最大入力ゲイン時）、バランスライン：-５５ｄＢｕ（最大入力ゲイン時） 

    アンバランス：-４２ｄＢＶ 

周辺動作環境：   ０℃～５０℃、２０℃推奨 

電源（付属）：   １００～２４０Ｖａｃ、５０～６０Ｈｚ、５０Ｗ、アンプシャシーに２４Ｖｄｃを出力 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）および重量： ８．８９×２１．６×２５．４ ； ２．５ｋｇ 

 



 

 

ＨＤ－ＰＡ３５ＵＨＤ－ＰＡ３５ＵＨＤ－ＰＡ３５ＵＨＤ－ＰＡ３５Ｕ    

パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ    －４Ω／８Ω 

 

 

特徴： 

・ 前面パネル・ボリュームコントロールを持つ１入力 

・ Ｂａｓｓ及びＴｒｅｂｌｅのトーンコントロール 

・ シングルゾーン用のアンプとして設計 

・ 遠隔調整機能でＶＣＡマスターボリュームをコントロール 

・ ユーロ型ターミナルブロックでアンプ出力 

・ ＲＣＡジャックでアンバランスサミング入力 

・ パワーサプライ付属 

・ 自動スリープモードで最も厳格な省エネルギー基準に対応 

 

用途： 

ＨＤ－ＰＡ３５Ｕは、高エネルギー効率を必要とするシステムのためのシングル入力オーディオミキサーアンプです。ＲＤＬ®やＯＥＭの様々

なミキサー出力のためのシングルゾーン用のアンプとして使用することができます。他のＲＤＬ®ＨＤシリーズのミキサーアンプからのミック

スに、単一または複数のゾーンを追加する用途に適しています。３５Ｗパワーアンプ出力は高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄアンプ段から作動します。こ

のアンプは、オーディオが存在していない時には通常シャットダウンし（スタンバイ“スリープ”モード）、必要な時に自動的に電源が入ります。

アンプ出力レベルは、様々なオプションＲＤＬリモートコントローラーを使用してＶＣＡコントロールするか、業界基準０～１０Ｖｄｃ、０～１０ｋΩ

でコントロールします。出力は４Ωまたは８Ωのスピーカーを駆動します。出力インピーダンスは背面パネルで切り替え選択が可能です。 

 

ＨＤ－ＰＡ３５Ｕは、厳格な省エネルギー基準に沿って米国で設計、テストされ製造されたものです。ユニットは、スタンバイモードでは主電

源で１Ｗ以下しか消費せず、アナログフィルターを通したＣｌａｓｓ－Ｄデジタル出力段を備えた効率の良いパワーアンプ仕様となっていま

す。 

 

ＨＤ－ＰＡ３５Ｕは前面パネルにコントロールがあり入力ゲインを設定することができます。背面パネルにあるユーロ型ターミナルブロック

に接続するオプションのリモートコントローラーで、出力レベルの遠隔調整を行います。トーンコントロールはアンプ出力のイコライゼーショ

ンを調整します。 

 

入力に信号が存在すると、パワーアンプや関連する全てのイコライゼーション、コンプレッサー回路を起動し、ＨＤ－ＰＡ３５Ｕは完全にＯＮ

状態となります。入力信号が存在しない時には、ディレイタイマーが起動します。背面パネルのＤＩＰスイッチにより、電源を切るためのディ

レイタイマーがセットされ、１０分～２時間の間を１０分単位で設定可能です。タイムアウト時間の後、ＨＤ－ＰＡ３５Ｕは入力信号を受けるま

でスリープモードに入ります。アンプの連続動作を指定するシステムのために、スイッチでスリープモードを無効にすることもできます。 

 

アンプは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミッターを備

えています。入力ゲインを増幅させる事で、実質的に標準３５Ｗアンプの平均出力を超えることができます。コンプレッサーが出力クリッピ

ングを防止している場合、前面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。通常のオーディオレベル信号はコンプレッサーの影響を受けないため、

オーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまで入力オーバーロ

ードに対しクリップせずにオーディオを増幅します。ＨＤ－ＰＡ３５Ｕはコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアンプから予想さ

れる、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 



 

 

電源のオン／オフの際、アンプ及びプリアンプ出力は内蔵ソフトスタート・ソリッドステートスイッチによって、クリックやポップ音、サンピング

保護がされています。 

 

ＨＤ－ＰＡ３５Ｕは、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。ＰＯＷＥＲ ＬＥＤは、ミキサーア

ンプがスタンバイモードの時には暗くなり、完全にアクティブの時には明るくなります。前面パネルにはプッシュボタン式のスタンバイモード

とアクティブモードの手動切り替えスイッチが備わっています。パワーアンプにはサーマルとショート保護回路の両方が備わっています。

高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱しかしません。 

 

仕様： 

定格出力：    ３５Ｗ ＲＭＳ 

オーディオ入力：   ＲＣＡジャックのアンバランスステレオサミング入力 

最大入力レベル：   +５ｄＢＶ（+１１ｄＢＶ、１入力）、（出力時１％ＴＨＤ+Ｎ） 

入力レベル：   -１５ｄＢＶ（１８０ｍＶ、コンプレッサースレッショルド交差にて２３Ｗアンプ出力と同等 

    入力ジャックはどちらも動作） 

ノイズ：    -７５ｄＢ以下（最大ゲイン） 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．５％以下（コンプレッサースレッショルドで１ｋＨｚ） 

コンプレッサー：   定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

周波数特性：   ±１ｄＢ（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

トーンコントロール：   ±１０ｄＢ＠１０ｋＨｚ、±９ｄＢ＠１００Ｈｚ（前面パネル）センターデテント付 

パワーアンプ出力：   ３５Ｗ ＲＭＳ（４Ω）、３２Ｗ（８Ω）、１％ＴＨＤ+Ｎ以下、ユーロ型ターミナルブロック 

    （４Ω／８Ωインピーダンスに切り替え選択可能） 

インジケーター（３）：   前面パネル：信号プレゼント（緑）、コンプレッサーが有効（赤） 

    電源（青：明＝オン、暗＝スタンバイ） 

ＶＣＡ：   出力レベル、０～１０Ｖｄｃコントロール、ＲＪ４５（ＲＤＬ ＶＣＡウォールコントロールに互換） 

前面パネルコントロール（４）：  入力、ＥＱ（２；Ｂａｓｓ／Ｔｒｌｂｌｅ）、電源（オン／スタンバイ、モメンタリプッシュボタン） 

背面パネルコントロール（４）：  スリープ（スタンバイ）モードディレイ （４；バイナリスイッチ） 

効率基準：    “オーディオ／ビデオのためのＥｎｅｒｇｙ Ｓｔａｒ®プログラム要件”バージョン２．０ 

スリープモード時の電源消費：  １Ｗ以下（アンプ及び電源含む） 

スリープモードのディレイ：  １０分～２時間（１０分単位で切り替え選択可能） 

スリープモード無効：   選択可能 

アクティブモードのディレイ：  入力オーディオ検出後２秒（ノミナル） 

オーディオディテクタースレッショルド： -４２ｄＢＶ 

周辺動作環境：   最大０℃～５０℃、２０℃推奨 

パワーサプライ（付属）：   １００～２４０Ｖａｃ、５０～６０Ｈｚ、５０Ｗ、アンプシャーシに２４Ｖｄｃ出力 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）および重量： ８．８９×２１．６×２５．４； ２．５ｋｇ 



 

 

ＨＤ－ＰＡ３５ＵＡＨＤ－ＰＡ３５ＵＡＨＤ－ＰＡ３５ＵＡＨＤ－ＰＡ３５ＵＡ    

パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ   －定電圧出力２５Ｖ／７０Ｖ／１００Ｖ 

 

 

特徴： 

・ 前面パネル・ボリュームコントロールを持つ１入力 

・ Ｂａｓｓ及びＴｒｅｂｌｅのトーンコントロール 

・ シングルゾーン用のアンプとして設計 

・ 遠隔調整機能でＶＣＡマスターボリュームをコントロール 

・ ユーロ型ターミナルブロックでアンプ出力 

・ ＲＣＡジャックでアンバランスサミング入力 

・ パワーサプライ付属 

・ 自動スリープモードで最も厳格な省エネルギー基準に対応 

 

用途： 

ＨＤ－ＰＡ３５ＵＡは、高エネルギー効率を必要とするシステムのためのシングル入力オーディオミキサーアンプです。ＲＤＬやＯＥＭの様々

なミキサー出力のためのシングルゾーン用のアンプとして使用することができます。他のＲＤＬ®ＨＤシリーズのミキサーアンプからのミック

スに、単一または複数のゾーンを追加する用途に適しています。３５Ｗパワーアンプ出力は高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄアンプ段から作動します。こ

のアンプは、オーディオが存在していない時には通常シャットダウンし（スタンバイ“スリープ”モード）、必要な時に自動的に電源が入ります。

アンプ出力レベルは、様々なオプションＲＤＬ®リモートコントローラーを使用してＶＣＡコントロールするか、業界基準０～１０Ｖｄｃ、０～１０ｋ

Ωでコントロールします。この出力は定格電圧（２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖ）で提供します。 

 

ＨＤ－ＰＡ３５ＵＡは、厳格な省エネルギー基準に沿って米国で設計、テストされ製造されたものです。ユニットは、スタンバイモードでは主

電源で１Ｗ以下しか消費せず、アナログフィルターを通したＣｌａｓｓ－Ｄデジタル出力段を備えた効率の良いパワーアンプ仕様となっていま

す。 

 

ＨＤ－ＰＡ３５ＵＡは前面パネルにコントロールがあり入力ゲインを設定することができます。背面パネルにあるユーロ型ターミナルブロック

に接続するオプションのリモートコントローラーで、出力レベルの遠隔調整を行います。トーンコントロールはアンプ出力のイコライゼーショ

ンを調整します。 

 

入力に信号が存在すると、パワーアンプや関連する全てのイコライゼーション、コンプレッサー回路を起動し、ＨＤ－ＰＡ３５ＵＡは完全にＯ

Ｎ状態となります。入力信号が存在しない時には、ディレイタイマーが起動します。背面パネルのＤＩＰスイッチにより、電源を切るためのデ

ィレイタイマーがセットされ、１０分～２時間の間を１０分単位で設定可能です。タイムアウト時間の後、ＨＤ－ＰＡ３５ＵＡは入力信号を受ける

までスリープモードに入ります。アンプの連続動作を指定するシステムのために、スイッチでスリープモードを無効にすることもできます。 

 

アンプは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミッターを備

えています。入力ゲインを増幅させる事で、実質的に標準３５Ｗアンプの平均出力を超えることができます。コンプレッサーが出力クリッピ

ングを防止している場合、前面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。通常のオーディオレベル信号はコンプレッサーの影響を受けないため、

オーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまで入力オーバーロ

ードに対しクリップせずにオーディオを増幅します。ＨＤ－ＰＡ３５ＵＡはコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアンプから予想

される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 



 

 

電源のオン／オフの際、アンプ及びプリアンプ出力は内蔵ソフトスタート・ソリッドステートスイッチによって、クリックやポップ音、サンピング

保護がされています。 

 

ＨＤ－ＰＡ３５ＵＡは、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。ＰＯＷＥＲ ＬＥＤは、ミキサー

アンプがスタンバイモードの時には暗くなり、完全にアクティブの時には明るくなります。前面パネルにはプッシュボタン式のスタンバイモ

ードとアクティブモードの手動切り替えスイッチが備わっています。パワーアンプにはサーマルとショート保護回路の両方が備わっていま

す。高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱しかしません。 

 

仕様： 

定格出力：    ３５Ｗ ＲＭＳ 

オーディオ入力：   ＲＣＡジャックのアンバランスステレオサミング入力 

最大入力レベル：   +５ｄＢＶ（+１１ｄＢＶ、１入力）、（出力で１％ＴＨＤ+Ｎ） 

入力レベル：   -１５ｄＢＶ（１８０ｍＶ、２３Ｗアンプ出力に同等なコンプレッサースレッショルドをクロス 

    させるため、入力ジャックはどちらも動作） 

ノイズ：    -７５ｄＢ以下（最大ゲイン） 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．５％以下（コンプレッサースレッショルドで１ｋＨｚ） 

コンプレッサー：   定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

周波数特性：   ±３ｄＢ（５０Ｈz～１８ｋＨｚ） 

トーンコントロール：   ±１０ｄＢ＠１０ｋＨｚ、±９ｄＢ＠１００Ｈｚ（前面パネル）センターデテント付 

パワーアンプ出力：   ３５Ｗ ＲＭＳ（２５／７０／１００Ｖ）、１％ＴＨＤ+Ｎ以下 

インジケーター（３）：   前面パネル：信号プレゼント（緑）、コンプレッサーが有効（赤） 

    電源（青：明＝オン、暗＝スタンバイ） 

ＶＣＡ：   出力レベル、０～１０Ｖｄｃコントロール、ＲＪ４５（ＲＤＬ ＶＣＡウォールコントロールに互換） 

前面パネルコントロール（４）：  入力、ＥＱ（２；Ｂａｓｓ／Ｔｒｌｂｌｅ）、電源（オン／スタンバイ、モメンタリプッシュボタン） 

背面パネルコントロール（４）：  スリープ（スタンバイ）モードディレイ （４；バイナリスイッチ） 

効率基準：    “オーディオ／ビデオのためのＥｎｅｒｇｙ Ｓｔａｒ®プログラム要件”バージョン２．０ 

スリープモード時の電源消費：  １Ｗ以下（アンプ及び電源含む） 

スリープモードのディレイ：  １０分～２時間）１０分単位で切り替え選択可能） 

スリープモード無効：   選択可能 

アクティブモードのディレイ：  入力オーディオ検出後２秒（ノミナル） 

オーディオディテクタースレッショルド： -４２ｄＢＶ 

周辺動作環境：   最大０℃～５０℃、２０℃推奨 

パワーサプライ（付属）：   １００～２４０Ｖａｃ、５０～６０Ｈｚ、５０Ｗ、アンプシャーシに２４Ｖｄｃ出力 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）および重量： ８．８９×２１．８８×２５．４； ２．５ｋｇ 



 

 

ＨＤ－ＲＡ３５ＵＨＤ－ＲＡ３５ＵＨＤ－ＲＡ３５ＵＨＤ－ＲＡ３５Ｕ    

パワーサプライ付属３５Ｗリモートミキサーアンプ    －４Ω／８Ω 

 

 

特徴： 

・ オーディオ入力４ 

・ 前面パネルにボリュームコントロール付きのページング入力 

・ ＲＤＬ®リモートコントローラーを使用してＶＣＡボリュームコントロールするための３入力 

・ Ｂａｓｓ及びＴｒｅｂｌｅのトーンコントロール 

・ ページングや保留音を伴ったＢＧＭのためのデザイン 

・ 手動または自動（ＶＯＸ）優先ダッキング 

・ ユーロ型ターミナルブロックでバランス入力及びアンプ出力 

・ ＲＣＡジャックでアンバランス入力及び出力 

・ パワーサプライ付属 

・ 自動スリープモードで最も厳格な省エネルギー基準に対応 

 

用途： 

ＨＤ－ＲＡ３５Ｕは、幅広い機能と高エネルギー効率を必要とするシステムのための４入力オーディオミキサーアンプです。出力パワーアン

プゾーンが２系統設けられ、３５Ｗ（ゾーン１）と４Ｗ（ゾーン２）があり、高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄアンプ段から作動します。このミキサーとアンプ部

は、オーディオが存在していない時には通常シャットダウンし（スタンバイ“スリープ”モード）、必要な時に自動的に電源が入ります。ページ

ングソースは通常ＩＮＰＵＴ１に接続します。入力２、３、４用のゾーン１のアンプ出力レベルは、様々なオプションＲＤＬ®リモートコントローラ

ーを使用してＶＣＡコントロールします。これによりオーディオをリモートコントローラーの場所に行き来させることなく、容易に操作できる壁

掛け式ユーザーコントロールが可能になります。ゾーン１の出力は４Ωまたは８Ωのスピーカーを駆動します。出力インピーダンスは背面

パネルで切り替え選択が可能です。ゾーン２のアンプ出力は、８Ωスピーカー及び（または）６００Ω電話機器を駆動します。 

 

ＨＤ－ＲＡ３５Ｕは、厳格な省エネルギー基準に沿って米国で設計、テストされ製造されたものです。ユニットは、スタンバイモードでは主電

源で１Ｗ以下しか消費せず、パワーアンプ出力ゾーンと６００Ω出力両方のために、アナログフィルターを通したＣｌａｓｓ－Ｄデジタル出力段

を備えた効率の良いパワーアンプ仕様となっています。 

 

ＨＤ－ＲＡ３５Ｕには２つのミキサーが備わっています。ゾーン１のミキサーは、前面パネル（ページング入力１とトーンコントロール）とリモ

ートコントローラー（入力２、３、４）に分割しており、３５Ｗアンプ出力用に音量のコントロールをします。トーンコントロールはゾーン１のアン

プ出力に対しイコライゼーションの調整をします。そして、背面パネルのスイッチで選択する事により、ラインレベル出力に対してもイコライ

ゼーションの調整を行うことが出来ます。ゾーン２のミキサーは背面パネルにあり、８Ωスピーカーを装備した小さなゾーンに対して保留音

と（または）ＢＧＭを提供するため、通常はインストーラーによって設定されるレベルトリマーを提供します。ゾーン２セクションでは、４Ｗア

ンプと６００ΩトランスバランスのＭＯＨ出力、及び他のオーディオパワーアンプへの供給で使用する可能性からアクティブバランスライン

レベル出力を備えています。 

 

ＨＤ－ＲＡ３５Ｕは両方のミキサーに共通する入力が４つあります。入力１と２はバランスマイクまたはラインレベルソースを受けます。入力

３と４はアンバランスモノまたはステレオラインレベルソースを受けます。 

 

・ 入力１はＭＩＣまたはＬＩＮＥの切り替え選択が可能です。マイク入力に用にファンタム電源電圧（ＥＣ基準２４Ｖｄｃ）も選択可能です。ライン

入力はアクティブバランスもしくは、バランスまたはアンバランスのハイ／ローインピーダンスソースを受けます。インストール時にゲイ



 

 

ントリマーで入力プリアンプを最適なゲインにセットすることができます。 

 

・ ページングソースは通常入力１に接続されます。この入力は、プッシ・トゥ・トーク端子とＬＥＤスレッショルド・インジケーター付きの調整可

能なスレッショルドＶＯＸ回路が備わっており、ページング信号が入力１で動作すると、入力２、３と（または）４のどれかが（もしくは両方）

に２５ｄＢのダッキング（フェードダウンやミュート）がセットされます。ページングメッセージが終了すると、減衰された入力は通常のボリ

ュームにフェードインします。背面パネルのトリマーでフェードインの開始を２～６秒遅らせることができます。 

 

.・ 入力２はＭＩＣまたはＬＩＮＥの切り替え選択が可能です。マイク入力用にファンタム電源電圧（ＥＣ基準２４Ｖｄｃ）も選択可能です。ライン入

力はアクティブバランスもしくは、バランスまたはアンバランスのハイ／ローインピーダンスソースを受けます。インストール時にゲイント

リマーで入力プリアンプを最適なゲインにセットすることができます。 

 

・ ＲＤＬ®デュアルＬＥＤ ＶＵメーターは、入力１と２の適切なゲイン調整を表示するために背面パネルに設けられています。正確な入力ゲ

イン調整は、ミキサー段の適切なヘッドルームを保証します。 

.・ 入力３と４はそれぞれアンバランスステレオＲＣＡ入力ジャックが装備され、モノラルに合成されます。 

 

インプットのいずれかに信号が存在すると、ゾーン１及び２のパワーアンプと関連する全てのミキシング、イコライゼーション、コンプレッサ

ー回路を起動し、ＨＤ－ＲＡ３５Ｕは完全にＯＮ状態となります。入力信号が存在しない時には、ディレイタイマーが起動します。背面パネル

のＤＩＰスイッチで電源を切るためのディレイタイマーがセットされ、１０分～２時間の間を１０分単位で設定可能です。タイムアウト時間の後、

ＨＤ－ＲＡ３５Ｕは入力信号を受けるまでスリープモードに入ります。アンプの連続動作を指定するシステムのために、スイッチでスリープモ

ードを無効にすることもできます。 

 

ＨＤ－ＲＡ３５Ｕは、ＲＤＬトリプルリモート音量コントローラー（別売り）に直接接続するためにＲＪ４５ジャックを備えています。リモートコント

ローラーには音量操作が３系統あり、各入力用にＬＥＤインジケーター付きのプッシュ式のミュートボタンがあります。リモートコントローラー

のタイプ例：Ｄ－ＲＣ３とＤ－ＲＣ３Ｍ。背面パネルのスイッチで入力１用の前面パネル・トーンコントロールを無効にします。通常ページング

ソースが入力１に接続されている時に使用されます。 

 

デュアルモノラインレベル出力は、他のオーディオ機器やパワーアンプのモノまたはステレオ入力のためにＲＣＡジャックで供給されます。

背面パネルのスイッチは、ＬＩＮＥ ＯＵＴイコライゼーションを調整する前面パネルのトーンコントロールを有効または無効にします。ゾーン

１のミキサープリアンプ出力は、ＲＣＡジャックのエフェクトセンド／リターン･ループを通って関連するパワーアンプ入力に供給されますが、

通常は背面パネルのスイッチによってバイパスされています。外部モジュールがループに接続されている場合、このスイッチはオフにしま

す。接地準拠２４Ｖｄｃ電源は背面パネルの端子台にあり、与えられたパネルスペースにマウントされているオプションの外部ＲＤＬ®モジュ

ールに電源を供給することができます。外部モジュールのタイプの例：オーディオフィルタリングやプロセッシング、ミキシング、アイソレー

ション、ツイストペアの送信機／受信機。 

 

ゾーン１のアンプは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミ

ッターを備えています。入力ゲインを増幅させる事で、実質的に標準３５Ｗアンプの平均出力を超えることができます。コンプレッサーが出

力クリッピングを防止している場合、前面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。通常のオーディオレベル信号はコンプレッサーの影響を受け

ないため、オーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまで入力オ

ーバーロードに対しクリップせずにオーディオを増幅します。ＨＤ－ＲＡ３５Ｕはコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアンプか

ら予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

電源のオン／オフの際、アンプ及びプリアンプ出力は内蔵ソフトスタート・ソリッドステートスイッチによって、クリックやポップ音、サンピング

保護がされています。 

 

ＨＤ－ＲＡ３５Ｕは、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。ＰＯＷＥＲ ＬＥＤは、ミキサーア

ンプがスタンバイモードの時には暗くなり、完全にアクティブの時には明るくなります。前面パネルにはプッシュボタン式のスタンバイモード

とアクティブモードの手動切り替えスイッチが備わっています。パワーアンプにはサーマルとショート保護回路の両方が備わっています。

高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱しかしません。 

 

 

 

 

 



 

 

ＨＤ－ＲＡ３５Ｕ 

 

 

仕様： 

アンプゾーン（２）：   ゾーン１（メイン）：３５Ｗ ＲＭＳ、前面パネルのページング入力レベルコントロール付き 

リモートコントロール・ミキサー（３；ユーザーが操作）  

    ゾーン２：４Ｗ ＲＭＳ（８Ω）、背面パネル・ミキサー（トリマー） 

オーディオ入力（５）：   ２：バランス、1 端子台にマイク／ライン切り替えスイッチ 

    ２：アンバランス、ＲＣＡジャックにステレオサミング入力 

１：ＲＣＡジャックにアンバランスアンプ 

ゲイン調整（２）：   入力１と２：背面パネル・シングルターントリマー 

最大入力レベル：   マイク入力：-９ｄＢｕ、バランスライン入力：+２０ｄＢｕ 

    アンバランス入力：+５ｄＢＶ（１入力で+１１ｄＢＶ）；（出力時１％ＴＨＤ+Ｎ） 

ファンタム電圧：   ２４Ｖｄｃ（ＩＥＣ １９３８：１９９６～１２）、各マイク入力用スイッチで選択可能 

ダッキング／ミュート作動：  自動（入力１ＶＯＸ：背面パネルのＬＥＤインジケーターで信号スレッショルドを調整可） 

    手動（クロージャー接地時） 

ダッキング／ミュート解除遅延：  背面パネルのシングルターントリマーにより、２～６秒で調整可能 

ダッキング／ミュート：   入力２、３および（もしくは）４をスイッチで選択、２５ｄＢ減衰（ノミナル） 

エフェクトループ：   アンバランスＲＣＡジャック 

（メインミキサーからプリアンプ出力、入力からパワーアンプへ） 

外部ＲＤＬモジュール電源出力：  接地準拠、２４Ｖｄｃ／最大１００ｍＡ 

入力レベル：   （コンプレッサースレッショルド交差にて２３Ｗアンプ出力に同等） 

    マイク入力：-５０ｄＢｕ（２．５ｍＶ）；（前面パネルのゲイン最大時） 

    バランスライン入力： -２１ｄＢｕ（７０ｍＶ）；（前面パネルのゲイン最大時） 

    アンバランス入力：-１５ｄＢＶ（１８０ｍＶ）；（両入力駆動、前面パネルのゲイン最大時） 

ノイズ（ラインまたは増幅後出力）：  マイク／バランスライン入力：-７０ｄＢ（最大ゲイン時、コンプレッサーのスレッショルド 

以下で）；アンバランス入力：-７５ｄＢ以下（最大ゲイン） 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．５％以下（コンプレッサースレッショルドで１ｋＨｚ、メインアンプ出力時） 

    ０．１％以下（ライン出力、メイン） 

ＣＭＲＲ：    マイク入力：５０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

    バランスライン入力：＞８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ、絶縁トランス入力） 

コンプレッサー：   定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

周波数特性（ミキサー）：   マイク～ライン出力：±１．５ｄＢ（４０Ｈｚ～２５ｋＨｚ） 

    バランスライン入力～ライン出力：±１ｄＢ（２０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ） 

    アンバランスライン入力～ライン出力：±０．５ｄＢ（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

周波数特性（アンプ）：   ±１ｄＢ（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

トーンコントロール：   ±１０ｄＢ＠１０ｋＨｚ、±９ｄＢ＠ １００Ｈｚ（前面パネル）センターデテント付き 

オーディオ出力（２）：   ノミナル-１０ｄＢＶ（３１６ｍＶ） 

    デュアルモノ・アンバランスＲＣＡジャック（メインミキサー；フラット／イコライザーを 

背面パネルで選択可能） 

    ノミナル０ｄＢｕ；バランス、ターミナルブロック（ゾーン２ミキサー） 

ＭＯＨ出力：    ノミナル０ｄＢｕ（７７５ｍＶ）、６００Ωトランス絶縁、ヘッドルーム１６ｄＢ 

パワーアンプ出力（２）：   ゾーン１（メイン、１％ＴＨＤ+Ｎ以下）：３５Ｗ ＲＭＳ（４Ω）、３２Ｗ（８Ω） 

    ユーロ型ターミナルブロック（４Ω／８Ωインピーダンス切り替え選択可能） 

    ゾーン２：２Ｗ（８Ω、ユーロ型ターミナルブロック） 

インジケーター（９）：   前面パネル：信号プレゼント（４；１入力毎、緑）、コンプレッサー有効（赤） 

ＰＯＷＥＲ ＯＮ（青： 明＝オン、暗＝スタンバイ） 

    背面パネル：ミュート／ダッキングスレッショルド（黄） 

ＶＣＡ（３）：    ゾーン１（メイン）入力２、３及び４；０～１０Ｖｄｃコントロール 

    ＲＪ４５（ＲＤＬ ＶＣＡウォールコントロール互換） 

前面パネルコントロール（４）：  ゾーン１（メイン）ページングレベル・コントロール（４；入力１～４）、 

ＥＱ（２；Ｂａｓｓ／Ｔｒｌｂｌｅ）電源（モメンタリプッシュボタン、オン／スタンバイ） 

背面パネルコントロール（２２）：  ゲイントリマー（２；入力１及び２）、マイク／ライン·スイッチ（２；入力１及び２） 



 

 

    ゾーン１ライン出力プリ／ポストＥＱスイッチ、エフェクトループ・バイパススイッチ 

    スリープ（スタンバイ）モードディレイ（４バイナリスイッチ）、入力１のダッキング／ミュー 

ティング検出感度トリマー、ファンタム電圧スイッチ（２；入力１および２）、ダッキング制御 

スイッチ（３；入力２、３及び／または４をダッキング）、トーンコントロールページング 

バイパス（マスターＶＣＡコントロールから入力１のコントロールを含む／除外）、 

ゾーン２のミキサーレベル制御（４；入力１～４） 

効率基準：    “オーディオ/ビデオのためのＥＮＥＲＧＹ ＳＴＡＲ®プログラム要件”バージョン２．０ 

    パッシブリモートコントロールモデル（ミュート無し）に適用 

スリープモード時の消費電力：  １Ｗ以下（アンプ部及び付属の電源） 

スリープモードディレイ：   １０分～２時間（１０分単位で切り替え選択） 

スリープモード無効：   選択可能 

アクティブモードディレイ：  入力音声の検出後２秒（ノミナル） 

オーディオディテクタースレッショルド： マイク：-８０ｄＢｕ（最大入力ゲイン時）、 

バランスライン：-５５ｄＢｕ（最大入力ゲイン時） 

アンバランス：-４２ｄＢＶ 

周辺動作環境：   ０℃～５０℃、２０℃推奨 

電源（付属）：   １００～２４０Ｖａｃ、５０～６０Ｈｚ、５０Ｗ、アンプシャシーに２４Ｖｄｃを出力 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）および重量： ８．８９×２１．６×２５．４；  ２．５ｋｇ 



 

 

ＨＤ－ＲＡ３５ＵＡＨＤ－ＲＡ３５ＵＡＨＤ－ＲＡ３５ＵＡＨＤ－ＲＡ３５ＵＡ    

パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ     －２５Ｖ／７０Ｖ／１００Ｖ 

 

 

特徴： 

・ オーディオ入力４ 

・ 前面パネルにボリュームコントロール付きのページング入力 

・ ＲＤＬリモートコントローラーを使用してＶＣＡボリュームコントロールするための３入力 

・ Ｂａｓｓ及びＴｒｅｂｌｅのトーンコントロール 

・ ページングや保留音を伴ったＢＧＭのためのデザイン 

・ 手動または自動（ＶＯＸ）優先ダッキング 

・ ユーロ型ターミナルブロックでバランス入力及びアンプ出力 

・ ＲＣＡジャックでアンバランス入力及び出力 

・ パワーサプライ付属 

・ 自動スリープモードで最も厳格な省エネルギー基準に対応 

 

用途： 

ＨＤ－ＲＡ３５ＵＡは、幅広い機能と高エネルギー効率を必要とするシステムのための４入力オーディオミキサーアンプです。出力パワーア

ンプゾーンが２系統設けられ、３５Ｗ（ゾーン１）と４Ｗ（ゾーン２）があり、高性能Ｃｌａｓｓ－Ｄアンプ段から作動します。このミキサーとアンプ

部は、オーディオが存在していない時には通常シャットダウンし（スタンバイ“スリープ”モード）、必要な時に自動的に電源が入ります。ペー

ジングソースは通常ＩＮＰＵＴ１に接続します。入力２、３、４用のゾーン１のアンプ出力レベルは、様々なオプションＲＤＬリモートコントローラ

ーを使用してＶＣＡコントロールします。これによりオーディオをリモートコントローラーの場所に行き来させることなく、容易に操作できる壁

掛け式ユーザーコントロールが可能になります。この出力は定格電圧（２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖ）で提供します。ゾーン２のアンプ出力は、８Ω

スピーカー及び（または）６００Ω電話機器を駆動します。 

 

ＨＤ－ＲＡ３５ＵＡは、厳格な省エネルギー基準に沿って米国で設計、テストされ製造されたものです。ユニットは、スタンバイモードでは主

電源で１Ｗ以下しか消費せず、パワーアンプ出力ゾーンと６００Ω出力両方のために、アナログフィルターを通したＣｌａｓｓ－Ｄデジタル出力

段を備えた効率の良いパワーアンプ仕様となっています。 

 

ＨＤ－ＲＡ３５ＵＡには２つのミキサーが備わっています。ゾーン１のミキサーは、前面パネル（ページング入力１とトーンコントロール）とリ

モートコントローラー（入力２、３、４）に分割しており、３５Ｗアンプ出力用に音量のコントロールをします。トーンコントロールはゾーン１のア

ンプ出力に対しイコライゼーションの調整をします。そして、背面パネルのスイッチで選択する事により、ラインレベル出力に対してもイコラ

イゼーションの調整を行うことが出来ます。ゾーン２のミキサーは背面パネルにあり、８Ωスピーカーを装備した小さなゾーンに対して保留

音と（または）ＢＧＭを提供するため、通常はインストーラーによって設定されるレベルトリマーを提供します。ゾーン２セクションでは、４Ｗ

アンプと６００ΩトランスバランスのＭＯＨ出力、及び他のオーディオパワーアンプへの供給で使用する可能性からアクティブバランスライ

ンレベル出力を備えています。 

 

ＨＤ－ＲＡ３５ＵＡは両方のミキサーに共通する入力が４つあります。入力１と２はバランスマイクまたはラインレベルソースを受けます。入

力３と４はアンバランスモノまたはステレオラインレベルソースを受けます。 

 

・ 入力１はＭＩＣまたはＬＩＮＥの切り替え選択が可能です。マイク入力に用にファンタム電源電圧（ＥＣ基準２４Ｖｄｃ）も選択可能です。ライン

入力はアクティブバランスもしくは、バランスまたはアンバランスのハイ／ローインピーダンスソースを受けます。インストール時にゲイ



 

 

ントリマーで入力プリアンプを最適なゲインにセットすることができます。 

 

・ページングソースは通常入力１に接続されます。この入力は、プッシ・トゥ・トーク端子とＬＥＤスレッショルド・インジケーター付きの調整可

能なスレッショルドＶＯＸ回路が備わっており、ページング信号が入力１で動作すると、入力２、３と（または）４のどれかが（もしくは両方）

に２５ｄＢのダッキング（フェードダウンやミュート）がセットされます。ページングメッセージが終了すると、減衰された入力は通常のボリ

ュームにフェードインします。背面パネルのトリマーでフェードインの開始を２～６秒遅らせることができます。 

 

・ 入力２はＭＩＣまたはＬＩＮＥの切り替え選択が可能です。マイク入力用にファンタム電源電圧（ＥＣ基準２４Ｖｄｃ）も選択可能です。ライン入

力はアクティブバランスもしくは、バランスまたはアンバランスのハイ／ローインピーダンスソースを受けます。インストール時にゲイント

リマーで入力プリアンプを最適なゲインにセットすることができます。 

 

・ ＲＤＬデュアルＬＥＤ ＶＵメーターは、入力１と２の適切なゲイン調整を表示するために背面パネルに設けられています。正確な入力ゲイ

ン調整は、ミキサー段の適切なヘッドルームを保証します。 

・ 入力３と４はそれぞれアンバランスステレオＲＣＡ入力ジャックが装備され、モノラルに合成されます。 

 

インプットのいずれかに信号が存在すると、ゾーン１及び２のパワーアンプと関連する全てのミキシング、イコライゼーション、コンプレッサ

ー回路を起動し、ＨＤ－ＲＡ３５ＵA は完全にＯＮ状態となります。入力信号が存在しない時には、ディレイタイマーが起動します。背面パネ

ルのＤＩＰスイッチで電源を切るためのディレイタイマーがセットされ、１０分～２時間の間を１０分単位で設定可能です。タイムアウト時間の

後、ＨＤ－ＲＡ３５ＵＡは入力信号を受けるまでスリープモードに入ります。アンプの連続動作を指定するシステムのために、スイッチでスリ

ープモードを無効にすることもできます。 

 

ＨＤ－ＲＡ３５ＵＡは、ＲＤＬ®トリプルリモート音量コントローラー（別売り）に直接接続するためにＲＪ４５ジャックを備えています。リモートコン

トローラーには音量操作が３系統あり、各入力用にＬＥＤインジケーター付きのプッシュ式のミュートボタンがあります。リモートコントローラ

ーのタイプ例：Ｄ－ＲＣ３とＤ－ＲＣ３Ｍ。背面パネルのスイッチで入力１用の前面パネル・トーンコントロールを無効にします。通常ページン

グソースが入力１に接続されている時に使用されます。 

 

デュアルモノラインレベル出力は、他のオーディオ機器やパワーアンプのモノまたはステレオ入力のためにＲＣＡジャックで供給されます。

背面パネルのスイッチは、ＬＩＮＥ ＯＵＴイコライゼーションを調整する前面パネルのトーンコントロールを有効または無効にします。ゾーン

１のミキサープリアンプ出力は、ＲＣＡジャックのエフェクトセンド／リターン･ループを通って関連するパワーアンプ入力に供給されますが、

通常は背面パネルのスイッチによってバイパスされています。外部モジュールがループに接続されている場合、このスイッチはオフにしま

す。接地準拠２４Ｖｄｃ電源は背面パネルの端子台にあり、与えられたパネルスペースにマウントされているオプションの外部ＲＤＬモジュー

ルに電源を供給することができます。外部モジュールのタイプの例：オーディオフィルタリングやプロセッシング、ミキシング、アイソレーシ

ョン、ツイストペアの送信機／受信機。 

 

ゾーン１のアンプは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミ

ッターを備えています。入力ゲインを増幅させる事で、実質的に標準３５Ｗアンプの平均出力を超えることができます。コンプレッサーが出

力クリッピングを防止している場合、前面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。通常のオーディオレベル信号はコンプレッサーの影響を受け

ないため、オーディオは明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまで入力オ

ーバーロードに対しクリップせずにオーディオを増幅します。ＨＤ－ＲＡ３５ＵＡはコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアンプ

から予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

電源のオン／オフの際、アンプ及びプリアンプ出力は内蔵ソフトスタート・ソリッドステートスイッチによって、クリックやポップ音、サンピング

保護がされています。 

 

ＨＤ－ＲＡ３５ＵＡは、ＨＤ－ＲＡ３５Ｕは、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。ＰＯＷＥＲ 

ＬＥＤは、ミキサーアンプがスタンバイモードの時には暗くなり、完全にアクティブの時には明るくなります。前面パネルにはプッシュボタン

式のスタンバイモードとアクティブモードの手動切り替えスイッチが備わっています。パワーアンプにはサーマルとショート保護回路の両方

が備わっています。高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱しかしません。 

 

 

 

 

 



 

 

ＨＤ－ＲＡ３５ＵＡ 

 

 

仕様： 

アンプゾーン（２）：   ゾーン１（メイン）：３５Ｗ ＲＭＳ、前面パネルのページング入力レベルコントロール付き 

リモートコントロール・ミキサー（３；ユーザーが操作）  

    ゾーン２：４Ｗ ＲＭＳ（８Ω）、背面パネル・ミキサー（トリマー） 

オーディオ入力（５）：   ２：バランス、端子台にマイク／ライン切り替えスイッチ 

    ２：アンバランス、ＲＣＡジャックにステレオサミング入力 

１：ＲＣＡジャックにアンバランスアンプ 

ゲイン調整（２）：   入力１と２：背面パネル・シングルターントリマー 

最大入力レベル：   マイク入力：-９ｄＢｕ、バランスライン入力：+２０ｄＢｕ 

    アンバランス入力：+５ｄＢＶ（１入力で+１１ｄＢＶ）；（出力時１％ＴＨＤ+Ｎ） 

ファンタム電圧：   ２４Ｖｄｃ（ＩＥＣ １９３８：１９９６～１２）、各マイク入力用スイッチで選択可能 

ダッキング／ミュート作動：  自動（入力１ＶＯＸ：背面パネルのＬＥＤインジケーターで信号スレッショルドを調整可） 

    手動（クロージャー接地時） 

ダッキング／ミュート解除遅延：  背面パネルのシングルターントリマーにより、２～６秒で調整可能 

ダッキング／ミュート：   入力２、３および（もしくは）４をスイッチで選択、２５ｄＢ減衰（ノミナル） 

エフェクトループ：   アンバランスＲＣＡジャック 

（メインミキサーからプリアンプ出力、入力からパワーアンプへ） 

外部ＲＤＬモジュール電源出力：接地準拠、２４Ｖｄｃ／最大１００ｍＡ 

入力レベル：   （コンプレッサースレッショルド交差にて２３Ｗアンプ出力に同等） 

    マイク入力：-５０ｄＢｕ（２．５ｍＶ）；（前面パネルのゲイン最大時） 

    バランスライン入力： -２１ｄＢｕ（７０ｍＶ）；（前面パネルのゲイン最大時） 

    アンバランス入力：-１５ｄＢＶ（１８０ｍＶ）；（両入力駆動、前面パネルのゲイン最大時） 

ノイズ（ラインまたは増幅後出力）：  マイク／バランスライン入力：-７０ｄＢ（最大ゲイン時、コンプレッサーのスレッショルド 

以下で）；アンバランス入力：-７５ｄＢ以下（最大ゲイン） 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．５％以下（コンプレッサースレッショルドで１ｋＨｚ、メインアンプ出力時） 

    ０．１％以下（ライン出力、メイン） 

ＣＭＲＲ：    マイク入力：５０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

    バランスライン入力：＞８０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ、絶縁トランス入力） 

コンプレッサー：   定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

周波数特性（ミキサー）：   マイク～ライン出力：±１．５ｄＢ（４０Ｈｚ～２５ｋＨｚ） 

    バランスライン入力～ライン出 力：±１ｄＢ（２０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ） 

    アンバランスライン入力～ライン出力：±０．５ｄＢ（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

周波数特性（アンプ）：   定電圧：±３ｄＢ（５０Ｈｚ～１８ｋＨｚ）； ４／８Ω：±１ｄＢ（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

トーンコントロール：   ±１０ｄＢ＠１０ｋＨｚ、±９ｄＢ＠ １００Ｈｚ（前面パネル）センターデテント付き 

オーディオ出力（２）：   ノミナル-１０ｄＢＶ（３１６ｍＶ） 

    デュアルモノ・アンバランスＲＣＡジャック（メインミキサー；フラット／イコライザー 

を背面パネルで選択可能） 

    ノミナル０ｄＢｕ；バランス、ターミナルブロック（ゾーン２ミキサー） 

ＭＯＨ出力：    ノミナル０ｄＢｕ（７７５ｍＶ）、６００Ωトランス絶縁、ヘッドルーム１６ｄＢ 

パワーアンプ出力（２）：   ゾーン１：３５Ｗ ＲＭＳ（２５／７０／１００Ｖ）  

    ゾーン２：２Ｗ（８Ω、ユーロ型ターミナルブロック） 

インジケーター（９）：   前面パネル：信号プレゼント（４；１入力毎、緑）、コンプレッサー有効（赤） 

ＰＯＷＥＲ ＯＮ（青： 明＝オン、暗＝スタンバイ） 

    背面パネル：ミュート／ダッキングスレッショルド（黄） 

ＶＣＡ（３）：    ゾーン１（メイン）入力２、３及び４；０～１０Ｖｄｃコントロール 

    ＲＪ４５（ＲＤＬ ＶＣＡウォールコントロール互換） 

前面パネルコントロール（４）：  ゾーン１（メイン）ページングレベル・コントロール（４；入力１～４）、 

ＥＱ（２；Ｂａｓｓ／Ｔｒｌｂｌｅ）電源（モメンタリプッシュボタン、オン／スタンバイ） 

 

 



 

 

背面パネルコントロール（２２）：  ゲイントリマー（２；入力１及び２）、マイク／ライン·スイッチ（２；入力１及び２）  

    ゾーン１ライン出力プリ／ポストＥＱスイッチ、エフェクトループ・バイパススイッチ 

    スリープ（スタンバイ）モードディレイ（４バイナリスイッチ）、入力１のダッキング／ 

ミューティング検出感度トリマー、ファンタム電圧スイッチ（２；入力１および２）、ダッキング 

制御スイッチ（３；入力２、３及び／または４をダッキング）、トーンコントロールページン グ 

バイパス（マスターＶＣＡコントロールから入力１のコントロールを含む／除外）、 

ゾーン２のミキサーレベル制御（４；入力１～４） 

効率基準：    “オーディオ/ビデオのためのＥＮＥＲＧＹ ＳＴＡＲ®プログラム要件”バージョン２．０  

    パッシブリモートコントロールモデル（ミュート無し）に適用 

スリープモード時の消費電力：  １Ｗ以下（アンプ部及び付属の電源） 

スリープモードディレイ：   １０分～２時間（１０分単位で切り替え選択） 

スリープモード無効：   選択可能 

アクティブモードディレイ：  入力音声の検出後２秒（ノミナル） 

オーディオディテクタースレッショルド： マイク：-８０ｄＢｕ（最大入力ゲイン時）、 

バランスライン：-５５ｄＢｕ（最大入力ゲイン時） 

アンバランス：-４２ｄＢＶ 

周辺動作環境：   ０℃～５０℃、２０℃推奨 

電源（付属）：   １００～２４０Ｖａｃ、５０～６０Ｈｚ、５０Ｗ、アンプシャシーに２４Ｖｄｃを出力 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）および重量： ８．８９×２１．６×２５．４；  ２．５ｋｇ 

 

 



 

 

ＲＵ－ＰＡ４０ＤＲＵ－ＰＡ４０ＤＲＵ－ＰＡ４０ＤＲＵ－ＰＡ４０Ｄ    

ＶＣＡ付４０Ｗステレオ オーディパワーアンプ    －８Ω、パワーサプライ付属 

 

特徴： 

・ ＶＣＡコントロールのステレオ・オーディオパワーアンプ 

・ ２０Ｗ ＲＭＳ＠８Ω－トータル４０Ｗ 

・ １５Ｗ ＲＭＳ＠４Ω－トータル３０Ｗ 

・ アンバランスＲＣＡジャック入力、ユーロ型ターミナルブロック入力 

・ ユーロ型ターミナルブロックにＶＣＡコントロール 

・ １０ｋΩポテンショメーターまたは０～１０Ｖｄｃを使用した外部コントロール 

・ ＲＤＬ®リモートレベルコントロール互換 

・ ステレオ／モノの切り替え選択が可能 

・ スタジオクオリティの精細なコンプレッサー／リミッター 

・ コンプレッサー／リミッターは、クリッピングをコントロール 

・ コンプレッサーが平均出力を最大化 

・ 入力レベルの調整によるコンプレッションが可能 

・ オーディオコンプレッションスレッショルドをＬＥＤで表示 

・ 高性能Ｃｌａｓｓ-Ｄ動作 

・ 耐熱およびショート回路保護 

・ ＲＵ－ＰＡ４０Ｄは北米向け電源コード付属、ＲＵ－ＰＡ４０ＤＥは電源コードなし    

 

用途： 

ＲＵ－ＰＡ４０Ｄは、高品質、高性能なユーティリティアンプとして４Ωまたは８Ωのスピーカーペアを動作することが必要とされる多くの用途

に適しています。特に、ユーザーがゲインを調整する必要がある用途での使用が適しています。例としては、教室、会議室、ビデオ会議で

使用される固定オーディオ出力を備えたプロジェクターやモニター等です。ＲＵ－ＰＡ４０Ｄは小さい部屋から中規模の部屋まで、または販

売スペース内の特定エリアでのフォアグラウンドサウンドアンプに適しています。 

 

ＲＵ－ＰＡ４０Ｄは、ユーロ型ターミナルブロックに２つのバランスラインレベル入力を備えています。信頼性の高い金メッキフォノ（ＲＣＡ）ジ

ャックによる２つのアンバランスのラインレベル入力が設けられています。前面パネルのゲインコントロールトリマーにより、各チャネルの

最大ゲインの設定が可能です。ゲインレンジは一般的なバランス／アンバランスオーディオ信号レベルの範囲に対応しています。ＲＵ－Ｐ

Ａ４０Ｄの２つの各出力は４Ωまたは８Ωのスピーカー、あるいは４Ωまたは８Ωで接続されたマルチスピーカーを駆動します。出力インピ

ーダンスは、モジュールの前面パネルにあるスイッチで選択可能です。 

 

ＲＵ－ＰＡ４０Ｄは内蔵ステレオＶＣＡを備えており、両方のアンプチャンネルの出力レベルを設定できます。ユーロ型ターミナルブロックは、

外部１０ｋΩポテンショメーターや０～１０Ｖｄｃコントロール電圧の接続を提供します。ＲＤＬ®リモートコントロールはシングルターン、マルチ

ターン（ロータリーエンコーダー）、プッシュボタン（ランプまたは固定レベル選択）ユーザーレベルコントロールを備えています。ＶＣＡコント

ロールにより、長期間ノイズフリーでのレベル調整を確保します。リモートコントロールではオーディオ、コントロール、一般的なコンピュー

ターネットワークの配線を使用することができます。 

 

前面パネルのスイッチではオーディオ入力をモノに合成することができます。ＳＴＥＲＥＯモードでは、ＲＵ－ＰＡ４０Ｄがレフト（Ｌ）とライト

（Ｒ）の各オーディオチャンネルを個々に増幅します。特定の設置においてスピーカー位置とステレオアンプの互換性がない場合には、ＩＮ

ＰＵＴ ＭＯＤＥスイッチをＳＵＭＭＥＤ ＭＯＮＯに設定します。 

 



 

 

ＲＵ－ＰＡ４０Ｄは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミッ

ターを備えています。クリッピングを防止する為にリミッターのみを使用するか、または実質的に標準４０Ｗアンプの平均出力を超えるため

にコンプレッサー／リミッターをフルに使用するかを入力ＧＡＩN 設定で決定します。コンプレッサーが出力クリッピングを防止している場合、

前面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。ＲＵ－ＰＡ４０Ｄはコンプレッションによって、通常より高い定格出力のアンプから予想される、平均

オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 

ＲＵ－ＰＡ４０Ｄは、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。このモジュールはサーマルと

ショート保護回路の両方が備わっています。高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発

熱しかしません。 

 

仕様： 

入力（４）：   ラインレベル：バランス（+４ｄＢｕ）レフト（Ｌ）およびライト（Ｒ） 

   アンバランス（-１０ｄＢＶ）レフト（Ｌ）およびライト（Ｒ） 

入力インピーダンス：  ５０ｋΩバランス、２０ｋΩアンバランス 

ゲイン調整（２）：  シングルターン（１チャンネル毎） 

最小入力レベル：  -１１ｄＢｕバランス、-１８ｄＢＶアンバランス（コンプレッサーのスレッショルド交差） 

最大入力レベル：  +２２ｄＢｕバランス、+１２ｄＢＶアンバランス 

ＶＣＡコントロール：  外部０～１０Ｖｄｃ（リニア）、１０ｋΩＢカーブポテンショメーター 

   ＲＤＬリモートコントロール１０Ｖｄｃ ＶＣＡ基準電圧出力を供給 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１ｄＢ、４／８Ω）* 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（１ｋＨｚ、１Ｗ、４／８Ω）、１％以下（５０Ｈz～２０ｋＨｚ）* 

   ＊１２Ｗ ＲＭＳ（８Ω）出力と同等のコンプレッサースレッショルドレベルで測定 

コンプレッサー：  定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

クロストーク：  ６０ｄＢ以上（１ｋＨｚ、コンプレッションなし） 

ノイズ（２０Ｗ ＲＭＳ以下）： -８０ｄＢ以下（ＶＣＡコントロール６．２５Ｖ、最大以下の出力レベル６ｄＢ） 

   -７０ｄＢ（最大ＶＣＡコントロール） 

セレクター（２）：  スライドスイッチ：出力インピーダンス４Ω／８Ω； 

入力モードＳＵＭＭＥＤ ＭＯＮＯまたはＳＴＥＲＥＯ 

出力：   各チャンネル ２０Ｗ ＲＭＳ（８Ω）；トータル ４０Ｗ 

   各チャンネル １５Ｗ ＲＭＳ（４Ω）；トータル ３０Ｗ  

出力回路：   Ｃｌａｓｓ－Ｄ    

周辺動作環境：  最大０℃～４０℃、２０℃推奨 

インジケーター（２）：  赤ＬＥＤ：ＴＨＲＥＳＨＯＬＤ ＬＥＤがコンプレッサーの作動時に点灯 

   青ＬＥＤ：ＰＯＷＥＲ ＯＮ 

電源（付属）：  １００～２４０Ｖａｃ、５０－６０Ｈｚ、１．５Ａ、モジュールに２４Ｖｄｃ出力 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．１９×１４．７６×５．０８ 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ－－－－ＰＡ５１８ＰＡ５１８ＰＡ５１８ＰＡ５１８    

１０Ｗステレオ／１８Ｗモノラルオーディオアンプ   －８Ω 

 

特徴： 

・ ４Ωステレオでチャンネル毎に９Ｗ ＲＭＳ出力 

・ ８Ωモノラルで１８Ｗ ＲＭＳ出力 

・ ステレオもしくはブリッジモノが選択可能 

・ 内蔵のピークリミッターが選択可能 

・ １／３ラック、高密度ラックマウント 

・ ２ 入力用・前面パネルコントロール 

 

用途： 

ＲＵ－ＰＡ５１８は、ステレオとブリッジモノの２種類の動作モードを備えています。動作モードによって、ＲＵ－ＰＡ５１８は、ＲＭＳ５～１８ワッ

ト以上の出力を提供します。ステレオモードでは２つある各入力がそれぞれのＬ／ Ｒ出力を供給します。前面パネルレベルコントロール

はＬｃｈとＲｃｈ用にゲインを設定します。背面パネルスイッチがブリッジモードにセットされている時は、２つの入力（ＡとＢ）はミックスされ、

出力へと送られます。ステレオモード、又はモノモードのいずれにおいても、内部のオーディオピークリミッターを背面パネルのスイッチで

作動する事が出来ます。 

 

仕様： 

入力（２）：    ラインレベル（ノミナル+４ｄＢｕバランス、ノミナル-１０ｄＢＶアンバランス） 

入力インピーダンス：   ２０ｋΩバランスブリッジ、又は１０ｋΩアンバランス 

入力コネクタ：   バランス（バリアブロック端子）；アンバランス（ＲＣＡフォノジャック） 

最小入力信号レベル：   バランス：-６ｄＢｕ（定格出力） 

    アンバランス：-２０ｄＢＶ（定格出力） 

最大入力信号レベル：   バランス：+２０ｄＢｕ 

    アンバランス：+６ｄＢＶ 

周波数特性：   ２０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±１ｄＢ、ステレオモード、８Ω出力＠５Ｗ ＲＭＳ）  

    ２５Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±１ｄＢ、ステレオモード、４Ω出力＠９Ｗ ＲＭＳ） 

    ２５Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±１ｄＢ、ブリッジモノモード、８Ω出力＠１８Ｗ ＲＭＳ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：    ０．０５％以下、 定格出力以下（１ｋＨｚ） 

０．１％以下 、１８Ｗ  ＲＭＳ基準（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

ノイズ：    -８５ｄＢ以下、定格出力以下 

ＣＭＲＲ：    ５５ｄＢ以上、（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

クロストーク：   -６０ｄＢ以下（ステレオモード、１ｋＨｚ） 

出力：    ステレオモード： 各チャンネル５Ｗ ＲＭＳ ８Ω以上 

      各チャンネル９Ｗ ＲＭＳ ４Ω以上 

    モノラルモード： １８Ｗ ＲＭＳ ８Ω以上 

電源仕様：    接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１５００ｍＡ（ＲＭＳ出力） 

１０００ｍＡ（連続再生；音楽もしくは音声） 

周辺動作環境：   ０℃～４０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ４．１７×１４．５８×１９．５１（ノブを除外：１８．０３） 



 

 

ＲＵ－ＳＨ１ＲＵ－ＳＨ１ＲＵ－ＳＨ１ＲＵ－ＳＨ１    

ステレオヘッドフォンアンプ   －ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ 

 

特徴： 

・ ラックマウントのヘッドフォンアンプ 

・ ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのヘッドフォンアンプ 

・ 長寿命のＶＣＡステレオレベルコントロールを一体化 

・ バランス／アンバランス入力 

・ 入力感度が切り替え選択可能 

・ モノ（レフト）またはステレオ動作が切り替え選択可能 

・ ハイ／ローインピーダンスヘッドセットを駆動するアンプ 

 

用途：  

ＲＵ－ＳＨ１は民生用またはプロ用オーディオソースから駆動されるあらゆるインピーダンスのヘッドフォンが必要な用途で使用されます。

モジュールは、ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのラックマウントや様々なＲＤＬ®マウントアクセサリに取り付けます。ＲＵ－ＳＨ１はバランス／アン

バランスのＬ／Ｒ入力を備えたデュアルチャンネルヘッドフォンアンプです。各入力は-２０ｄＢＶ～+２０ｄＢｕ間の動作レベルを受け入れま

す。背面のエンクロージャー上部にある２つのスライドスイッチはモジュールを取り付ける前にセットします。１つのスイッチは入力感度を設

定するために設けられています。モードスイッチはステレオとモノ動作の選択を行います。ＭＯＮＯポジションでは、左（Ｌｃｈ）入力が両出力

チャンネルを駆動するために使用されます。モジュールがモノラルシステムの時には左（Ｌｃｈ）入力だけを配線します。前面パネルのレベ

ルコントロールは、対応したＶＣＡを制御する超寿命のポテンショメーターです。長年にわたってノイズフリーのレベル調整を保証するため

に、オーディオはこのコントロールを通過しません。出力アンプは、耐久性のある金属製の１／４インチ（６．３ｍｍ）標準ヘッドフォンジャッ

クを通して、ハイ／ローインピーダンスのヘッドフォンに５０ｍＷ以上を提供します。２４Ｖｄｃ接地準拠の電源でモジュールは動作します。ま

た、ヘッドルームを６ｄＢ減衰させて最大出力を１０ｍＷにして１２Ｖｄｃ電源による動作も可能です。 

 

 

仕様： 

入力（２）：    １０ｋΩバランスまたはアンバランスブリッジ 

入力レベル：   ノミナル+４ｄBu（低入力感度）、ノミナル-１５ｄBV（高入力感度） 

最大入力レベル：   +２１ｄBu（低入力感度）、+３ｄBu（高入力感度） 

出力信号（定格）：   １０ｍW、１００Ω 

出力信号（最大）：   ５０ｍW、１００Ω 

ＴＨＤ+Ｎ：    ０．５％以下／１ｋＨｚ 

周波数特性：   ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±２ｄＢ） 

ノイズ：    -７０ｄＢ以下（ノミナル動作レベル以下） 

ゲイン：    前面パネルでユーザー調整可能、１８．５ｄＢ（最大、高入力感度） 

    ユニティ（最大、低入力感度） 

ＣＭＲＲ：    ６０ｄＢ以上（５０～１２０Ｈｚ） 

クロストーク：   ノイズフロア以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

電源仕様：    接地準拠、２４Ｖｄｃ／５０ｍＡ 

周辺動作環境：   ０℃～５５℃  



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＩＣ１ＩＣ１ＩＣ１ＩＣ１    

インターコムアンプ 

 

特徴： 

・ インターコム電子回路 

・ プッシュ・トゥ・トーク付きインターコム 

・ マイクまたはスピーカー入力 

・ ８Ωまたは４５Ωスピーカー 

・ 双方向通信オプション 

 

用途： 

ＳＴ－ＩＣ１はインターコムシステムの設置が必要とされる場合や、マイクレベルをオプションのミュート機能付の１Ｗスピーカーレベルまで

引き上げる必要がある場合に理想的な選択肢です。 

 

ＳＴ-ＩＣ１には入力、出力が１つずつ、そしてミュートコントロール端子が２つ付いています。 

 

入力はダイナミックマイク、コンデンサーマイク（ファンタム電源入力端子がコンデンサーマイクの電源用に付いています）、８Ωスピーカー

もしくは４５Ωスピーカーを受け入れます。モジュールのゲイン範囲は幅広いソースレベルを十分受け入れる容量があります。 

 

出力は接地準拠で、８Ω負荷で１W ＲＭＳ以上を駆動します。出力回路は４Ωもしくはそれ以上のどの負荷インピーダンスにも接続できま

す。 

 

仕様： 

周波数特性：   ３００Ｈｚ～４ｋＨｚ（±２ｄＢ、音声帯域を明瞭にするためのフィルター経由） 

ゲイン：    オフ～７０ｄＢ（調整可能） 

１Ｗ ＲＭＳ出力のために必要な入力レベル：  -６０ｄＢｕ（８Ωソース）、-５５ｄＢｕ（６００Ωソース） 

ＴＨＤ＋Ｎ：    １％以下（１ｋＨｚ、１Ｗ＠５０ｄＢゲイン基準） 

残留ノイズ（１W 以下）：   ７５ｄＢ以下（設定：６０ｄＢゲイン、アンミュート） 

動作出力：    １Ｗ ＲＭＳ 

最大出力：    １．５Ｗ ＲＭＳ（クリッピング前）  

ミュート減衰：   １１５ｄＢ以上（１ｋＨｚ） 

ミュート切り替えタイプ：   ソリッドステート、リレーコンタクトは使用せず 

ミュートリリースディレイ：  １５ｍｓ 

電源仕様：    接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１７５ｍＡ 

周辺動作環境：   ０℃～５０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＭＡ２ＭＡ２ＭＡ２ＭＡ２    

ミュート付き２W モノラルオーディオアンプ   －８Ω 

 

特徴： 

・ シングルスピーカーモニターアンプ 

・ 会議用モニターアンプ 

・ ミュート機能、外部的に作動の減衰段付モニターアンプ 

・ 速くて静かなオーディオ切り替え 

・ 複数のコントロール入力 

・ ゲイン調整可能 

 

用途： 

ＳＴ－ＭＡ２は、出力のゲインをミュートしたり、減衰させたりするコントロール入力付のコンパクトなオーディオモニターアンプです。このモ

ジュールは、自動ミキシングシステムを構築するために他のＲＤＬ®モジュールと組み合わせて使用するか、もしくはシングルスピーカーモ

ニターアンプとして単独で使用出来ます。ＳＴ－ＭＡ２は基本的に、会議室や法廷、公開討論会パネル、もしくはこれに準ずる設備において、

小さな卓上用、又はオーバーヘッドモニタースピーカーを駆動するために使用されます。ＳＴ－ＭＡ２はそのコントロール入力の特性から、

自動ミキシングシステムでの使用に最適です。 

 

ラインレベル入力はバランス／アンバランスで配線できます。オーディオ出力は４Ω～４５Ωで標準型スピーカーを駆動します。モジュー

ル上のトリマーを使用して標準ゲインをプリセットします。 

 

卓上用の取り付けにおいては、ＷＤＧ１及びＲＵ－ＳＰ１と共にＳＴ－ＭＡ２を使用して下さい。 

 

仕様： 

入力インピーダンス：  ２０ｋΩバランス／アンバランスブリッジ 

入力レベル：  最小-１０ｄＢＶ（２Ｗ ＲＭＳ出力において） 

出力インピーダンス：  ８Ω（４Ω負荷を駆動） 

出力電源：   連続１．７５W ＲＭＳ、最大２W ＲＭＳ 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．５％以下 

帯域幅：   ４５Ｈｚ～１４ｋＨｚ 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

残留ノイズ：   -８０ｄＢ以下（２ワットＲＭＳ基準） 

切り替え時間：  ５０ｕｓ以下 

減衰（ミュート状態）：  ９０ｄＢ以上（１ｋＨｚ） 

   ８５ｄＢ以上（３００Ｈｚ～３ｋＨｚ） 

   ７５ｄＢ以上（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

減衰選択：  ３ｄＢまたは６ｄＢ、各設定はそれぞれ２つの個別入力（グランド接地にて有効）を使用して選択 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２００ｍＡ；定格出力（２２０ｍＡ＠２Ｗ ＲＭＳ） 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＰＡ２ＰＡ２ＰＡ２ＰＡ２    

２Ｗモノラルオーディオアンプ   －８Ω 

 

特徴： 

・ ８Ωで２Ｗ ＲＭＳ 

・ ６００Ωで+１２ｄＢｕ 

・ 高品質なユーティリティアンプ 

・ インターコムドライバー 

・ ミュージックオンホールド（保留音）ドライバー 

 

用途： 

ＳＴ－ＰＡ２はシングルのアンバランスオーディオ入力とゲインコントロール、そして２つの出力を備えています。第１出力は、８Ωスピーカ

ーに明瞭な２Ｗ ＲＭＳを送るように設計されています。第２出力は、基本的に機器の入力で６００Ωトランスを駆動するようになっています。

従って、ＳＴ－ＰＡ２は８Ωまたは６００Ω入力を備えた電話システムの保留音入力などの用途に対して、最も適しています。必要な場合、両

出力は同時に使用することが出来ます。 

 

仕様： 

入力：   アンバランス１０ｋΩ 

入力レベル：  最小-１５ｄＢＶ（定格出力） 

   最小-２０ｄＢＶ（８Ωでの１Ｗ ＲＭＳ） 

周波数特性：  ３５Ｈｚ～３０ｋＨｚ（８Ω±１．５ｄＢ） 

   ２０Ｈｚ～３０ｋＨｚ（６００Ω±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．７５％以下、標準０．５％ 

ノイズ：   -８０ｄＢ以下（８Ω＠２Ｗ ＲＭＳ） 

     -７０ｄＢ以下（６００Ω、+４ｄＢｕ基準） 

出力（２）：   １＠８Ω、最大２Ｗ ＲＭＳ 

   １＠６００Ω、最大+１２ｄＢｕ 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２５０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＰＡ６ＰＡ６ＰＡ６ＰＡ６        

６Ｗパワーモノラルオーディオアンプ   －８Ω 

 

特徴： 

・ ８Ωで６ワットＲＭＳ 

・ バランスオーディオ入力の付いたアンプ 

・ ２つの内蔵入力ミキサー 

・ 低ノイズ、低歪みアンプ 

・ 音量イコライゼーション付アンプ 

 

用途： 

ＳＴ－ＰＡ６は従来の電源対サイズ比において画期的なＲＤＬ®の第二世代といえます。現代のテクノロジーによって、今までで最も経済的

なコストでその機能や性能を提供することが可能になりました。ＳＴ－ＰＡ６は、３ワット分の値段で６ワット分のパワーをもたらします。 

 

ＳＴ－ＰＡ６は２つのバランスオーディオ入力、ゲインコントロール、イコライゼーションコントロール、８Ω出力を備えています。出力は明瞭

な６Ｗ ＲＭＳを８Ωスピーカーに送るよう設計されています。各入力は２つの入力がアクティブに均等にミックスされたバランスブリッジで

す。これは特にステレオラインのモニタリングに有効です。出力段にはショートや熱による過負荷に対してプロテクション機能が付いていま

す。出力保護はヒューズによるプロテクションが必要なく状態が取り除かれると、すぐに自動的にリセットします。 

 

仕様： 

入力（２）：   １０ｋΩバランス（バランスに配線することもある、バランスまたはアンバランスに配線 

することもある） 

入力レベル：  最小４００ｍＶ（ＲＭＳ）（定格出力） 

周波数特性：  ３５Ｈｚ～２０ｋＨｚ（ＥＱ設定フラット時：±１．５ｄＢ） 

イコライゼーション：  フラット～+５ｄＢ＠６０Ｈｚ（中心周波数ブースト） 

 （シングルターントリマー） フラット～+４ｄＢ＠１００Ｈｚ 

   フラット～+３ｄＢ＠１２０Ｈｚ 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．３５％以下 

ノイズ：   -６０ｄＢ以下 

出力：   ８Ωアンバランス、６Ｗ ＲＭＳ 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠４００ｍＡ 

周辺動作環境：  -１０℃～５０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＳＴ－ＰＡ１８ＳＴ－ＰＡ１８ＳＴ－ＰＡ１８ＳＴ－ＰＡ１８    

１８Ｗモノ・オーディオパワーアンプ    －８Ω 

 

特徴： 

・ １８Ｗ ＲＭＳオーディオパワーアンプ 

・ ８Ωスピーカー用の出力 

・ フルパワー出力時にオーディオレベルを最大に 

・ 高出力レベルで優れたオーディオクオリティ 

・ バランスまたはアンバランスのラインレベル入力 

・ 追加アンプに供給するＬＯＯＰ ＯＵＴ 

・ クリッピングをコントロールするオーディオコンプレッサーを一体化 

・ 全域に渡り高い動作レベル 

・ オーディオのコンプレッションを表示するＬＥＤ 

 

用途：  

ＳＴ－ＰＡ１８は、アンバランス接続も可能なバランスラインレベル入力を備えています。ゲインコントロールレンジは標準アンバランスレベ

ルだけでなく、プロ用バランスレベルにも対応しています。モジュールは入力信号をブリッジします。ＬＯＯＰ ＯＵＴ端子によりバランス入力

を追加のアンプモジュールに供給することができ、ＳＴ－ＰＡ１８は分散型オーディオシステム設計において理想的なコンポーネントと言え

ます。さらにＬＯＯＰ ＯＵＴはサブウーファーアンプ（ＲＤＬ®ＳＴ－ＣＸ２サブウーファーフィルター参照）に供給する時にも使用することがで

きます。ＳＴ－ＰＡ１８の出力で８Ωのスピーカーまたは８Ω負荷をアンプに送るために接続されたマルチスピーカーを作動し、４Ω負荷の

作動も可能です。赤のＣＯＭＰ ＬＥＤは一体型コンプレッサーのスレッショルドを表示します。アンプ出力がクリッピングを引き起こす可能性

のあるオーディオレベルが２つのダイナミックタイムに応じて圧縮されます。通常オーディオレベル信号はコンプレッサーの影響を受けな

いため、オーディオダイナミクスを維持しつつ、アンプがページングに使用された時にコンプレッサーがフィードバックの可能性が増加しな

いようにします。コンプレッサーは、聴覚の透明性を維持しつつ、最大２０ｄＢまで入力オーバーロードに対しクリップせずにオーディオを増

幅します。ＳＴ－ＰＡ１８は、通常より高い定格出力のアンプから予想される、平均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。

ＳＴ－ＰＡ１８は、別売りの２４Ｖｄｃ １Ａパワーサプライから動作します。モジュールの電源を入れるとＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。モジュ

ールにはサーマルとショート保護回路が備わっています。 

 

仕様： 

入力：   ラインレベル（+４ｄＢｕバランス、-１０ｄＢＶアンバランス） 

入力インピーダンス：  ２０ｋΩバランスブリッジ、１０ｋΩアンバランス 

ゲイン調整：   シングルターン 

最小入力レベル：  -１６ｄＢｕ*バランス、-１８ｄＢＶ*アンバランス 

最大入力レベル：  +２５ｄＢｕバランス、+２２ｄＢＶアンバランス 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±２ｄＢ）* 

ＴＨＤ+Ｎ：   １％以下*  *１２Ｗ ＲＭＳ出力と同等のコンプレッサースレッショルドレベルで測定 

ノイズ：   -７５ｄＢ以下（１８Ｗ ＲＭS 以下） 

コンプレッサー：  定格出力以下３ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

ＣＭＲＲ：   ４５ｄＢ以上（５０Ｈz～１２０Ｈｚ） 

出力：   １８Ｗ ＲＭＳ ８Ω 出力回路：Ｃｌａｓｓ Ｄ 

周囲動作環境：  最大０℃～３０℃、２０℃推奨 

インジケーター（２）：  赤ＬＥＤ：コンプレッサー作動時ＬＥＤ点灯； 緑ＬＥＤ：ＰＯＥＷＲ ＯＮ 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１０００ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＳＨ２ＳＨ２ＳＨ２ＳＨ２    

ステレオヘッドホンアンプ   -ＳＴＩＣＫ-ＯＮ®シリーズ 

 

特徴： 

・ ステレオヘッドホンアンプ 

・ 外部ステレオレベルコントロールを装備 

・ バランス／アンバランス入力 

・ ラインをブリッジしヘッドセットに供給 

・ ハイ／ローインピーダンスヘッドセットを駆動するアンプ 

 

用途： 

ＳＴ－ＳＨ２は、民生用もしくはプロ用オーディオソースによって動作する、あらゆるインピーダンスのヘッドホンが求められる用途に使用さ

れます。ユーザーボリュームコントロールを必要としないレベルが一定の設置では、ＳＴ－ＳＨ２はオーディオソースやヘッドホンジャックに

配線されます。ヘッドホンジャックにボリュームノブの取り付けが望まれる場合も多くあります。ＬＥＶＥＬ ＡＤＪＵＳＴ端子の（Ｌ）と（Ｒ）は、ス

テレオ１０ｋΩのポテンショメーターの各端子に配線され、ボリューム調整を行うことが出来ます。ＳＴ－ＳＨ２はジャック及びボリュームコン

トロールから３９インチ（１ｍ）以内の位置に設置することをお勧めします。 

 

ローノイズ（動作レベル基準で１００ｄＢ以上）、低歪み、明瞭性、そして優れたクロストーク性能を備えるため、このモジュールは幅広いオー

ディオ用途に適しています。高品質かつ柔軟な音声／ビデオシステムの一部として、このモジュールを他のＲＤＬ®モジュールと共に使用し

て下さい。 

 

仕様： 

入力（２）：   １０ｋΩバランス／アンバランス、ブリッジ 

入力信号：   ‐２０ｄＢｕ（‐２２ｄＢＶ）～+６ｄＢｕ（標準出力レベル：+４ｄＢＵ、１００Ω） 

‐１０ｄＢｕ～+１６ｄＢｕ（２５０ｍＷ、８Ω出力） 

出力負荷インピーダンス： ８Ω～５ｋΩ（ロー／ハイインピーダンスヘッドホンを駆動） 

出力信号（定格）：  +４ｄＢｕ（１００Ω） 

出力信号（最大）：  ２５０ｍＷ（８Ω）、２０Ｖｐ－ｐ（２ｋΩ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．００５％以下（０．００１５％標準＠１ｋＨｚ） 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ノイズ：   ‐１００ｄＢ以下（標準動作レベル以下） 

トータルダイナミックレンジ： １１５ｄＢ以上 

ゲイン：   ‐２～２４ｄＢで調整可能 

ＣＭＲＲ：   ５０ｄＢ以上／１００Ｈｚ 

クロストーク：  ‐６５ｄＢ以下（１０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

   ‐８０ｄＢ以下＠１ｋＨｚ 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２００ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＴＸＴＸＴＸＴＸ－－－－１Ｗ１Ｗ１Ｗ１Ｗ    

ミュージックオンホールドアンプ  -１Ｗ 

 

 

特徴： 

・ オーディオを電話装置のミュージックオンホールド（保留音）入力に供給 

・ オーディオレベルが調整可能 

・ 音質の最適化 

・ 最大１Ｗまでのアンバランス出力 

・ バランストランスドライバー出力 

・ 超コンパクトサイズ 

 

用途： 

ＴＸ－1Ｗは、中央電話切り替えユニットが音楽、音声もしくは音楽/音声の複合信号の送信を必要としている現場での取り付けにおいて理

想的な選択肢です。 

 

利用されている電話装置には多様な種類があります。電話をかけた人が‘オンホールド（保留）’にした時、受け取るオーディオの品質は、

電話をかけた人自身の電話器と同様に、電話回線、中央のスイッチ、及び現場の設備によって影響を受けます。これらの様々な要因により、

‘ミュージック・オン・ホールド（保留音）’ドライバーとして使用されてきた従来のオーディオアンプは電話をかけた人の受話器に度々不快な

音を発生させます。高周波ロールオフを通して聞く側が疲れない様にする試みは、聞き取りにくく、疲れる音を作り出す傾向にあります。 

 

ＴＸ－１Ｗは、特に電話オーディオ分配の幅広い変化にマッチする特徴を持ったスペクトル反応を特徴とします。不快な共鳴音や聞く側を疲

れさせる傾向のある歪みを生じる事無く、生き生きと歯切れの良い興味を引き起こす音を作り出します。 

 

 

仕様： 

入力：   アンバランス（標準フォノジャック経由） 

入力レベル：  ノミナル-１０ｄＢＶ 

ゲイン：   -１０ｄＢ～+２５ｄＢ（調整可能） 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚスペクトルで電話システムに適合 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．５％以下（１ｋＨｚ＠最大出力１Ｗ） 

０．２％以下（１ｋＨｚ＠+４ｄＢｕ） 

残留ノイズ：   -７５ｄＢ以下（６００Ω+４ｄＢｕ基準、もしくは１Ｗ ＲＭＳ） 

出力：   １バランス＠６００Ω（トランス入力駆動） 

１アンバランス； ラインレベル～１Ｗ（調整可能） 

電源仕様：   接地準拠 ２４Ｖｄｃ＠１５０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．６×３．０×７．６ 

 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＡＬＣ１ＡＬＣ１ＡＬＣ１ＡＬＣ１    

自動レベルコントロール   -モノラル   -ターミナルブロック 

 

 

特徴： 

・ 可変ソースを一定のレベルに 

・ オーディオの透明度を実現する分割帯域ＡＧＣ 

・ 自動調節アタック／リリースタイム 

・ シングルコントロールセットアップ付きＡＧＣ 

・ レベルコントロールレンジ：２０ｄＢ以上 

・ オーディオレベルの“シーキング”を回避するゲートコントロール 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ－ＰＡＫｓ™規格に適合 

 

用途： 

オーディオ出力レベルが様々なプロ用ソースを、一定のモノラルオーディオレベルにする必要がある用途において、ＦＰ－ＡＬＣ１は理想的

な選択肢です。電源接続はフルサイズのバリアブロック、もしくはパネルの片端に付いているＤＣパワージャックを使用して行われます。 

 

ＦＰ-ＡＬＣ１はシングルチャンネル（モノラル）モジュールで、入出力にはユーロ型ターミナルブロックが備わっています。単一のユーザー調

整により簡単に、そして能率的に設置が出来ます。ゲイン調節は、ＩＮＰＵＴ ＯＶＥＲＬＯＡＤ（入力過負荷）を示すインジケーターを点滅させな

いように、一番大きなソースに合うように出来るだけ高く設定します。それ以上の調節は一切必要ありません。サウンドシステムに送られる

様々なオーディオソースレベル、マルチＣＤチェンジャーや衛星受信機、またはページングソースは一定のレベルによる恩恵をうけます。 

 

通常のＦＰ－ＡＬＣ１用途には、電話システムからのページング出力、電話システムへ保留音を送る、サウンドシステム内のバックグラウン

ド／フォアグラウンドアンプ入力、コミュニケーション／インターコムシステム内に音声を送ることが含まれます。 

 

仕様： 

入力：   １０ｋΩバランスブリッジ（アンバランス接続可能） 

入力レベル：  +４ｄＢｕ（ノミナル） 

出力：   １５０Ωバランス（アンバランス接続可能） 

出力レベル：  +４ｄＢｕ 

自動レベルレンジ：  ‐１６～+１４ｄＢｕ 

ゲートスレッショルド：  ‐１８ｄＢｕ（２０Ｈｚ～３ｋＨｚ） 

周波数特性（ＡＧＣを除く）： ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．７５ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ（ＡＧＣを除く）：  ０．１５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

ノイズ：   ‐９０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ出力基準） 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上 

インジケーター（１）：  ＩＮＰＵＴ ＯＶＥＲＬＯＡＤ 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠８０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．６１×８．２６×１４．６１ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

ＴＸ－ＴＸ－ＴＸ－ＴＸ－ＰＡ４０ＤＰＡ４０ＤＰＡ４０ＤＰＡ４０Ｄ    

４０Ｗステレオ・オーディパワーアンプ     －８Ω、パワーサプライ付属 

 

特徴： 

・ ステレオ・オーディオパワーアンプ 

・ ２０Ｗ ＲＭＳ＠８Ω－トータル４０Ｗ 

・ １５Ｗ ＲＭＳ＠４Ω－トータル３０Ｗ 

・ レフト（Ｌ）／ライト（Ｒ）アンバランスＲＣＡジャック入力 

・ ステレオ／モノの切り替え選択が可能 

・ スタジオクオリティの精細なコンプレッサー／リミッター 

・ コンプレッサー／リミッターは、クリッピングをコントロール 

・ コンプレッサーが平均出力を最大化 

・ 入力レベルの調整によるコンプレッションが可能 

・ オーディオコンプレッションスレッショルドをＬＥＤで表示 

・ 出力は４Ωまたは８Ωスピーカーを駆動 

・ 高性能Ｃｌａｓｓ-Ｄ動作 

・ 耐熱およびショート回路保護 

・ ＴＸ－ＰＡ４０Ｄには北米向け電源コード付属、ＴＸ－ＰＡ４０ＤＥは電源コードなし 

 

 

用途： 

ＴＸ－ＰＡ４０Ｄは、高品質、高性能なユーティリティアンプとして４Ωまたは８Ωのスピーカーペアを動作することが必要とされる多くの用途

に適しています。特に、ゲインが他の装置によって制御される状況での、固定ゲイン増幅という用途に適しています。例としては、教室、会

議室、ビデオ会議で使用されるバリアブルなオーディオ出力を備えたプロジェクターが含まれています。 

 

ＴＸ－ＰＡ４０Ｄは、信頼性の高い金メッキフォノ（ＲＣＡ）ジャックによる２つのアンバランスのラインレベル入力が設けられています。前面パ

ネルのゲインコントロールトリマーにより、各チャネルの任意のゲイン設定が可能です。ゲインレンジは一般的なバランス／アンバランス

オーディオ信号レベルの範囲に対応しています。ＴＸ－ＰＡ４０Ｄの各出力は４Ωまたは８Ωのスピーカー、あるいはアンプに４Ωまたは８

Ωで接続された複数のスピーカーを動作します。出力インピーダンスは、モジュールの前面パネルにあるスイッチで選択可能です。 

 

前面パネルのスイッチではオーディオ入力をモノに合成することができます。ＳＴＥＲＥＯモードでは、ＴＸ－ＰＡ４０Ｄがレフト（Ｌ）とライト（Ｒ）

の各オーディオチャンネルを個々に増幅します。特定の設置においてスピーカー位置とステレオアンプの互換性がない場合には、ＩＮＰＵＴ 

ＭＯＤＥスイッチをＳＵＭＭＥＤ ＭＯＮＯに設定します。 

 

ＴＸ－ＰＡ４０Ｄは、従来のデジタルリミッティングを持つＣｌａｓｓ-Ｄ規格のアンプに匹敵する、忠実性の高いアナログコンプレッサー／リミッタ

ーを備えています。クリッピングを防止する為にリミッターのみを使用するか、または実質的に標準４０Ｗアンプの平均出力を超えるために

コンプレッサー／リミッターをフルに使用するかを入力ＧＡＩN 設定で決定します。コンプレッサーが出力クリッピングを防止している場合、前

面パネルの赤のＬＥＤが点滅します。通常のオーディオレベルの信号は、オーディオダイナミクスを維持し、コンプレッサーの影響を受けま

せん。コンプレッサーがアクティブになるように入力レベルを大きくすると、ＬＥＤが全点灯と弱点灯の間で点灯しています。オーディオは、

明瞭度を維持しつつ、聴覚の透明性を提供する３つのダイナミックタイムに応じて圧縮され、最大２０ｄＢまで入力オーバーロードに対しクリ

ップせずにオーディオを増幅します。ＴＸ－ＰＡ４０Ｄはコンプレッションにより、通常より高い定格出力のステレオアンプから予想される、平

均オーディオ出力レベルと明瞭度を生成することが可能です。 

 



 

 

ＴＸ－ＰＡ４０Ｄは、外部の２４Ｖｄｃ電源（付属）から電源供給された時に青のＰＯＷＥＲ ＬＥＤが点灯します。このモジュールはサーマルとシ

ョート保護回路の両方が備わっています。高効率のクラスＤ出力段は、音声や音楽において予想される、全ての音量に対し最小限の発熱し

かしません。オーディオトーンで連続フルパワー動作はアンプが破損することはありませんが、推奨されません。 

 

超小型、高品質、高効率のオーディオパワーアンプは、信頼性と卓越した多用途性を提供し、必要とされているどの様な場所にもＴＸ－ＰＡ

４０Ｄは理想的な選択肢です。ＴＸ－ＰＡ４０Ｄを個別、もしくは完全なオーディオ／ビデオシステムの一部として他のＲＤＬ®製品と組み合わ

せて使用します。 

 

 

 

仕様： 

入力（２）：   ラインレベル（ノミナル-１０ｄＢＶ アンバランス）、レフト（Ｌ）およびライト（Ｒ） 

入力インピーダンス：  １０ｋΩアンバランス 

ゲイン調整（２）：  シングルターン １（チャンネル毎） 

最小入力信号レベル：  -１８ｄＢＶ（コンプレッサーのスレッショルド交差） 

最大入力信号レベル：  +１５ｄＢＶ 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±１ｄＢ ４Ω／８Ω）＊ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下 （１ｋＨｚ、１Ｗ ４／８Ω）；１％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、８Ω）＊ 

   ＊１２Ｗ ＲＭＳ（８Ω）の出力と同等のコンプレッサースレッショルドレベルで測定  

コンプレッサー：  定格出力以下２ｄＢスレッショルド、アタックとリリースタイムは自動調節 

クロストーク：  ６０ｄＢ以上（１ｋＨｚ、コンプレッションなし） 

ノイズ：   -７５ｄＢ以下（２０Ｗ ＲＭＳ以下） 

セレクター（２）：  スライドスイッチ；出力インピーダンス４Ω/８Ω 

   インプットモード；ＳＵＭＭＥＤ ＭＯＮＯまたはＳＴＥＲＥＯ 

出力：   各チャンネル ２０Ｗ ＲＭＳ（８Ω）；トータル ４０Ｗ 

   各チャンネル １５Ｗ ＲＭＳ（４Ω）；トータル ３０Ｗ  

出力回路：   Ｃｌａｓｓ－Ｄ  

動作環境：   ０℃～最大４０℃、推奨２０℃ 

インジケーター（２）：  赤ＬＥＤ：ＴＨＲＥＳＨＯＬＤ ＬＥＤがコンプレッサーの作動時に点灯 

   青ＬＥＤ：ＰＯＷＥＲ ＯＮ 

電源仕様（付属）：  入力；１００Ｖ～２４０Ｖａｃ、５０～６０Ｈｚ、１．５Ａ；ＩＥＣ Ｃ１４ 

モジュール出力：２４Ｖｄｃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ６．１×７．６×４．０４ 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＡＬＣ２ＡＬＣ２ＡＬＣ２ＡＬＣ２    

自動レベルコントロール  -ステレオ  -ＲＣＡジャック 

 

 

特徴： 

・ 可変ソースを一定のレベルに 

・ オーディオの透明度を実現する分割帯域ＡＧＣ 

・ 自動調節アタック／リリースタイム 

・ シングルコントロールセットアップ付きＡＧＣ 

・ レベルコントロールレンジ：２０ｄＢ以上 

・ オーディオレベルの“シーキング”を回避するゲートコントロール 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ－ＰＡＫｓ™規格に適合 

 

用途： 

オーディオ出力レベルが様々な民生用ソースを、一定のステレオオーディオレベルにする必要がある用途において、ＦＰ－ＡＬＣ１は理想

的な選択肢です。電源接続はフルサイズのバリアブロック、もしくはＤＣパワージャックを使用して行われます。 

 

ＦＰ－ＡＬＣ２は２チャンネル（ステレオ）モジュールで、フォノジャックＩＮＰＵＴＳとＯＵＴＰＵＴＳを備えています。単一のユーザー調整により簡

単に、そして能率的に設置が出来ます。ゲイン調節は、ＩＮＰＵＴ ＯＶＥＲＬＯＡＤ（入力過負荷）を示すインジケーターを点滅させないように、

一番大きなソースに合うように出来るだけ高く設定します。それ以上の調節は一切必要ありません。サウンドシステムに送られる様々なオ

ーディオソースレベル、マルチＣＤチェンジャーや衛星受信機、またはページングソースは一定のレベルによる恩恵をうけます。 

 

ＦＰ－ＡＬＣ２内の自動レベルコントロール回路は、最大２５ｄＢまでの様々な入力信号に対し‐１０ｄＢＶの一定出力を保ちます。更にモジュ

ールの動作は、ロックからクラッシックに至るまで幅広いソースを聞き易い音でリスナーに届けます。ＦＰ－ＡＬＣ２の低プロファイル及びそ

のコンパクトなサイズにより、狭いスペースや、様々な位置に取り付けが可能になります。 

 

仕様： 

入力（２）：   １０ｋΩアンバランスフォノジャック 

入力レベル：  ‐１０ｄＢＶ（ノミナル） 

出力（２）：   ２００Ωアンバランスフォノジャック 

出力レベル：  ‐１０ｄＢＶ 

自動レベルレンジ：  ‐３０～０ｄＢＶ 

ゲートスレッショルド：  ‐４０ｄＢＶ（２０Ｈｚ～３ｋＨｚ） 

周波数特性（ＡＧＣを除く）： ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ（ＡＧＣを除く）：  ０．１５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

ノイズ：   ‐９０ｄＢ以下（‐１０ｄＢＶ基準） 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上 

インジケーター（１）：  ＩＮＰＵＴ ＯＶＥＲＬＯＡＤ 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠８０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）：  ３．０５×８．２６×１４．６１ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ－－－－ＰＥＱ３ＰＥＱ３ＰＥＱ３ＰＥＱ３    

３バンドパラメトリックイコライザー   －ターミナルブロック＆ＲＣＡジャック 

 

特徴： 

・ 多用途パラメトリックイコライザー 

・ 独立した調整コントロール 

・ ０．０４～１．５オクターブ間で調整可能 

・ １５Ｈｚ～２０ｋＨｚ間で調整可能 

・ ±１５ｄＢまでカット又はブーストの調整が可能 

・ オーバーラップした周波数帯 

・ 出力レベルをメーター表示 

・ スタジオクオリティ、低ノイズ性能 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ－ＰＡＫＳ規格に適合 

 

用途： 

ＦＰ－ＰＥＱ３は、パラメトリックイコライザー、あるいはアコースティックノッチフィルターが必要な用途において、理想的な選択肢です。ＦＰ

－ＰＥＱ３は、３つの全く同じ独立したフィルターを備えたシングルチャンネルモジュールです。各フィルターはＦＲＥＱＵＥＮＣＹ調整、振幅の

ＢＯＯＳＴ／ＣＵＴ、そして帯域幅（ＢＷ）パラメーターが、それぞれ備わっています。ＦＲＥＱＵＥＮＣＹには３つのオーバーラップしたスイッチ

により切り替え可能な範囲があります（１５Ｈｚ～２００Ｈｚ、１５０Ｈｚ～２ｋＨｚ、１．５ｋＨｚ～２０ｋＨｚ）。ＢＯＯＳＴ／ＣＵＴは、±１５ｄＢの範囲で、

カット／ブースト切り替えスイッチが供給され、他のパラメトリックイコライザーよりも音響調整が容易になります。フィルターのＢＯＯＳＴ／Ｃ

ＵＴを最小に設定することにより、そのフィルターを回路から完全に排除します。帯域幅（ＢＷ）は０．０４オクターブから１．５オクターブまで

の調整が可能です。 

 

仕様： 

入力（２）：   +４ｄＢｕバランス（ユーロ型ターミナルブロック）  

   ‐１０ｄＢＶアンバランス フォノジャック 

入力インピーダンス：  １０ｋΩ（バランスブリッジ）、１０ｋΩ（アンバランス） 

ゲイン：   オフ～+３ｄＢ（調整可能） 

出力（２）：   +４ｄＢｕバランス（プラグインターミナルブロック）  

   ‐１０ｄＢＶアンバランス フォノジャック 

フィルター（３）：  個々に調整可能 

周波数レンジ：  １５Ｈｚ～２００Ｈｚ、１５０Ｈｚ～２ｋＨｚ、５ｋＨｚ～２０ｋＨｚ（調整可能） 

（レンジ；スイッチにて切り替え可能） 

ＢＯＯＳＴ／ＣＵＴ振幅：  ±１５ｄＢまで調整可能 

帯域幅：   ０．０４オクターブ～１．５オクターブ（調整可能） 

周波数特性（フィルター：フラット）： １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．００５％以下 

ノイズ：   ‐９０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ基準） 

ＣＭＲＲ：   ５０ｄＢ＠１００Ｈｚ（バランス入力） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１２０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ３．６１×８．２６×１４．３８ 

 



 

 

ＲＵ－ＡＤＬ２ＲＵ－ＡＤＬ２ＲＵ－ＡＤＬ２ＲＵ－ＡＤＬ２    

プロフェッショナルオーディオディレイ  －０～１３５ｍｓ 

 

特徴： 

・ スタジオクオリティ、低ノイズのＤＳＰオーディオ·ディレイ 

・ ２つのオーディオ出力用に別々のディレイタイム 

・ ０～１３５ｍＳまでのディレイ調整が可能 

・ 大きなディレイタイム表示 

・ 完全にリモートコントロール可能なオーディオディレイ 

・ フロントパネル調整を無効にする設定 

・ ＸＬＲ及びターミナルブロックのオーディオ接続 

・ ＲＤＬ®独自のＳＵＲＥ－ＬＯＫ™スーパービジョン 

 

用途：  

ＲＵ－ＡＤＬ２は、アナログオーディオソースのためのＤＳＰベースのデュアル出力ディレイです。これは、プロオーディオ環境で最も重要な

用途で卓越したオーディオ性能を提供します。ＲＵ－ＡＤＬ２は、１つのモノラルオーディオ入力を受け、２つの別々のモノラル出力を提供し

ます。各出力のディレイタイムは、０から 1３５ｍＳの間で個別に調整可能です。前面パネルにある大きくて明るい３桁のＬＥＤ数字表示には、

２つの出力それぞれに設定されたディレイタイムを表示します。ロック式プッシュボタンで、表示および調整された出力を選択します。時間

調整は、前面パネルに耐久性のあるキーボードスタイルのプッシュボタンを使用して１ｍｓ単位で行います。ボタンを押したままにすると、

まず時間がゆっくりランプし、次に素早く上昇することで、ディレイタイムの簡易な調整と微調整を可能にします。ロック式プッシュボタンは、

ユーザーにより完全にバイパスし、保存されているディレイ値を失うことなくＤＳＰディレイタイムセクションに戻ることを可能にします。ディ

レイタイム値は、不揮発性メモリに保存されているため、いつ電力が途切れてもＲＵ－ＡＤＬ２が正しい設定に戻るようになっています。 

 

背面パネル端子により、前面パネルのタイム調整ボタンの動作を無効にするＬＯＣＫＯＵＴ端子を含む、ＲＵ－ＡＤＬ２の完全リモートコントロ

ールが行えます。オーディオ接続は全てＸＬＲコネクタ、または背面パネルに設けられたフルサイズのバリアブロック端子を通ります。ＩＮＰ

ＵＴ ＧＡＩＮは調整可能で、前面パネルに基準ＶＵバリスティックスに従うデュアルＬＥＤレベルメーターを搭載しています。 緑ＬＥＤは+４ｄＢ

ｕの下-１５ｄＢで点灯し、オーディオレベルの上昇に従い、徐々に明るくなっていきます。オーディオレベルが+４ｄＢｕを超えると隣接の赤Ｌ

ＥＤが点灯します。出力レベルはノミナルユニティゲインに固定されています。ＲＵ－ＡＤＬ２は、バリアブロック端子または背面パネルの電

源ジャックを通して接続された接地準拠２４Ｖｄｃ電源で動作します。ＲＵ－ＡＤＬ２は、単独のディレイとして、または、そのインプットに追加

ディレイ出力を供給するために、複数のＲＵ－ＡＤＬ２モジュールと並列で接続することが出来ます。 

 

仕様： 

入力：   ノミナル+４ｄＢｕ、 ４０ｋΩバランス 

最大ライン入力レベル：  +２６ｄＢｕ 

ゲイン調整：   オフ～１６ｄＢゲイン 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ (±０．５ｄＢ) 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下 

残留ノイズ：   -８０ｄＢ以下 (+４ｄＢｕ出力基準) 

出力（２）：   ノミナル+４ｄＢｕ 、１５０Ωバランス  

ヘッドルーム：  １８ｄＢ(+４ｄＢｕ出力基準) 

インジケーター （６）：  デュアルＬＥＤ入力ＶＵ；ＰＷＲ；ＬＯＣＫＯＵＴ 

ディスプレイ：  ３桁表示, 高さ：１ｃｍ、１ｍｓ単位で０～１３５ｍＳ 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２７５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．３×１５．０×１３．４ 



 

 

ＲＵ－ＥＱ２ＲＵ－ＥＱ２ＲＵ－ＥＱ２ＲＵ－ＥＱ２    

ノブ付き２バンドイコライザー    －ターミナルブロック 

 

特徴： 

・ ２バンドオーディオイコライザー 

・ カスタム仕様のオーディオ帯域幅 

・ ユーザーにも容易に調整可能 

・ 高密度ラック取り付けの利便性 

・ 低ノイズ、低歪みイコライザー 

 

用途： 

ＲＵ－ＥＱ２は必要に応じてアンバランスに接続も可能な、バランスブリッジ入力の機能を備えています。出力ドライバーは１５０Ωバランス

で、１５０Ωもしくはそれ以上高いインピーダンスのアンバランス／バランスラインを動作するようになっています。前面パネルノブは個別

のオーディオバンドをそれぞれコントロールするアクティブイコライゼーションが提供されています。これらの帯域は、システムの幅広い分

野で、効果的に動作するモジュールを生み出すものとして厳選されたものです。各バンドの中心周波数は少なくとも１２ｄＢの範囲でブース

ト又は減衰させる事が出来ます。ＲＵ－ＥＱ２には２つの前面パネルノブが付いています。低／高域イコライザーのＱは、それらのコントロ

ールが機能的に全低音域または高音域のコントロールとして考慮されるように選択されています。 

 

ＲＵ－ＥＱシリーズでの独特機能はＬＥＤ表示ＯＶＥＲＬＯＡＤです。オーディオ信号がイコライズされると、ブーストしたレベルが出力回路に

対してクリップを引き起こします。入力クリッピングだけを示す他の製品とは違い、ＲＵ－ＥＱ２のＯＶＥＲＬＯＡＤインジケーターは、入出力の

いずれかの段階でクリップするとフラッシュします。 

 

仕様： 

入力：   １００ｋΩバランス／アンバランスブリッジ；ラインレベル 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０３０％以下；０．０１０％標準（１ｋＨｚ、+４ｄＢｕ規準；フラット特性） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（１００Ｈｚ） 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２２ｋＨｚ（ＥＱフラット設定；±０．５ｄＢ ６００Ω） 

   １０Ｈｚ～２２ｋＨｚ（ＥＱセット設定；±０．５ｄＢ １０ｋΩブリッジ負荷） 

ノイズ：   ‐８０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ規準） 

中心周波数：   

  低域：  ８０Ｈｚ 

 高域：  ３０ｋＨｚ 

帯域幅： 

 低域：  ２０Ｈｚ～３００Ｈｚ 

 高域：  ３ｋＨｚ～３０ｋＨｚ 

電源仕様：   接地準拠 、２４～３３Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．３×１５．０×７．７ 

 



 

 

ＲＵ－ＥＱ３ＲＵ－ＥＱ３ＲＵ－ＥＱ３ＲＵ－ＥＱ３    

ノブ付き３バンドイコライザー     －ターミナルブロック 

 

 

特徴： 

・ ３バンドオーディオイコライザー 

・ カスタム仕様のオーディオ帯域幅 

・ ユーザーにも容易に調整可能 

・ 高密度ラック取り付けの利便性 

・ 低ノイズ、低歪みイコライザー 

 

用途： 

ＲＵ－ＥＱ３は必要に応じてアンバランスに接続も可能な、バランスブリッジ入力の機能を備えています。出力ドライバーは１５０Ωバランス

で、１５０Ωもしくはそれ以上高いインピーダンスのアンバランス／バランスラインを動作するようになっています。前面パネルノブは個別

のオーディオバンドで各々のコントロールを行なうアクティブイコライゼーションが提供されています。これらの帯域は、システムの幅広い

分野で、効果的に動作するモジュールを生み出すものとして厳選されたものです。各バンドの中心周波数は少なくとも１２ｄＢの範囲でブー

スト又は減衰させる事が出来ます。低／高域イコライザーのＱは、それらのコントロールが機能的に全低音域または高音域のコントロール

として考慮されるように選択されています。 

 

ＲＵ－ＥＱ３には３つ目のコントロールが追加されています。この中域コントロールは、広帯域の音楽アプリケーション用にスムーズなオペ

レーションができるようカスタム仕様のオーバーラップ機能が付いていて、音声帯域調整も最適に行えます。ＲＵ－ＥＱ３のＯＶＥＲＬＯＡＤイ

ンジケーターは、入出力のいずれかの段階でクリップすると点滅します。 

 

仕様： 

入力：   １００ｋΩバランス／アンバランスブリッジ；ラインレベル 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０３０％以下；０．０１０％標準（１ｋＨｚ、+４ｄＢｕ規準；フラット特性） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（１００Ｈｚ） 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２２ｋＨｚ（ＥＱフラット設定；±０．５ｄＢ ６００Ω） 

   １０Ｈｚ～２２ｋＨｚ（ＥＱセット設定；±０．５ｄＢ １０ｋΩ） 

ノイズ：   ‐８０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ規） 

中心周波数：   

 低域：  ８０Ｈｚ 

   中域：         １ｋＨｚ 

     高域：  ３０ｋＨｚ 

帯域幅： 

     低域：  ２０Ｈｚ～３００Ｈｚ 

   中域：  ２００Ｈｚ～７ｋＨｚ 

     高域：  ３ｋＨｚ～３０ｋＨｚ 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ／２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．３×１５．０×７．７ 

 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＣＬ２ＣＬ２ＣＬ２ＣＬ２    

コンプレッサ／リミッター    －ラインレベル 

 

特徴： 

・ ポジティブ・オーディオレベル・プロテクション 

・ スムーズな不可聴ゲインリダクション 

・ タイトなオーディオピークコントロール 

・ 超低ノイズコンプレッサー 

・ 多段式にゲインリダクションを増加 

・ 完全自動操作 

・ 最小設定で優れた性能 

・ ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成 

   

用途： 

ＳＴ－ＣＬ２は、平均出力レベルを一定に保ち、幅広い入力レベルにわたって効果的なピークコントロールを維持するようにデザインされた

高性能コンプレッサー／リミッターです。入出力はラインレベルでそれぞれバランスまたはアンバランスで配線することが出来ます。トリマ

ーは、一般的なプロ用／民生用オーディオ入出力レベルの調整を行います。内蔵ディテクターは３つのタイミング回路に供給されます。ス

レッショルドレベルと各タイミンング回路のスロープは様々な振幅やエネルギーレベルの信号に連続して応答するために増加します。ＳＴ

－ＣＬ２はプログラム素材に対し自動的に調整するソフトニーコンプレッションスレッショルドと圧縮比を備えています。２つのＬＥＤインジケ

ーターは、圧縮の増加範囲を表示し、入力レベルの設定を迅速且つ容易に行います。２つのモジュール間の連結端子を接続することによ

ってステレオ操作のために２つのＳＴ－ＣＬ２を紐付けることもできます。 

 

仕様： 

入力：   １０ｋΩバランス（アンバランス接続可能） 

入力信号レンジ：  -１０ｄＢｕ～+４ｄＢｕ、 調整可能（６ｄＢゲインリダクション用） ；最大+２２ｄＢｕ 

出力：   １５０Ωバランス（アンバランス接続可能) 

出力信号レンジ：  OFF～+８ｄＢｕ、調整可能 

周波数特性：  全ての圧縮範囲で１０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２ｄＢ） 

+４ｄＢｕ出力未満のノイズ： -７８ｄＢ以下（ウェイトなし；+４ｄＢｕ入出力） 

ＴＨＤ：   ０．０５％以下（１ｋＨｚ コンプレッションスレッショルド以下） 

０．１％以下（３ｄＢゲインリダクション １ｋＨｚ） 

０．１５％以下（６ｄＢゲインリダクション １ｋＨｚ） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上(５０～１００Ｈｚ) 

アタックタイム：  コンプレッサー平均：５００ｍｓ （+４ｄＢｕ入力） 

ファストコンプレッション：１０ｍｓ以下（+２０ｄＢｕ入力） 

ピークリミッティング：即時 

リリースタイム：  最大５００ｍｓまで自動調整 

圧縮比：   １．５：１～１０：１までで自動調整 

ピークリミッター：  ＩＮＦ：１ 

相互接続：   ステレオＣＯＵＰＬＥ相互接続装備 

インジケーター（２）：  ＬＥＤ黄：ＮＯＲＭＡＬコンプレッション 

   ＬＥＤ赤：ＨＥＡＶＹコンプレッション 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ、ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™；  周辺動作環境：０℃～５５℃ 



 

 

 

 

特徴： 

・ 自動ゲインコントロール 

・ ワイドダイナミックレンジ AGC 

・ ゆっくりとした（自然な）不可聴ゲインリダクション 

・ タイトなダイナミックコントロール 

・ ポジティブゲイン、ファーストゲインのリダクション 

・ 低ノイズ、低歪みＡＧＣ 

・ ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成 

 

用途： 

ＳＴ－ＧＣＡ３は入力レベルの変更やローレベルの持ち上げ、ハイレベルに対するゲインリダクションを常に調整します。オーディオレベル

は正確な出力を維持するよう、常に調整されます。ＡＧＣ調整レートは切り替え選択が可能です。オーディオレベルを一定化させ一貫性を持

たせることによって、あらゆるタイプのオーディオシステムの性能を改善することができます。音楽ソースのレベル調整にはＳＴ－ＧＣＡ３

のＳＬＯＷモードが適しています。音が大きく割れやすい傾向のあるシステムや、常に素早く修正する必要のある一貫性のないレベルを扱

う時にはＳＴ-ＧＣＡ３のＦＡＳＴ設定が適しています。明瞭度が必須なページングシステムやインターカムシステム、マイクミキシング用途に

はＳＴ－ＧＣＡ３のＦＡＳＴモードが最適な性能へのキーとなります。 

 

仕様：    

入力：   ノミナル+４ｄＢu バランス 

   -４５ｄＢｕ～+２０ｄＢｕ（定格出力） 

最大入力レベル：  +２６ｄＢｕ 

出力（２）：   +４ｄＢｕ  １５０Ω バランス ＬＩＮE（ノミナル+０／-３ｄＢ） 

   -４５ｄＢｕ １５０Ω バランス ＭＩＣ 

ＡＧＣ範囲：   ４０ｄＢ以上 （３ｄＢ以内に維持された出力） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．７５ｄＢ） 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下（入力信号無し、出力 Ｕｎｍｕｔｅ）  

   -８０ｄＢ以下（入力信号無し、出力Ｍｕｔｅ） 

-５０ｄＢ以下（入力信号プレゼント、出力Ｍｕｔｅ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．３％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ； ０．０５％＠１ｋＨｚ標準） 

ミュートスレッショルド：  -４６ｄＢ（最大入力基準）、-２８ｄＢ（通常入力基準） 

ミュートレスポンス：  １５0 秒（５０ｄＢに対し） 

ＳＬＯＷのＡＧＣ特性：  ８秒（２０ｄＢ平均レベルの調整） 

ＦＡＳＴのＡＧＣ特性：  ３秒（２０ｄＢ平均レベルの調整） 

ディレイ：   ５０ｍｓ（ミュート状態から完全ＯＮ状態にランプする時の所要時間）  

インジケーター（２）：  緑ＬＥＤ：様々な明度でオーディオの伸長を表示 

黄ＬＥＤ：様々な明度でオーディオゲインの減衰を表示 

注意：通常入力レベルではどちらのＬＥＤ表示も明度は同じ（伸長とゲインの減衰が等しく有効） 

電源仕様：   接地準拠またはフローティング ２４Ｖｄｃ＠４０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＧＣＡＧＣＡＧＣＡＧＣＡ３３３３    

ゲインコントロールアンプ   －ラインレベル 

 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＧＬＡ１ＧＬＡ１ＧＬＡ１ＧＬＡ１    

ゲートラインアンプ   －ノイズゲート 

 

特徴： 

・ ゲートラインレベルプリアンプ 

・ 不必要なノイズを抑制するためのセルフゲート 

・ 迅速かつ静音仕様のオーディオ切り替え 

・ 一体型のシングルエンドノイズリダクション 

・ ゲイン、及びスレッショルドが調整可能 

・ バランス／アンバランス入出力 

・ オープンコレクターロジック出力 

 

用途： 

ＳＴ－ＧＬＡ１は、ノイズリダクションを一体化したラインレベル信号を、自動的に切り替えて提供する必要がある様々な状況において利用で

きるよう、設計されたセルフゲートラインアンプです。このモジュールは、自動ミキシングシステムを構築するために他のＲＤＬ®モジュール

と組み合わせて使用したり、ノイズゲートとして単独で使用することが出来ます。オープンコレクタースレーブ出力は他の装置やＲＤＬ®モジ

ュールを動作させるために使用できます。ＳＴ－ＧＬＡ１の幅広い用途は、完全自動ミキシングシステムの設計から、蓄積もしくは誘導され

たシステムノイズの増幅を抑えるといった従来のミキサーやアンプ入力への補足的自動ゲートとしてなど広い範囲に及びます。 

 

入出力の配線はバランスもしくはアンバランスです。調整用に２つのＬＥＤが付いています。 

 

仕様：    

入力：   １０ｋΩバランス／アンバランスブリッジ 

入力レベル：  -１５ｄＢＶ～+４ｄＢｕ 

ON ゲイン：   定格入力信号レンジに+４ｄＢｕ出力を生成するように調整可能 

ヘッドルーム：  １６ｄＢ以上（+４ｄＢｕ以上） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．２％以下 

周波数特性：  １０Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

残留ノイズ：   -９５ｄＢ以下（+４ｄＢｕ以下；Ｍｕｔｅ） 

出力：   １５０Ω（+４ｄＢｕバランス、-１０ｄＢＶアンバランス） 

切り替え時間：  ３０ｍｓ 

オフディレイ：  ノミナル２秒（外部コンデンサーを使用して伸長可能） 

コントロール出力：  オープンコレクター＠５０ｍＡ 

ミュート減衰：  ６０ｄＢ以上（入力信号レベル基準） 

ミュートスレッシュルド：  -１６ｄＢ～-３５ｄＢ（調整可能、+４ｄＢｕ基準） 

ディテクター帯域幅：  ２０Ｈｚ～５ｋＨｚ 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＧＳＰ１ＧＳＰ１ＧＳＰ１ＧＳＰ１    

ゲート・スピーチプリアンプ    －マイク   －ライン 

 

特徴： 

・ ゲートで制御されたマイク－ラインプリアンプ 

・ 音声で作動するゲート 

・ 迅速かつ静音仕様のオーディオ切り替え 

・ 一体型のシングルエンドノイズリダクション 

・ ゲイン、及びスレッショルドが調整可能 

・ バランス／アンバランス入出力 

・ ファンタム電源供給機能 

・ オープンコレクターロジック出力 

 

用途： 

ＳＴ－ＧＳＰ１は、自動切り替えラインレベル信号をマイクから作り出すことが要求される、様々な状況下で使用する為にデザインされたゲ

ート・スピーチプリアンプです。このモジュールは、自動ミキシングシステムを構築する為に他のＲＤＬ®モジュールと組み合わせて使用し

たり音声操作モジュールとして単独に使用する事が出来ます。オープンコレクタースレーブ出力は他の装置やＲＤＬ®のモジュールをトリガ

ーするのに使用できます。ＳＴ－ＧＳＰ１の幅広い用途は、完全自動ミキシングシステムの設計から、従来のミキサーやアンプの入力への

補足自動マイクゲート用にまで範囲が及びます。 

マイク入力はバランスもしくはアンバランス動作用に配線できます。ファンタム電圧の端末はコンデンサーマイクを使用する為に提供され

ています。ファンタム入力は４８ＶｄｃまでのＤＣ電圧を受け入れ、内部でフィルターされています。マイク入力ゲイン調整には、低出力ダイナ

ミックマイクから高出力コンデンサーまでの幅広いマイクを受け入れるのに十分な容量があります。 

 

仕様： 

入力インピーダンス：  １５０～６００Ωバランス、５ｋΩアンバランス 

切り替え時間：  １０ｍｓ 

オフディレイ：  ノミナル２秒（外部コンデンサーを使用して伸長可能） 

コントロール出力：  オープンコレクター／５０ｍＡ 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上（+４ｄＢｕ基準） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０３０％以下（１ｋＨｚ） 

ＣＭＲＲ：   ４５ｄＢ以上 

周波数特性：  １５Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ １０ｋΩブリッジ入力） 

残留ノイズ：   -８０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ以下、ウェイトなし； プリアンプＭｕｔｅ） 

ON ゲイン：   ４５～６５ｄＢ（調整可能） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ－－－－ＯＳＣ４ＡＯＳＣ４ＡＯＳＣ４ＡＯＳＣ４Ａ    

シーケンス型オシレーター    －周波数×４ 

 

特徴： 

・ 自動基準トーン 

・ オーディオシステムの特性照合 

・ オーディオトーンが手動で選択可能 

・ ラインレベルオーディオ出力 

・ バランス／アンバランス出力 

・ 各周波数用のゲイントリム 

 

用途： 

手動及び、（または）自動オーディオ基準トーンのどちらかが必要とされる多くの設備において、ＲＵ－ＯＳＣ４Ａは理想的な選択肢です。出

力接続は、フルサイズでわかりやすいバリアブロック端子を通って、背面パネル上で行うことができます。 

 

ＲＵ－ＯＳＣ４Ａは、１００Ｈｚ、１ｋＨｚ、７．５ｋＨｚ、そして１５ｋＨｚで動作する、４つの独立したオーディオオシレータを備えています。これらの

周波数は、一台の機器、もしくはオーディオチェーン全体を通して敏速にしかも自動的にオーディオ周波数特性の照合をします。１５ｋＨｚト

ーンと１００Ｈｚトーン間の“サイレント期間”がシステムのノイズレベルを照合する時間を提供します。 

 

仕様： 

周波数：   １００Ｈｚ、１ｋＨｚ、７．５ｋＨｚ、１５ｋＨｚ 

出力レベル：  各周波数でそれぞれ‘ＯＦＦ’～+８ｄＢｕまで調整可能 

THD+N：   １％以下（１ｋＨｚ～１５ｋＨｚ）；３％以下（１００Ｈｚ） 

残留ノイズ：   -７５ｄＢ以下（+４ｄＢｕ“サイレント期間”中に照合） 

インジケーター：  前面パネルＬＥＤ（選択されたチャンネルを表示）； 

ＨＯＬＤ ＬＥＤ（一時停止中のシーケンスを表示） 

レートコントロール：  前面パネルで調整可能なシーケンスレート： ３秒～３０秒 

出力：   １バランス＠１５０Ω（ハイ／ローインピーダンス 

バランス／アンバランス ラインを駆動） 

電源仕様：   接地準拠 ２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

周辺動作環境：  １０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．３×１５．０×７．７ 

 

 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＥＱ３ＥＱ３ＥＱ３ＥＱ３    

３バンドイコライザー   －ラインレベル 

 

特徴： 

・ ３バンドオーディオイコライゼーション 

・ カスタム仕様のオーディオ帯域幅 

・ 音声帯域オーディオをパスする調整 

・ 音楽への‘スマイルカーブ’を作り出す 

・ 低ノイズ、低歪みイコライゼーション 

 

用途： 

ＳＴ－ＥＱ３はバランスブリッジ入力の機能を備えています。必要に応じてアンバランス接続ができます。出力ドライバーは１５０Ωバランス

で、１５０Ωもしくはそれ以上のインピーダンスのバランス／アンバランスラインを動作させます。イコライゼーションはそれぞれが個別の

オーディオ帯域をコントロールする３つのアクティブ回路により完成します。これらの帯域は幅広い各種のシステムに効果的に作用するモ

ジュールを作り出すよう、慎重に選ばれたものです。ＳＴ－ＥＱ３のセットアップは、過度のプリＥＱ又はポストＥＱレベルを示すピークオー

バーロードＬＥＤによりアシストされます。 

 

仕様： 

入力：   １００ｋΩバランス／アンバランスブリッジ；ラインレベル 

ゲイン：   ＯＦＦ～ユニティ（調整可能（±ＥＱ調整） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０３０％以下；０．０１０％標準（１ｋＨｚフラット特性） 

ＣＭＲＲ：   ６０ｄＢ以上（１００Ｈｚ） 

周波数特性： 

   ６００Ω：   ２０Ｈｚ～２２ｋＨｚ（ＥＱはフラット設定；±０．５ｄＢ） 

   ブリッジ負荷まで：  １０Ｈｚ～２２ｋＨｚ（ＥＱはフラット設定；±０．５ｄＢ） 

ノイズ：   －８０ｄＢ以下（+４ｄＢｕ規準） 

中心周波数：  低帯域：８０Ｈｚ 

   中帯域：１ｋＨｚ 

   高帯域：３０ｋＨｚ 

３ｄＢ ＥＱでの帯域幅：  低帯域：２０Ｈｚ～３００Ｈｚ 

   中帯域：２００Ｈｚ～７ｋＨｚ 

   高帯域：３ｋＨｚ～３０ｋＨｚ 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＬＥＱ１ＬＥＱ１ＬＥＱ１ＬＥＱ１    

ラウドネス・イコライザー    －ＶＣＡコントロール併用 

 

特徴： 

・ ボリュームに従うラウドネス曲線 

・ ローレベルで改善された聴感上のフラットネス 

・ 設置者によりラウドネスイコライゼーションが調整可能 

・ ＲＤＬ®ＶＣＡリモートと使用した際の自動ラウドネスイコライゼーション 

 

用途： 

ＳＴ－ＬＥＱ１には２つのラインレベルオーディオ入力と、１つのシングルラインレベルオーディオ出力を備えています。イコライズされたオ

ーディオ信号はＥＱ ＩＮＰＵＴに接続されます。プロセスされていないソースを出力信号とミックスすることが必要となる場合は、この第２ソ

ースはＤＩＲＥＣＴ ＩＮ入力に接続されます。ラウドネスイコライゼーションはＣＯＮＴＲＯＬ電圧が変化するとＥＱ ＩＮＰＵＴの入力信号に適用さ

れます。 

 

ＳＴ－ＬＥＱ１は０～１０Ｖｄｃコントロール機能を持った装置と一緒に操作できます。特に、レベルコントロール用に０～１０Ｖｄｃを使用したＲＤ

Ｌの他の装置と一緒に使用するように設計されています。ＳＴ－ＬＥＱ１はどのＲＤＬのＶＣＡモジュールとも使用できる為、全てのＲＤＬリモ

ートレベルコントロールは、ＳＴ－ＬＥＱ１ラウドネスイコライゼーションと使用するのに適しています。 

 

ラインレベルオーディオソースは、最初にＲＤＬ®ＶＣＡ製品を経由し、次にＳＴ－ＬＥＱ１を経由して通信されます。ＳＴ－ＬＥＱ１のオーディオ

出力はシステムアンプ又は他の装置に送られます。ＳＴ－ＬＥＱ１へのＣＯＮＴＲＯＬ端子は、ＲＤＬ®ＶＣＡの０～１０Ｖｄｃ端子に並列に配線さ

れます。ＶＣＡ／ＳＴ－ＬＥＱ１の組み合わせに関連したリモートボリュームコントロールが通常の低リスニングレベルに調整され、その後Ｓ

Ｔ－ＬＥＱ１上のマルチターン式トリミング・ポテンショメーターで設置者が必要とするラウドネスイコライゼーションに設定します。リモートコ

ントロールによってリスニングレベルが大きくなるにつれ、ラウドネスイコライゼーションはオーディオが通常の高めのレベルでフラットにな

るまで、徐々に減少して行きます。 

 

仕様： 

入力（２）：   ラインレベル（ノミナル+４ｄＢｕ） 

入力インピーダンス：  ３０ｋΩ以上（バランス／アンバランス） 

ゲイン：   ノミナル ユニティ（６００Ω） 

出力インピーダンス：  １５０Ω（バランス／アンバランス） 

ヘッドルーム：  １６ｄＢ以上（+４ｄＢｕ基準） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下（フラット特性） 

ＣＭＲＲ：   ５０ｄＢ以上（どちらかの入力、５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

ノイズ：   -９０ｄＢ以下+４ｄＢｕ基準（フラット特性） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±１ｄＢ） 

コントロール入力：  ０～１０Ｖｄｃ 

イコライゼーション：  フラット～最大-１５ｄＢ（１ｋＨｚ） 

   （ロー／ハイ周波数の有効なブースト） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

 

特徴： 

・ １２の独立したオーディオ入力の選択が可能 

・ インターロック・ソースの選択または複数ソースのミキシングの動作ＭＯＤＥを選択可能 

・ 各ボタン上部のＬＥＤが選択されたソースを表示 

・ 各入力用にボタン上部にＶＵバリスティックＬＥＤ付 

・ 調整済みの前面パネルメーターディスプレイ 

・ 前面パネルスピーカー、及びヘッドフォンジャック 

・ ヘッドフォンとスピーカー出力レベル用前面パネルのＶＣＡコントロール 

・ ４．５Ｗ ＲＭＳパワーアンプ及びスピーカーを内蔵 

・ ユーロ型ターミナルブロックでオーディオを入出力 

 

用途： 

ＲＭ－ＭＰ１２の各入力は、民生用アンバランス、プロ用バランス、８Ωのスピーカライン、あるいは定電圧スピーカラインに対し個別にキャ

リブレーションできます。前面パネルには、各入力のオーディオの入力を表示するためのＬＥＤがあります。ＲＭ－ＭＰ１２がインターロッ

ク・オペレーション・モード（連動動作）に設定されている場合は、１２の入力のいずれかを較正されたメーター、前面パネルスピーカー（また

は接続されている場合は外部スピーカー）及びヘッドフォンジャックへと送るために前面パネルのプッシュボタンで選択します。ミキシング・

モードでは、ボタンは複数のソースをミックスするために使用されます。前面パネルのボリューム・ノブは、前面パネルのヘッドフォンジャッ

ク、前面パネルスピーカー、外部スピーカー出力と背面パネルの可変ラインレベル（+４ｄＢｕ）出力の音声レベルを制御します。固定レベル

の独立したライン出力が設けられています。 

 

仕様： 

入力（１２）：   +４ｄＢｕ、２５Ｖ、７０．７Ｖ、１００Ｖ（背面パネルのスイッチで設定） 

入力レベル：  -１１ｄＢｕ～＋９ｄＢｕ（+４ｄＢｕ入力）２５Ｖ、７０．７Ｖ、１００Ｖ（ゲイントリム絞り切り） 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上（上記の調整された入力レベル基準） 

ゲイン：  ０ｄＢ～２０ｄＢ（スピーカーレベル用に調整可能、２５ターン式トリムポテンショメータ） 

-５ｄＢ～１５ｄＢ（+４ｄＢｕ入力） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０１０％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

相互変調歪み：  ０．０２５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

チャンネル間クロストーク： -８０ｄＢ以下（１０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

残留ノイズ：   -８０ｄＢ以下（チャンネルＯＮ；+４ｄＢｕ基準） 

オフ減衰：   ８０ｄＢ以上（１０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

チャンネルインジケーター： 選択ボタン上の赤ＬＥＤ：アクティブチャンネルを表示 

   各入力用ＬＥＤ：オーディオレベルを表示 （最小明度：-１５ｄＢ／最大明度：０ｄＢ） 

ＣＭＲＲ：   ７５ｄＢ以上（５０～１２０Ｈｚ） 

出力（４）：  １５０Ω、+４ｄＢｕ固定レベル（バランス／アンバランス：プラグインタ―ミナルブロックを経由） 

１５０Ω、+４ｄＢｕ可変レベル（バランス、前面パネルのボリュームノブにて制御） 

４．５Ｗ ＲＭＳ外部スピーカー接続（外部スピーカー使用時、内部スピーカー切断） 

１００ｍＷ １／４インチ・ステレオヘッドフォンジャック 

電源仕様：   接地準拠 ２４Ｖｄｃ＠７００ｍＡ 

取り付け寸法：  標準１９インチラックマウント；１ラックユニット（ＲＵ）    寸法（高さ×奥行ｃｍ）： ４．４×１３．６ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

ＲＭＲＭＲＭＲＭ－－－－ＭＰ１２ＭＰ１２ＭＰ１２ＭＰ１２ＡＡＡＡ    

オーディオ・モニターパネル    －１２ライン及びスピーカー入力 

 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＮＧ１ＮＧ１ＮＧ１ＮＧ１    

ホワイト／ピンクノイズジェネレーター 

 

特徴： 

・ ランダムノイズソース 

・ マスキングノイズソース 

・ ピンクノイズ 

・ ホワイトノイズ 

・ マイク及び（または）ラインレベルノイズ信号 

 

用途： 

ＳＴ－ＮＧ１はランダムホワイトノイズ、もしくはランダムピンクノイズが必要な場面での理想的な選択肢です。オーディオ測定用の基準のノ

イズソースとしてや、製作されたサウンドや情報対応の用途におけるマスキングノイズソースとしても最適です。 

 

ＳＴ－ＮＧ１の増幅リミッティング回路は、最小２０ｄＢのランダムな変化を維持しながら、最大ピークの逸脱をコントロールします。ＳＴ－ＮＧ

１内のノイズ発生回路は２０Ｈｚ～２０ｋＨｚの全帯域幅を占有する本当のランダムアナログノイズです。これによりＳＴ－ＮＧ１は、確実なラン

ダムノイズが必要とされるマスキング環境下において理想的なものとなるのです。インテリジェンス機器によって解読し、削除できる典型的

なデジタル式擬似ランダムノイズジェネレーターとは違い、ＳＴ－ＮＧ１は反復周波数や増幅パターンを作り出しません。 

 

ホワイトノイズ信号、もしくはピンクノイズ信号が必要とされる場合には、ＳＴ－ＮＧ１は理想的な選択肢です。ＳＴ－ＮＧ１を単独で使用する

か、もしくは完全なオーディオ／ビデオシステムの一部として、他のＲＤＬ®製品と組み合わせて使用して下さい。 

 

仕様： 

出力（各ソース）：  バランス／ラインレベル（+４ｄＢｕ） 

   バランス／マイクレベル（-４５ｄＢｕ） 

出力レベル：  ＯＦＦ～+８ｄＢｕ（ラインレベル出力は調整可能） 

   ＯＦＦ～-４０ｄＢｕ（マイクレベル出力） 

スペクトラル分配：  ホワイト及びピンク 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

 

 

特徴： 

・ 正確な正弦波オーディオ信号 

・ 増幅安定化オシレータ 

・ ２つのトーンオシレータ 

・ 正確なユーザー調整可能レベル 

・ オシレータ出力は独立２系統装備 

・ ＳＴ－ＯＳＣ２Ａ、１ｋＨｚ及び１０ｋＨｚ 

・ ＳＴ－ＯＳＣ２Ｂ、１００Ｈｚ及び４００Ｈｚ 

 

用途： 

ＳＴ－ＯＳＣ２各製品は、デュアルオーディオオシレータです。これらの製品は迅速かつ便利な設置及び、様々なオーディオ用途において

信頼性のある動作に合わせ設計されています。 

 

・ ローインピーダンス出力はほぼすべてのオーディオラインを駆動します。 

・ 出力はバランス／アンバランスいずれかを接続できます。 

・ マルチターン式レベル調整によって正確な出力設定が可能です。 

・ 各オシレータ用に個別の出力レベルコントロールが付いています 

・ 安定した出力レベルのための一体型ＡＧＣ回路 

・ ステレオラインを駆動する為に各オシレータには２つの個別の出力が付いています 

ＳＴ－ＯＳＣ２各製品は、ＲＤＬ®ＳｕｐｐｌｙＦｌｅｘ™電源入力構成を備えています。モジュールは、フローティング２４ＶｄｃまたはバイポーラーＤＣ

電源から直接動作します。ジャンパーがＰＯＷＥＲＰＯＷＥＲＰＯＷＥＲＰＯＷＥＲ端子の-（マイナス）と他のモジュールのグラウンドの間で接続された場合、モジュールの

電源は接地準拠となります。 

 

仕様： 

オーディオ出力：  ２；オシレータ毎、バランス／アンバランス 

出力インピーダンス：  ２００Ω（ハイ／ローインピーダンスラインを駆動） 

ノミナル周波数  ＳＴ－ＯＳＣ２Ａ： １ｋＨｚ及び１０ｋＨｚ 

ＳＴ－ＯＳＣ２Ｂ： １００Ｈｚ及び４００Ｈｚ 

ＴＨＤ+Ｎ         ＳＴ－ＯＳＣ２Ａ： ０．５％ 

ＳＴ－ＯＳＣ２Ｂ： ３％以下 

出力レベル：  ＯＦＦ～+１０ｄＢｕ（６００Ω負荷）調整可能   内部のＡＧＣ回路によりレベルは維持されます 

電源仕様：   接地準拠またはフローティング、 ２４Ｖｄｃ＠８０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９    周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＯＳＣ２ＡＯＳＣ２ＡＯＳＣ２ＡＯＳＣ２Ａ    

オーディオオシレーター    －１ｋＨｚ／１０ｋＨｚ 

 

ＳＴ－ＯＳＣ２ＢＳＴ－ＯＳＣ２ＢＳＴ－ＯＳＣ２ＢＳＴ－ＯＳＣ２Ｂ    

オーディオオシレーター     －１００Ｈｚ／４００Ｈｚ 

 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ－－－－ＳＰ１ＳＰ１ＳＰ１ＳＰ１    

２W スピーカー   －１／３ラックマウント 

 

特徴： 

・ コンパクトなオーディオモニタリング 

・ 高密度ラックマウント可能 

・ 様々なＲＤＬ®オプションを使用した取り付け可能 

・ 低パワーで高明瞭度 

・ 超コンパクトサイズ 

・ ＲＤＬ®ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズの利便性 

 

用途： 

オーディオ信号が、最大２Ｗ ＲＭＳまでの増幅信号を使用してモニターする必要がある多くの場面で、ＲＵ－ＳＰ１は理想的な選択肢です。

ＲＵ－ＳＰ１は、スピーカーの動作範囲以下の低周波をロールオフしながら、音声や音楽ソースを高い明瞭度でモニタリング可能です。大変

コンパクトなサイズのため、ＲＵ－ＳＰ１は以下のＲＤＬ®ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズマウンティングアクセサリなどへの取り付けが簡単にでき

ます。例：ＲＵ－ＲＡ３（シェルフ付ＲＵシリーズ製品用１９インチラックアダプター）、ＲＣ－１Ｕ（ユニバーサルラックアダプター）、ＲＵ－ＢＲ１

（ＲＵシリーズ製品用マウンティングブラケット）、ＵＣ－１あるいはＵＣ－２（エンクロージャー）、ＷＤＧ１（卓上用ウェッジエンクロージャー） 

 

スピーカーは鋳造成形のエンクローシャーに組み込まれているので、スピーカーの後ろに音響用のバッフルを追加する必要は一切ありま

せん。外部のパワーアンプはモジュール背面のフルサイズのバリアブロックを通してスピーカーに接続します。ＲＵ－ＳＰ１の入力インピー

ダンスは８Ωです。 

 

ＲＵ－ＳＰ１は、ＲＤＬ®ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのシャシーもしくはラックアダプターの両側面にスピーカーモジュールを取り付けることによ

ってステレオモニターリング用途に使用することが出来ます。それによりシャシーの中心面を他のＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのモジュールが

使用できるスペースを空けておくことが出来ます。ＷＤＧ１卓上型エンクロージャーはＲＵ－ＳＰ１を卓上に聞きやすい角度で取り付け、会

議やその他卓上モニタリングの取り付け時に使用されます。（補足：ＷＤＧ１は、ゲートされたスピーチプリアンプや各種パワーアンプモジ

ュール等の２つのエレクトロニックモジュールの取り付けも可能です。） 

 

コンパクトなサイズで高能率なため、ＲＵ－ＳＰ１はラック、もしくは卓上に取り付け用オーディオモニタリングとして理想的な選択肢です。Ｒ

ＤＬ®の他製品と組み合わせることによって、完全なオーディオ／ビデオシステムの一部となります。 

 

仕様： 

入力インピーダンス：  ８Ω 

最大入力パワー：  ２Ｗ ＲＭＳ 

周波数特性：  ３００Ｈｚ～１５ｋＨｚ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．３×１５．０×７．７ 

 

 



 

 

ＲＵ－ＡＶＸ４ＲＵ－ＡＶＸ４ＲＵ－ＡＶＸ４ＲＵ－ＡＶＸ４    

オーディオ／ビデオスイッチャー   －４×１   －ＲＣＡフォノジャック 

 

特徴： 

・ ビデオ及びステレオオーディオ切り替え 

・ 入力はビデオ４系統、オーディオ４系統 

・ 民生用フォーマットの入出力ジャック 

・ １０ＭＨｚの映像帯域－ＮＴＳＣもしくはＰＡＬ 

・ 長寿命のキーボード式プッシュボタン 

・ 背面パネルにリモートコントロール接続 

・ プロ品質の性能 

 

用途： 

最大４つの民生用フォーマット（ＲＣＡフォノジャック）のビデオ及びオーディオソースからオーディオ／ビデオ信号を１セット選択する必要が

ある用途におい、てＲＵ－ＡＶＸ４は理想的な選択肢です。ビデオ信号品質やオーディオ性能、プッシュボタンの耐久性はプロ用のスイッチ

ャーと同等です。オーディオ及びビデオソースの選択は全てソリッドステートスイッチを使用します。高品質なオーディオ及びビデオラインド

ライバアンプはモジュール出力に供給されます。 

 

ＲＵ－ＡＶＸ４には、背面パネルに４つの独立した入力とシングル出力が設けられています。入出力はビデオ用ＲＣＡフォノジャック１つと関

連する（レフトとライト）オーディオ用ＲＣＡフォノジャックが２つ備わっています。モジュールへの電源投入時は自動的に入力１（デフォルト）

が選択されます。前面パネルの長寿命な４個のキーボード型プッシュボタンは一度に入力のうち１つを選択するために使用します。ボタン

を押すと、対応するビデオ／オーディオ入力がＲＵ－ＡＶＸ４の出力に供給され、前回選択したソースは遮断されます。一度に１つのソース

のみ選択できます。 

 

ＲＵ－ＡＶＸ４の背面パネルの端子台は、モジュールをリモートコントロールするための４つの接続があります。入力端子のグラウンドへの

瞬間的な外部接地で関連する入力を選択します。持続的なリモート接地は、前面パネルボタンでのソース選択を無効にしながら、入力を選

択します。前面パネルの上部にある各ＬＥＤインジケーターは、どの入力が選択されているかを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＲＵ－ＡＶＸ４ 

 

仕様：     

ビデオ 

入力（４）： ７５Ω、金メッキ接点のＲＣＡフォノジャック 

入力レベル： １Ｖp-p 

出力：  ７５Ω、金メッキ接点のＲＣＡフォノジャック 

周波数特性： １０Ｈｚ～１０ＭＨｚ（±０．３５ｄＢ） 

残留ノイズ：  -７０ｄＢ （基準 １Ｖｐ-ｐ ビデオ） 

オフ減衰： ７８ｄＢ以上 

差動ゲイン： ０．１％ 

差動位相：  ０．３°以下 

オーディオ 

入力（４）：  １０ｋΩ、アンバランスステレオ（レフト及びライト）ＲＣＡフォノジャック 

ゲイン： ノミナルユニティ（+０、-１ｄＢ） 

入力レベル： ノミナル-１０ｄＢＶ 

出力： ７５Ω、アンバランスステレオ（レフト及びライト）ＲＣＡフォノジャック 

周波数特性： １０Ｈｚ～６０ｋＨｚ（±０．０５ｄＢ） 

ＴＨＤ： ０．０１０％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

ヘッドルーム： ２０ｄＢ以上（基準入出力レベル-１０ｄＢＶ） 

ノイズ：  -９５ｄＢ、-１０ｄＢＶ基準（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

オフ減衰：  ７４ｄＢ以上（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

クロストーク： ノイズフロア以下（入力終端処理） 

電源仕様：  接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１００ｍＡ 

周辺動作環境：    ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．３×１５．０×８．９ 

 

 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ－－－－ＳＸ４ＡＳＸ４ＡＳＸ４ＡＳＸ４Ａ    

バランスオーディオスイッチャー   －４×１ 

 

特徴： 

・ リモートコントロールでオーディオの切り替え 

・ 複数の切り替えコントロールポイント 

・ １出力に対して４入力 

・ ラインレベルオーディオ切り替え 

・ バランス／アンバランス入出力 

・ 各ソースにゲイントリム 

・ ステレオ切り替え用機能 

 

用途： 

ローカル及び（又は）リモートオーディオソースの選択が求められる設置において、ＲＵ－ＳＸ４Ａは理想的な選択肢です。入出力の接続は、

フルサイズのわかりやすいバリアブロック端子を通して、背面パネルに配置されています。各ＲＵ－ＳＸ４はＲＤＬ®壁掛けＲＣＳ４、ＲＣ－４

－ＲＵまたはＲＵＣ４リモートコントロールに直接接続できます。ステレオ用途では、第２のＲＵ－ＳＸ４Ａが“スレーブ”として配線できます。

前面パネルのプッシュボタンは、必要とするオーディオソースを選択します。ボタンが押されるたびにＲＵ－ＳＸ４Ａは次のオーディオソース

に進みます。リモートプッシュボタン端子は、背面にあります。 

ＲＵ－ＳＸ４Ａは４つのバランスラインレベル入力を備えています。各入力はバランス又はアンバランスで配線できます。入力は全てブリッ

ジされており、ハイインピーダンス又はローインピーダンスソースのいずれかからの接続を許容します。オーディオ出力はラインレベル低

インピーダンスバランスで、バランス又はアンバランスラインのいずれかを駆動するよう配線できます。個別のマルチターン式レベルトリマ

ーは、各入力用に前面パネルに配置されています。 

 

仕様： 

入力（４）：   ２０ｋΩバランス／アンバランスラインレベル バリアブロック端子台経由 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ（+４ｄＢｕ基準） 

ゲイン：   ユニティ±１２ｄＢ（各入力に対して調整可能） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ ±０．２５ｄＢ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０１０％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

残留ノイズ：   -８５ｄＢ以下（+４ｄＢｕ基準）選択された入力含む（-９３ｄＢ標準） 

   -９５ｄＢ以下（+４ｄＢｕ基準）入力選択なし（-１００ｄＢ標準） 

オフ減衰   ８５ｄＢ以上 

クロストーク：  -８５ｄＢ以下（１ｋＨｚ）；-７５ｄＢ以下（ピンクノイズ使用） 

インジケーター：  前面パネルＬＥＤ（選択されたチャンネルを表示） 

ＣＭＲＲ：   ５５ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

出力（１）：   バランス＠１５０Ω ハイ／ローインピーダンスバランス／アンバランスラインを動作 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．３×１５．０×７．７ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＳＴ－ＡＣＲ１ＳＴ－ＡＣＲ１ＳＴ－ＡＣＲ１ＳＴ－ＡＣＲ１    

オーディオコントロール用リレー   －０．５～５秒 

 

特徴： 

・ オーディオ信号による切り替え制御 

・ ラインレベル信号の検知 

・ 無音検知 

・ ＤＰＤＴ切り替えコンタクト 

・ オープンコレクターＳＬＡＶＥ出力 

 

用途： 

各ＳＴ－ＡＣＲ製品はＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズのオーディオコントロール用リレーです。様々な操作アプリケーション向けに早くて便利な設置

と信頼性のある動作を提供できるよう設計されています。ＳＴ－ＡＣＲ１はラインレベルソースの切り替えができるよう設計されています。 

 

２つのマルチターントリマーが付いています。ＳＥＮＳポテンショメータはオーディオ入力感度を調整します。スレッショルドＬＥＤは正確な調

整を容易にします。モジュールは-３０ｄＢｕ～０Ｂｕ間の信号でトリガーするように設定できます。ＤＥＬＡＹコントロールは、オーディオがスレ

ッショルド以下に落ちてからリレーがリリースするまでに必要とされる時間を設定します。 

 

ＳＴ－ＡＣＲ１のディレイ調整範囲は０．５秒～５秒です。 

 

仕様： 

オーディオ入力：  １０ｋΩバランスブリッジ 

入力接続：   バランス／アンバランス接続可能 

コントロール出力：  オープンコレクター＠２５ｍＡ  

インジケーター又はスレーブＬＣＲリレーの駆動に適している 

インジケーター：  オーディオスレッシュルドＬＥＤ（感度設定用） 

再トリガーディレイ：  ２５０ｍｓ 

接点：   ダブルポール、ダブルスロー 

最大切り替え電力：  ６０Ｗ（２２０Ｖｄｃ、１２５Ｖａｃ、２Ａ） 

作動応答時間：  ２５ｍｓ 

入力感度：   -３０ｄBu～０ｄBu（調整可能） 

リレーリリースディレイ：  ノミナル０．５秒～５．０秒（調整可能） 

電源仕様：   接地準拠 ２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ＊ 

   ＊（スレーブ出力最大負荷２０ｍＡで想定 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３ 

 



 

 

ＳＴ－ＡＣＲＳＴ－ＡＣＲＳＴ－ＡＣＲＳＴ－ＡＣＲ２２２２    

オーディオコントロール用リレー    －５～５０秒 

 

特徴： 

・ オーディオ信号による切り替え制御 

・ ラインレベル信号の検知 

・ 無音検知 

・ ＤＰＤＴ切り替えコンタクト 

・ オープンコレクターＳＬＡＶＥ出力 

 

用途： 

各ＳＴ－ＡＣＲ製品はＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズのオーディオコントロール用リレーです。様々な操作アプリケーション向けに早くて便利な設置

と信頼性のある動作を提供できるよう設計されています。ＳＴ－ＡＣＲ２はラインレベルソースの切り替えができるよう設計されています。 

 

２つのマルチターントリマーが付いています。ＳＥＮＳポテンショメータはオーディオ入力感度を調整します。スレッショルドＬＥＤは正確な調

整を容易にします。モジュールは-３０ｄＢｕ～０Ｂｕ間の信号でトリガーするように設定できます。ＤＥＬＡＹコントロールは、オーディオがスレ

ッショルド以下に落ちてからリレーがリリースするまでに必要とされる時間を設定します。 

 

ＳＴ－ＡＣＲ２のディレイ調整範囲は５秒～５０秒です。 

 

 

仕様： 

オーディオ入力：  １０ｋΩバランスブリッジ 

入力接続：   バランス／アンバランス接続可能 

コントロール出力：  オープンコレクター＠２５ｍＡ  

インジケーター又はスレーブＬＣＲリレーの駆動に適している 

インジケーター：  オーディオスレッショルドＬＥＤ（感度設定用） 

再トリガーディレイ：  ２５０ｍｓ 

接点：   ダブルポール、ダブルスロー 

最大切り替え電力：  ６０Ｗ １２５Ｖａ調整可能） 

最大切り替え電圧：  ２２０V ２５０Vac 

最大切り替え電流：  ２A 

最大通過電流：  ３A 

作動応答時間：  ２５ｍｓ 

入力感度：   -３０ｄBu～０ｄBu（調整可能） 

最大リレーリリースディレイ： ノミナル５秒～５０秒（調整可能） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ＊ 

   ＊（スレーブ出力最大負荷２０ｍＡで想定 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３ 

 



 

 

ＳＴ－ＡＣＲ１ＭＳＴ－ＡＣＲ１ＭＳＴ－ＡＣＲ１ＭＳＴ－ＡＣＲ１Ｍ    

マイクレベル用オーディオコントロールリレー   －０．５～５秒ディレイ 

 

特徴： 

・ オーディオ信号による切り替え制御 

・ ラインレベル信号の検知 

・ 無音検知 

・ ＤＰＤＴ切り替えコンタクト 

・ オープンコレクターSLAVE 出力 

 

用途： 

各ＳＴ－ＡＣＲ製品はＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズのオーディオコントロール・リレーです。様々な操作アプリケーション向けに早くて便利な設置

と信頼性のある動作を提供できるよう設計されています。ＳＴ－ＡＣＲ１Ｍはマイクやマイクレベルソース等の低レベルソースの切り替えが

できるよう設計されています。 

 

２つのマルチターントリマーが付いています。ＳＥＮＳポテンショメータはオーディオ入力感度を調整します。スレッショルドＬＥＤは正確な調

整機能を備えています。モジュールは-６５ｄＢｕ～２０ｄＢｕ間の信号でトリガーするように設定できます。ＤＥＬＡＹコントロールは、オーディ

オがスレッショルド以下に落ちてからリレーがリリースするまでに必要とされる時間を設定します。調整範囲は０．５秒～５秒です。 

 

 

仕様： 

オーディオ入力：  １０ｋΩバランスブリッジ 

入力接続：   バランス／アンバランス接続可能 

コントロール出力：  オープンコレクター／２５ｍＡ  

インジケーター又はスレーブＬＣＲリレーに適している 

インジケーター：  オーディオスレッシュルドＬＥＤ（感度設定用） 

再トリガーディレイ：  ２５０ｍｓ 

接点：   ダブルポール、ダブルスロー 

最大切り替え電力：  ６０Ｗ（２２０Ｖｄｃ、１２５Ｖａｃ、２Ａ） 

作動応答時間：  ２５ｍｓ 

入力感度：   -６０ｄＢｕ～-２０ｄＢｕ（調整可能） 

リレーリリースディレイ：  ノミナル０．５秒～５．０秒（調整可能） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ＊ 

   ＊（スレーブ出力で最大負荷２０ｍＡで想定 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

. 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＲＸ２ＲＸ２ＲＸ２ＲＸ２    

オーディオ・ルーティングスイッチャー    －１×２  

 

特徴： 

・ ラインレベルソースのルーティング 

・ ２つの経路のどちらか１つにオーディオ切り替え 

・ 静音仕様のオーディオ切り替え 

・ バランス／アンバランスルーティング 

・ オープンコレクターロジックによる切り替え 

 

用途： 

ＳＴ－ＲＸ２にはシングルラインレベルオーディオ入力、及び２つのラインレベルオーディオ出力があります。コントロール入力が無い場合

は、オーディオ入力からモジュールのＮＯＲＭＡＬモジュール出力へ送られます。ＴＲＩＧコントロール端子がグラウンドに接地された場合、

入力オーディオはＳＥＬＥＣＴ出力に送られ、ＮＯRＭＡＬ出力はオフに切り替わります。ＴＲＩＧ端子が再度グラウンドから切断されると、ＳＥＬ

ＥＣＴ出力はオフになり、入力はＮＯRＭＡＬ出力に送られます。モジュールにはリレーや、他の機械的な機器は含まれていません。全ての

オーディオ周波数において８０ｄＢ以上のオフ減衰を持つバランス出力ラインドライバーの１つに入力信号をルーティングする為に、コントロ

ール回路はソリッドステートの切り替えを利用します。ソフトスイッチングは、クリック音やポップ音を消去する為に使用されます。 

 

ＴＲＩＧ端子に必要な制御電流は非常に微小（０．５ ｍＡ以下）で、ＳＴ－ＲＸ２はスイッチからロジック回路にほぼ任意のソースから制御可能

です。 

 

ＳＴ－ＲＸ２はＲＤＬ®ＲＣ２－ＳＴ、ＲＴ２またはＲＵＣ－４といったリモートコントロールを使用して制御可能です。 

 

仕様： 

切り替え時間：    ファスト  ソフト 

ＮＯＲＭＡＬ出力がオフの状態での所用時間：  １０ｕｓ  ５ｍｓ 

ＮＯＲＭＡＬ出力がオンの状態での所用時間：  １５ｕｓ  ７０ｍｓ 

ＳＥＬＥＣＴ出力がオフの状態での所用時間：  １５ｕｓ  １０ｍｓ 

ＳＥＬＥＣＴ出力がオンの状態での所要時間：  ２０ｕｓ  ３５ｍｓ 

 

コントロール信号：    ＴＲＩＧ端子は外部にグラウンド接続の必要あり 

コントロール電流：    ０．５ｍＡ 

ヘッドルーム：    １８ｄＢ以上（+４ｄＢｕ規準） 

ＴＨＤ+Ｎ：     ０．０３０％以下（１ｋＨｚ） 

ＣＭＲＲ：     ４５ｄＢ以上（１００Ｈｚ） 

周波数特性：    １５Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ １０ｋΩブリッジ入力） 

     ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ ６００Ω） 

ノイズ：     -８５ｄＢ以下（+４ｄＢｕ基準）；-９０ｄＢ（標準） 

ON ゲイン：     ユニティ（バランス入出力） 

OFF 減衰：     ８０ｄＢ以上（いずれかの出力）；９５ｄＢ以上＠１ｋＨｚ 

インジケーター（２）：    アクティブな出力を表示（左ＬＥＤ＝ＮＯＲＭＡＬＮＯＲＭＡＬＮＯＲＭＡＬＮＯＲＭＡＬ、右ＬＥＤ＝ＳＥＬＥＣＴＳＥＬＥＣＴＳＥＬＥＣＴＳＥＬＥＣＴ） 

電源仕様：     接地準拠、２４Ｖｄｃ＠４０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：   １．７×７．６×３．９   周辺動作環境：   ０℃～５５℃ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ－－－－ＳＳＲ１ＳＳＲ１ＳＳＲ１ＳＳＲ１    

ラインレベル・オーディオスイッチ   －２×１ 

 

特徴： 

・ ラインレベルソースの切り替え 

・ ２つのバランスライン間の選択 

・ 静音仕様のオーディオ切り替え 

・ ハードリレーコンタクト無しの切り替え 

・ 素早い切り替えのオーディオミューティング 

・ オープンコレクターロジックによる選択 

 

用途： 

ＳＴ－ＳＳＲ１はオーディオ信号の完全な静音切り替えのために設計されています。２つのバランスラインレベル入力及び１つのバランス出

力をサポートします。それぞれがアンバランスとして使用する事も可能です。ＳＴ－ＳＳＲ１は２つの入力信号間の切り替え用として、又はシ

ングルチャンネルの無音オン／オフスイッチとして最適です。性能はＲＤＬ®が知られるようになった技術規格に合致しています。ユーザー

はモジュールをファスト、ソフト、いずれかの切り替えにプログラムすることができます。 

 

ＴＲＩＧ端子が接地されている場合、ＳＥＬＥＣＴ入力がＯＵＴＰＵＴに送られます。それ以外ではＯＵＴＰＵＴは、ＮＯＲＭＡＬ入力が送られます。 

 

ＴＲＩＧ端子に必要な制御電流は非常に微小（０．５ ｍＡ以下）で、ＳＴ－ＳＳＲ１はスイッチからロジック回路にほぼ任意のソースから制御可

能です。 

 

ＳＴ－ＳＳＲ１はＲＤＬ®ＲＣ２－ＳＴ、ＲＴ２またはＲＵＣ－４といったリモートコントロールを使用して制御可能です。 

 

仕様： 

切り替え時間：    ファスト  ソフト 

ＮＯＲＭＡＬ入力がオフの状態での所用時間：  １０ｕｓ  ５ｍｓ 

ＮＯＲＭＡＬ入力がオンの状態での所用時間：  １５ｕｓ  ７０ｍｓ 

ＳＥＬＥＣＴ入力がオフの状態での所用時間：  １５ｕｓ  １０ｍｓ 

ＳＥＬＥＣＴ入力がオンの状態での所要時間：  ２０ｕｓ  ３５ｍｓ 

コントロール信号：    ＴＲＩＧ端子は外部にグラウンド接続の必要あり 

コントロール電流：    ０．５ｍＡ 

ＴＨＤ+Ｎ：     ０．０５％以下 

周波数特性：    １５Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ １０ｋΩブリッジ入力） 

     ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ ６００Ω負荷） 

ノイズ（+４ｄＢｕ規準）：    -８０ｄＢ以下（８５ｄＢ標準） 

ヘッドルーム（+４ｄＢｕ規準）：   １８ｄＢ以上 

ＣＭＲＲ：     ４５ｄＢ以上（１００Ｈｚ いずれかの入力） 

ＯＮゲイン：     ユニテ（６００Ωバランス入出力） 

ＯＦＦ減衰：     ８０ｄＢ以上（１０Ｈｚ～２０ｋＨｚ いずれかの入力） 

インジケーター（２）：    アクティブな出力を表示（左ＬＥＤ＝ＮＯＲＭＡＬＮＯＲＭＡＬＮＯＲＭＡＬＮＯＲＭＡＬ、右ＬＥＤ＝ＳＥＬＥＣＴＳＥＬＥＣＴＳＥＬＥＣＴＳＥＬＥＣＴ） 

電源仕様：     接地準拠、２４Ｖｄｃ＠４０ｍＡ 

周辺動作環境：    ０℃～５５℃   寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：１．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴ－ＳＸ４ＳＴ－ＳＸ４ＳＴ－ＳＸ４ＳＴ－ＳＸ４    

オーディオスイッチャー    －４×１ 

 

特徴： 

・ ４つのアンバランスオーディオソースのから１つを選択 

・ 遠隔位置からのオーディオ選択 

・ シングルコントロールペアからのリモート切り替え 

・ 全ソリッドステートオーディオ切り替え 

・ ステレオ切り替え用スレーブ機能 

 

用途： 

ＳＴ－ＳＸ４は４つのアンバランスオーディオソースを受け入れます。これらのソースのいずれかを出力へ送る為に選択するか、又は全て

のソースはオフにもできます。ＳＴ－ＳＸ４の出力はアンバランスです。モジュールのコントロールは１つの入力ターミナルを介して行われ

ます。コントロール入力と接地間の特定の抵抗接続が、希望する入力に対してスイッチをオンにさせます。必要な外部の抵抗がＳＴ－ＳＸ４

に付属しています。ＳＴ－ＳＸ４はＲＣ４－ＳＴリモートコントロールを使用してリモート制御が可能です。 

 

仕様： 

オーディオ 

入出力レベル：  -１０ｄＢＶ 

ゲイン：   ユニティ 

ヘッドルーム：  ２３ｄＢ 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（０．０５％標準） 

周波数特性：  １５Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

入力インピーダンス：  １００ｋΩ、アンバランス 

出力インピーダンス：  ５０Ω以下、アンバランス 

クロストーク：  ノイズフロア以下 

オフ減衰：   ８５ｄＢ以上＠１ｋＨｚ 

   ８０ｄＢ以上＠１０ｋＨｚ 

   ７５ｄＢ以上＠２０ｋＨｚ 

残留ノイズ：   -７０ｄＢ以下（-１０ｄＢＶ基準） 

コントロール 

コントロール入力抵抗：  １０ｋΩ（+１５Ｖｄｃまで引き上げ） 

コントロール入力：  希望のチャンネルを選択する為、接地端子へ単一端子を接続 

選択入力   抵抗値 

０   ０Ω（ＧＮＤにショート） 

１   ２．７ｋΩ 

２   ６．８ｋΩ 

３   ２２ｋΩ 

４   無し 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠４０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＳＴ－ＳＴ－ＳＴ－ＳＴ－ＶＯＸ１ＶＯＸ１ＶＯＸ１ＶＯＸ１    

ボイスオペレートリレー 

 

特徴： 

・ 音声信号による切り替え制御 

・ マイク、又はラインレベル信号から切り替え 

・ 正確なスレッショルド調整 

・ ＤＰＤＴ切り替えコンタクト 

・ オープンコレクターＳＬＡＶＥ出力 

 

用途： 

ＳＴ－ＶＯＸ１はＲＤＬ®ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズのオーディオコントロールリレーです。インターコムやトークバック用途での使用の際には、

ＳＴ－ＶＯＸ１は直接アンバランスマイクから直接トリガーされます。この様な多くの用途では、マイク、又はその他のオーディオソースは必

ず事前に増幅してください。それによりＳＴ－ＶＯＸ１はＳＴＭ－１プリアンプとの理想的な組み合わせになります。ＳＴＭ－１のバランス出力

がオーディオフィード用に使用される一方で、ＳＴＭ－１のアンバランス出力は、ＳＴ－ＶＯＸ１をトリガーするのに使用されます。 

 

仕様： 

マイク入力：   ５ｋΩアンバランスライン 

ライン入力：   ２００ｋΩアンバランス 

コントロール出力：  オープンコレクター＠２５ｍＡ、インジケーター又はスレーブＬＣＲを動作するのに最適 

リレーコンタクト：  ダブルポール・ダブルスロー 

最大切り替え電力：  ６０Ｗ（２２０Ｖｄｃ、１２５Ｖａｃ、２A） 

マイク入力感度：  -７５ｄＢｕ～-２５ｄＢｕ 調整可能 

ライン入力感度：  -４５ｄＢｕ～-１５ｄＢｕ 調整可能 

インジケーター：  オーディオスレッショルドＬＥＤ（感度設定用） 

再トリガーディレイ：  ５０ｍｓ 

リリースディレイ時間調整範囲： リレー接点：７０～２６０ｍｓ 

   ＳＬＡＶＥオープンコレクター出力：１５～２６０ｍｓ 

作動応答時間：  リレー接点：５ｍｓ 

   ＳＬＡＶＥオープンコレクター出力：３ｍｓ 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ＊ 

＊ＳＬＡＶＥ出力での最大２０ｍＡ負荷を想定 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 

 



 

 

ＳＹＳＳＹＳＳＹＳＳＹＳ－－－－ＩＣ１ＩＣ１ＩＣ１ＩＣ１    

ＳＹＳＴＥＭ８４用パラレルインターフェースケーブル 

 

特徴： 

・ スタジオクオリティのオーディオルーティング＆ミキシング 

・ ダイレクトミックス機能を備えた８イン／４アウト 

・ オーディオルーティングとミキシングオーディオをＲＳ－２３２コントロール 

 （ＳＹＳ－ＣＳ１コントロールインタフェース参照） 

・ グラウンド接地またはコンピュータＩ／Ｏカードのアクティベーション 

・ ステレオまたはモノラルモデルが利用可能 

 

用途： 

３２のディスクリート５Ｖｄｃコントロールラインにより、手動又はＰＣで８入力４出力のオーディオミキシング、切替、ルーティン

グのコントロールを行うことができます。マルチオーディオチャンネルは優れた低歪み、低ノイズ、周波数特性、減衰を備え

ながらサミングまたソフトスイッチングされます。モデルＡは８ｘ４ステレオ、モデルＢは８×４モノラルです。 

 

 

ＳＹＳ－ＴＢＳＹＳ－ＴＢＳＹＳ－ＴＢＳＹＳ－ＴＢ    

ＳＹＳＴＥＭ ８４ターミナルブロックアダプター 

 

 

特徴： 

・ スタジオクオリティのオーディオルーティング＆ミキシング 

・ ダイレクトミックス機能を備えた８イン／４アウト 

・ オーディオルーティングとミキシングオーディオをＲＳ－２３２コントロール 

 （ＳＹＳ－ＣＳ１コントロールインタフェース参照） 

・ グラウンド接地またはコンピュータＩ／Ｏカードのアクティベーション 

・ ステレオまたはモノラルモデルが利用可能 

 

用途： 

３２のディスクリート５Ｖｄｃコントロールラインにより、手動又はＰＣで８入力４出力のオーディオミキシング、切り替え、ルーティングのコント

ロールを行うことができます。マルチオーディオチャンネルは優れた低歪み、低ノイズ、周波数特性、減衰を備えながらサミングまたソフト

スイッチングされます。モデルＡは８×４ステレオ、モデルＢは８×４モノラルです。 



 

 

ＳＹＳＴＥＭＳＹＳＴＥＭＳＹＳＴＥＭＳＹＳＴＥＭ    ８４Ａ＆Ｂ８４Ａ＆Ｂ８４Ａ＆Ｂ８４Ａ＆Ｂ    

オーディオミキシングマトリックス８×４ステレオ、８×４モノ 

 

特徴： 

・ スタジオクオリティのオーディオルーティング＆ミキシング 

・ ダイレクトミックス機能を備えた８イン／４アウト 

・ オーディオルーティングとミキシングオーディオをＲＳ－２３２コントロール 

 （ＳＹＳ－ＣＳ１コントロールインタフェース参照） 

・ グラウンド接地またはコンピュータＩ／Ｏカードのアクティベーション 

・ ステレオまたはモノラルモデルが利用可能 

 

用途： 

３２のディスクリート５Ｖｄｃコントロールラインにより、手動又はＰＣで８入力４出力のオーディオミキシング、切り替え、ルーティングのコント

ロールを行うことができます。マルチオーディオチャンネルは優れた低歪み、低ノイズ、周波数特性、減衰を備えながらサミングまたソフト

スイッチングされます。モデルＡは８×４ステレオ、モデルＢは８×４モノラルです。 

 

仕様：  

入力（スイッチ）：  ８： ラインレベル、１０ｋΩバランス／アンバランス プラグイン端子台経由 

入力（ダイレクト）：  ８： アンバランス -２ｄＢｕ（プラグイン端子台経由） 

入力レベル：  -１０ｄＢＶ～+８ｄＢｕ（+４ｄＢｕ出力用）、最大入力+２４ｄＢｕ 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上（+４ｄＢｕ規準） 

ゲイン：   各入力で調整可能、２５ターン式トリマー、-６ｄＢ～１２ｄＢ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～３０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ、ブリッジ負荷） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０１０％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

相互変調歪み：  ０．０２５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

入力チャンネルクロストーク： レフトからライト：８０ｄ以上（１０Ｈｚ～１５ｋＨｚ） 

レフトからライト：７５ｄＢ以上（１５ｋＨｚ～２０ｋＨｚ） 

ライトからレフト：７０ｄＢ以上（１０Ｈｚ～１５ｋＨｚ） 

ライトからレフト：６５ｄＢ以上（１５ｋＨｚ～２０ｋＨｚ） 

残留ノイズ：   -８０ｄＢ以下（チャンネルはＯＮ；＋４ｄＢｕ標準） 

オフ減衰：   ８０ｄＢ以上（１０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）隣接の入力チャンネルはＯＦＦ 

   ８０ｄＢ以上（１０Ｈｚ～１０ｋＨｚ） 

   ７５ｄＢ以上（１０ｋＨｚ～２０ｋＨｚ）隣接の入力チャンネルはＯＮ 

インジケーター：  フロントパネルのＬＥＤは作動状況を表示 

   アクティブチャンネルが無い場合はＩＤＬＥ     

   アクティブチャンネルが一つでもあればＡＣＴＩＶＩＴＹ 

ＣＭＲＲ：   ５０ｄＢ以上（５０～１２０Ｈｚ） 

出力：   ４バランス、１５０Ωバランス／アンバランス プラグイン端子台経由 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠５７５ｍＡまたは２４Ｖａｃ＠５７５ｍＡ（独立ジャック） 

マウント：   標準１９″ラックマウント、１ラックユニット 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．４×４８．３×２０．３ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＳＹＳＴＥＭ８４ＳＭＳＹＳＴＥＭ８４ＳＭＳＹＳＴＥＭ８４ＳＭＳＹＳＴＥＭ８４ＳＭ    

システム８４ステータスモニター 

 

 

特徴： 

・ ＳＹＳＴＥＭ８４オーディオミキシングマトリックス入出力のフルビジュアルステイタス 

・ ４×８アレイでの３２ＬＥＤディスプレイ 

・ ＳＹＳＴＥＭ８４からのローカル又はリモートマウンティング 

・ 複数のステータスモニターをシングルＳＹＳＴＥＭ８４に接続可能 

・ ＲＤＬ®ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのマウンティングアダプタ（ラック取り付け／テーブルトップ）のいずれにも取り付け

可能 

・ コネクター化された電源、データ入力及び出力 

 

用途： 

ＳＹＳＴＥＭ８４ステータスモニターは、ＳＹＳＴＥＭ８４オーディオミキシングマトリックスの全ての入出力のビジュアル表示を同時に提供しま

す。４つの水平列のＬＥＤは４つのＳＹＳＴＥＭ８４出力に対応しています。ＬＥＤの８つの垂直列は８つのオーディオ入力に対応しています。

入力が出力に切り替えられると、その入力列内のＬＥＤは送り出されている出力を表示して点灯します。書き込みの出来る白い部分にはオ

ーディオソースや方向を表示する事が出来ます。（ＲＤＬ®ＬＢＬ－１ラベルキットは別売りになります。） 

 

ステータスモニターはどのＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズのマウンティングアダプタにも対応できるように作られています。ＳＹＳＴＥＭ８４付近での

ラック取り付け用には、ステータスモニターをＲＤＬ®ＲＵ－ＲＡ３に取り付けます。ＲＵ－ＲＡ３を使うことにより、一つのラックユニットに付き、

ステータスモニター、もしくはＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズモジュールを３つまで取り付ける事が出来ます。デスクトップ用途には、ＲＤＬ®ＷＤＧ

１テーブルトップウェッジマウントシャシーが適切な働きをします。ステータスモニターとＳＹＳＴＥＭ８４間の接続は６４－ピンリボンケーブル

を用いて行います。ラック取り付け用、もしくは遠隔位置用のケーブルはＲＤＬ®より発売されています。電源仕様は、接地準拠の２４Ｖｄｃ＠

２００ｍＡです。インターコネクトリボンケーブルは別売りになります。 

 

仕様： 

入力：   ３２ロジック入力（０～５Ｖｄｃ） 

入力接続：   データ：６４－ピンリボンヘッダー（ＳＹＳＴＥＭ８４のピンと互換） 

   電源：２ポジションユーロ型ターミナルブロック 

インジケーター：  前面パネルに３２の赤色ＬＥＤで作動を表示 

取り付け：   ＲＵ－ＲＡ３、ＷＤＧ１もしくは他のＲＤＬ®ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ取り付け用アクセサリ 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２００ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

ＳＹＳ－ＣＳ１ＳＹＳ－ＣＳ１ＳＹＳ－ＣＳ１ＳＹＳ－ＣＳ１    

ＳＹＳＴＥＭ８４コントロールインターフェース 

 

特徴： 

・ ＳＹＳＴＥＭ８４のＲＳ－２３２コントロール 

・ オーディオマトリックスのシリアルコントロール 

・ ８つのＶＣＡモジュールのコントロール 

・ ８つのソースからのステータス入力 

・ 前面パネル表示を持つインターフェース 

・ 独立型／ラックマウント型インターフェース 

 

用途： 

ＳＹＳ－ＣＳ１はＲＤＬ®ＳＹＳＴＥＭ８４オーディオミキシングマトリックスの３２の切り替え機能全てをコントロールします。また、０ ＴＯ １０Ｖ

ｄｃコントロール入力を装備した外部ＶＣＡや他の機器をコントロールするために、８つの０～１０Ｖｄｃ出力を供給します。外部スイッチやトラ

ンジスタ・クロージャーを感知するために、８つのステータス入力が装備されています。ＳＹＳ－ＣＳ１はＲＳ－２３２シリアルリンクを通してコ

ンピューターに接続します。コマンドはターミナルプログラムまたはユーザーソフトウェアから行うこともできます。 

 

ＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴ    ＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳ    －コマンドは、４つの出力の内いずれかに SYSTEM８４の８つの各入力を選択したり解除します。別のコマンド

で３２の切り替え機能の選択を解除すると全ての入出力までオフになります。 

    

００００    ＴＯＴＯＴＯＴＯ    １０１０１０１０    ＶＯＬＴＶＯＬＴＶＯＬＴＶＯＬＴ    ＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴ－各出力のランプレートを個別にまたは全体的にプリセットすることができます。出力コマンドでは、その後

現在のレベルから新たに指定されたレベルまでランプを開始します。出力レベル（一つまたは全て）はランプすることなく、直接新しいレベ

ルを送ることが出来ます。別のコマンドでは、ＳＹＳ－ＣＳ１をセットしてランピングの完了を伝えます。それぞれ０ ＴＯ １０Ｖｄｃ出力は、解

像度を損なうことなく、０ ＴＯ ５Ｖｄｃに出力をプログラムできます。 

 

ＳＴＡＴＵＳＳＴＡＴＵＳＳＴＡＴＵＳＳＴＡＴＵＳ    ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ    ＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳ    －ＳＹＳ－ＣＳ１は、個々のステータス入力端子の状態が変更された時には、随時警告が発せられる

ように設定されています（ロー→ハイやハイ→ロー）。グローバルコマンドは、全てのステータス入力からの警告を有効または無効にする

ことができます。制御コンピューターでは個々の端子や全てのステータス端子の状態を照会することができます。別のコマンドでは、全８つ

のステータス端子に規定されたパターンが発生した時、プログラムが警告を出します。 

 

ＳＹＳ－ＣＳ１は、コンピューターにフィードバックされる任意のレスポンスコード無しでも、単独でＳＹＳＴＥＭ８４をコントロールできます。初

期化コマンドは、ユーザ・プログラム開始時に全てのパラメーターを既知値に設定します。エラーコードは、制御ソフトウェアの開発を支援

するために有効に利用されます。前面ネルのＬＥＤはアクティブオーディオ出力、アクティブステータス入力、データの送受信、エラーと電力

を表示します。 

 

 

仕様： 

コントロール入出力：  ＲＳ－２３２（ＤＢ－９メスジャック） 

コントロール出力（３２）： ６４ピンヘッダーのオープンコレクタ 

ステータス入力（８）：  ロー＝アクティブ（内部で５Ｖにプルアップ）、最大入力２４Ｖｄｃ 

０ ＴＯ １０Ｖｄｃ出力（８）： ２２Ω、接地準拠、２０ｍＡ、２５６ステップ 

０ ＴＯ １０Ｖ出力ランプレート： ０．５～１２０秒（フルスケール変更の場合）、個々にプログラム可能 

電源仕様：  接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１５０ｍＡ 

マウント：   ＲＵ－ＲＡ３ラックアダプターの２ベイにマウント、または独立型で操作 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．４０×２９．５０×１０．１０ 

周囲動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

 

特徴： 

・ スピーカーレベルのソースにより切り替え機能を制御 

・ 入力は増幅された定電圧信号を受ける 

・ 入力がスイッチで選択可能：２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖ 

・ ２５Ｖ入力は８Ω入力を最大７５Ｗまで受ける 

・ トランス絶縁入力 

・ 前面パネルに感度調整トリマーを装備 

・ シグナルスレッショルドＬＥＤが、感度調整を容易に 

・ 前面パネルにリリースディレイ感度調整トリマーを装備 

・ モジュールがトリガーされるとＬＥＤで表示 

・ リリースディレイは３～２５秒まで調整可能 

・ モジュールがトリガーされるとオープンコレクター出力が作動 

・ ページングその他の増幅されたオーディオ信号で切り替え 

・ スピーカー負荷の切替え用８アンペアＤＰＤＴリレー接点 

・ ページング中のミュートやプライマリースピーカーの切り替えに理想的 

 

用途： 

ＴＸ－ＰＣＲ１は、定電圧オーディオソースの増幅によってスイッチングを制御する必要がある、多くの用途に理想的な選択肢です。最も一

般的にはページングソースですが、モジュールはあらゆるプログラム素材でトリガーをします。ＴＸ－ＰＣＲ１は、他のモジュールや機器を

制御するためのオープンコレクターＳＬＡＶＥ出力と、スイッチングスピーカ負荷に適したＤＰＤＴハイパワースイッチングリレーの両方が含

まれています。 

 

増幅されたオーディオソースは、ユーロ型ターミナルブロックを使用して接続されます。２５Ｖ、７０Ｖまたは１００Ｖのソースを選択するため

に、前面パネルにスイッチが設けられています。２５Ｖの設定は８Ω、最大７５ワットに増幅されたソースに使用可能です。入力感度は、シン

グルターントリマで調整されます。時計回りの位置では、ＳＥＮＳＩＴＩＶＩＴＹトリガーのスレッショルドは、スイッチで選択した定電圧の３０ｄＢ以

下です。オーディオレベルがトリガースレッショルドを超えるたびに点灯する赤のＬＥＤが、感度調整を容易にします。 

 

モジュールは、オーディオがスレッショルド値を超えたときにトリガーされ、オーディオがスレッショルド値を下回った後は決められた時間ト

リガーされたままになります。このＤＥＬＡＹは、前面パネルのトリマーを使用して３秒～２５秒の範囲で調整可能です。調整はモジュールが

トリガーされている間点灯し続ける緑のＬＥＤによって容易に行えます。ＳＬＡＶＥ端子は入力または出力制御用端子のいずれかとして使用

することができます。モジュールがトリガーされると、ＳＬＡＶＥ端子は内部オープンコレクターを介して接地されます。ＴＸ－ＰＣＲ１のＳＬＡＶ

Ｅ端子は外部のスイッチや、他のＲＤＬ®モジュールのオープンコレクター端子を介して接地している場合、端子がリリースされるまでリレー

は通電しています。 

 

ＴＸ－ＰＣＲ１は外部２４Ｖｄｃ電源から電源供給された場合、青のＬＥＤ ＰＯＷＥＲが点灯します。 

 

スピーカーラインの切替えや、２４Ｖにプルアップされない制御入力を持つ他の機器のロジック入力を制御するために、ＴＸ－ＰＣＲ１リレー

接点を使用してください。ＴＸ－ＰＣＲ１は、エリアページ中にローカルスピーカーのミュート制御を提供することに最適です。二極接点は、ペ

ージ中にローカルスピーカーが自動的にページングラインに接続され、そしてページが完了した時にローカルアンプに再接続されることを

可能にします。切替えるスピーカーラインを追加する必要がある場合、ＳＬＡＶＥ端子は追加のＴＸ－ＰＣＲ１モジュールまたはＲＤＬ®ＳＴ－Ｌ

ＣＲ１Ｈハイパワーロジックコントロールリレーを制御するために使用することがでます。 

 

ＴＸ－ＰＣＲ１ＴＸ－ＰＣＲ１ＴＸ－ＰＣＲ１ＴＸ－ＰＣＲ１    

ページングコントロールリレー 

 



 

 

ＴＸ－ＰＣＲ１ 

 

 

 

仕様： 

オーディオ入力：  定電圧スピーカーライン、トランス結合 

入力レベル：  ２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖをスイッチで選択 

検出帯域幅：  １２０Ｈｚ～７．５ ｋＨｚ（-３ｄＢ） 

トリガースレッショルド：  -４０ｄＢ～-１５ｄＢ（２５Ｖ、７０Ｖまたは１００Ｖ）、調節可能（シングルターン） 

ディレイリリース：  ３秒～２５秒で調節可能（シングルターン） 

制御出力：   オープンコレクター＠２５ｍＡ（ＳＬＡＶＥ端子） 

インジケーター（３）：  青ＬＥＤ；電源、赤ＬＥＤ；スレッショルド、緑ＬＥＤ；トリガー 

スイッチングコンタクト：  最大８Ａ＠２５０Ｖａｃまたは３０Ｖｄｃ、 

スイッチング電力：  ５００Ｗ（音声増幅信号） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠６０ｍＡ プラスＳＬＡＶＥ出力接続の負荷電流 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ６．１×７．６×４．０１ 

 



 

 

ＴＸ－ＰＳＤ１ＴＸ－ＰＳＤ１ＴＸ－ＰＳＤ１ＴＸ－ＰＳＤ１    

ページングサウンドディテクター 

 

特徴： 

・ スピーカーレベルのソースにより切り替え機能を制御 

・ 入力は増幅された定電圧信号を受ける 

・ 入力がスイッチで選択可能：２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖ 

・ ２５Ｖ入力は８Ω入力を最大７５Ｗまで受け 

・ トランス絶縁入力 

・ 前面パネルに感度調整トリマーを装備 

・ シグナルスレッショルドＬＥＤが、感度調整を容易に 

・ 前面パネルにリリースディレイ感度調整トリマーを装備 

・ モジュールがトリガーされるとＬＥＤで表示 

・ リリースディレイは３～２５秒まで調整可能 

・ モジュールがトリガーされるとオープンコレクタ出力が動作 

・ ページングその他のオーディオ信号の振幅で切り替え 

 

用途： 

ＴＸ－ＰＳＤ１は、定電圧オーディオソースの増幅によってスイッチングを制御する必要がある、多くの用途に理想的な選択肢です。最も一

般的にはページングソースですが、モジュールはあらゆるプログラム素材でトリガーをします。ＴＸ－ＰＳＤ１は、ページング信号が検出さ

れたときに、他のモジュールや機器を制御するためのオープンコレクタＳＬＡＶＥ出力を提供します。 

 

増幅されたオーディオソースは、ユーロ型ターミナルブロックを使用して接続されます。２５Ｖ、７０Ｖまたは１００Ｖのソースを選択するため

に、前面パネルにスイッチが設けられています。２５Ｖの設定は８Ω、最大７５ワットに増幅されたソースに使用可能です。入力感度は、シン

グルターントリマで調整されます。時計回りの位置では、ＳＥＮＳＩＴＩＶＩＴＹトリガーのスレッショルドは、スイッチで選択した一定電圧で３０ｄＢ

以下です。オーディオレベルがトリガースレッショルドを超えるたびに点灯する赤のＬＥＤが、感度調整を容易にします。 

 

モジュールは、オーディオがスレッショルド値を超えたときにトリガーされ、オーディオがスレッショルド値を下回った後は決められた時間ト

リガーされたままになります。このＤＥＬＡＹは、前面パネルのトリマーを使用して３秒～２５秒の範囲で調整可能です。調整はモジュールが

トリガーされている間点灯し続ける緑のＬＥＤによって容易に行えます。ＳＬＡＶＥ端子は入力または出力制御用端子のいずれかとして使用

することができます。モジュールがトリガーされると、ＳＬＡＶＥ端子は内部オープンコレクタを介して接地します。ＴＸ－ＰＳＤ１のＳＬＡＶＥ端

子は外部のスイッチや、他のＲＤＬ®モジュールのオープンコレクタ端子を介してグランドに接地している場合、端子がリリースされるまでリ

レーは通電しています。 

 

ＴＸ－ＰＳＤ１は外部２４Ｖｄｃ電源から電源供給された場合、青のＬＥＤ ＰＯＷＥＲが点灯します。 

 

ＲＤＬ®モジュールの制御や、２４Ｖプルアップを許容するグランドアクティブ制御入力を持つ他の機器を制御するために、ＴＸ－ＰＳＤ１を使

用してください。 

 

 

 

 

 



 

 

ＴＸ－ＰＳＤ１ 

 

 

 

仕様： 

オーディオ入力：  定電圧スピーカーライン、トランス結合 

入力レベル：  ２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖをスイッチで選択 

デテクター帯域幅：  １２０Ｈｚ～７．５ ｋＨｚ（-３ｄＢ） 

トリガースレッショルド：  -４０ｄＢ～-１５ｄＢ（２５Ｖ、７０Ｖまたは１００Ｖ）、調節可能（シングルターン） 

ディレイリリース：  ３秒～２５秒で調節可能（シングルターン） 

制御出力：   オープンコレクタ＠２５ｍＡ（ＳＬＡＶＥ端子） 

インジケーター（３）：  青ＬＥＤ；電源、赤ＬＥＤ；スレッショルド、緑ＬＥＤ；トリガー 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠６０ｍＡ 

プラスＳＬＡＶＥ出力接続の負荷電流 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ６．１×７．６×４．０１ 

 



 

 

ＡＶ－ＤＣ４ＡＶ－ＤＣ４ＡＶ－ＤＣ４ＡＶ－ＤＣ４    

ラインレベルオーディオディバイダー／コンバイナー グラウンドリフト付き 

 

特徴： 

・ シングル出力にオーディオ信号を合成 

・ ステレオラインレベル信号を合成 

・ ステレオ入力にモノラル信号を送出 

・ 複数のラインを一つの入力へ合成 

・ 選択スイッチによってバランスラインを接地絶縁 

・ ラインレベルのグランドループを除去 

・ バランスモノラルガルバニック絶縁 

・ 厳しい環境下での信号の分配もしくは合成 

 

用途： 

ＡＶ－ＤＣ４は、ローもしくはハイインピーダンスのバランスオーディオ入出力で使用する、モノラル・トランス結合オーディオデバイダ／コン

バイナモジュールです。入出力の接続は、金メッキ接点のＸＬＲ端子が設けられています。ＡＶ－ＤＣ４は４系統の同一仕様のチャンネルを

備えています。各チャンネルは、入力または出力のいずれかとして用いることができます。各チャンネルには２つのＸＬＲジャックが設けら

れています。入力として使用されるチャンネルはメス端子が使用され、出力として使用されるチャンネルはオス端子が使用されます。特定

のチャンネルの両ＸＬＲ端子のシールド（ピン１）接続は、通常グランドに接続されます。各チャンネルのＧＮＤ ＬＩＦＴスイッチは、オーディオ

周波数帯内で、グラウンド回路からシールドを切断するために利用できます。 

 

各チャンネル間のガルバニック絶縁は、スタジオクオリティのオーディオトランスによって提供されます。ＡＶ－ＤＣ４は、サウンドシステム

内でハムノイズを作り出してしまう“グラウンドループ”接続を切断します。入力コネクタのシールドにより電波干渉に対するシステムの耐性

を維持し、RF グラウンドリターンを提供します。 

 

４つのチャネンルは、ＡＶ－ＤＣ４の様々な用途を可能にします。１つのモノラル音源は１台～３台のモノラル機器の入力に分離して送出す

ることができます。ステレオ音源は結合され、１～２台のモノラル機器の入力に送出することができます。モノラル音源は、ステレオ機器の

入力（Ｌ及びＲ）に分離して送出することができます。ステレオ音源はモノラルに結合されると同時に、ステレオ機器の左右両方の入力に分

割してモノラル信号を送出します。グラウンドリフトは、各チャネンル個別に選択可能です。 

 

ＡＶ－ＤＣ４は、携帯用として設計された頑丈な製品です。固定設置のために取付け金具が付属しています。 

 

仕様： 

入力：   ノミナル+４ｄＢｕ 

出力：   ノミナル+４ｄＢｕ 

周波数特性：  ２０ｋＨｚ～２０Ｈｚ（±０．０５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．５％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ；２つの１５０Ωソース、２つの１０ｋΩ負荷） 

   ０．０２％＠１ｋＨｚ 

インサートロス：  ノミナル１dB（１入力、１出力）、ノミナル６dB（２入力、２出力） 

外観：   ＲＤＬ®Ｄａｒｋ ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ ™ （ダークグレーにベージュのレタリング） 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ４．４５（アンマウント時）、４．９５（マウント時）×８．９７×２０．１４ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＡＶ－ＨＫ１ＡＶ－ＨＫ１ＡＶ－ＨＫ１ＡＶ－ＨＫ１    

“ＨＵＭキラー”ステレオオーディオ絶縁トランス    －デュアルＲＣＡ入出力 

 

特徴： 

・ アンバランスラインでの接地絶縁 

・ グラウンドループの除去 

・ アンバランスステレオガルバニック絶縁 

・ 厳しい環境下での絶縁 

・ 携帯用或いは常設用絶縁モジュール 

 

用途： 

ＡＶ－ＨＫ１は、アンバランスのハイインピーダンスオーディオ入力で使用するための、ステレオトランス絶縁モジュールです。入出力の接

続には、金メッキのＲＣＡフォノジャックが設けられています。ＡＶ－ＨＫ１には、ミニプラグとジャックを使用する製品との接続を容易にする

ために２本のアダプタケーブルが付属しています。 

 

各ＩＮＰＵＴジャックのシールド接続は、ケースからと出力グラウンドから電気的に絶縁されています。各ＯＵＴＰＵＴジャックのシールド接続

は、ケースシールドに接続されています。コンピューター、ＣＤプレーヤーやカセットプレーヤーその他民生用音響機器などのユーザー音

源は、ＡＶ－ＨＫ１ ＩＮＰＵＴに接続します。ＯＵＴＰＵＴは、接地されたオーディオシステムのアンプやミキサーの入力に接続されるべきで

す。 

 

ＩＮＰＵＴ及びＯＵＴＰＵＴジャックは、各端子パネルを正面から見て、左が（Ｌ）で右が（Ｒ）です。正しいチャンネルの向きは、モジュールのフ

ロントパネルに表示されています。 

 

ＡＶ－ＨＫ１は携帯用として設計された頑丈な製品です。固定設置のために取付け金具が付属しています。多くの民生用オーディオの入出

力は、ステレオミニプラグとジャックを使用しています。ＡＶ－ＨＫ１は、これらの製品とのインターフェイスのために、２つのアダプター·ケー

ブルが同梱されています。ケーブルキットはケーブルの劣化や、損失してしまった場合には、別途ＲＤＬ®から入手できます。 

 

Ｍｏｄｅｌ ＡＶ－ＡＣ２ケーブルキット（ＡＶ－ＨＫ１に同梱）： 

デュアルフォノ～ステレオミニプラグ１本： 長さ：２１ｃｍ+各コネクター長 

デュアルフォノ～ステレオミニジャック１本： 長さ：２１ｃｍ+各コネクター長 

 

 

仕様： 

入力（２）：   ノミナル-１０ｄＢＶ、１０ｋΩ 

出力（２）：   ノミナル-１０ｄＢＶ、１０ｋΩ 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±３ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．５％以下（３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ；０．０５％＠１ｋＨｚ 

クロストーク：  ６０ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、１００Ωソース、１０ｋΩ負荷）、７０ｄＢ以下＠１ｋＨｚ 

外観：   ＲＤＬ®Ｄａｒｋ ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ ™（ダークグレーにベージュのレタリング） 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ３．５０（アンマウント時）、３．６６（マウント時）×５．２０×７．３７ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 

 



 

 

ＡＶ－ＨＫ１ＡＶ－ＨＫ１ＡＶ－ＨＫ１ＡＶ－ＨＫ１ＸＸＸＸ    

“ＨＵＭキラー”ステレオオーディオ絶縁トランス－ＸＬＲ入出力 

 

 

特徴： 

・ バランスラインでの接地絶縁 

・ ラインレベルのグラウンドループの除去 

・ バランスモノラルガルバニック絶縁 

・ 厳しい環境下での絶縁 

・ 携帯用或いは永久絶縁用モジュール 

 

用途： 

ＡＶ－ＨＫ１Ｘは、バランスのローインピーダンスオーディオとローまたはハイインピーダンス負荷で使用するための、モノラルトランス絶縁

モジュールです。入出力の接続には、金メッキのＸＬＲジャックが設けられています。 

 

ＩＮＰＵＴジャックのシールド（ピン１）接続は、音声帯域において、ケースからと出力グラウンド（ピン１）から電気的に絶縁されています。ＯＵ

ＴＰＵＴジャックのシールド（ピン１）接続は、ケースシールドに接続されています。ミキサー、プリアンプやその他プロ用音響機器などのユー

ザー音源は、ＡＶ－ＨＫ１Ｘ ＩＮＰＵＴに接続します。モジュールの出力は、接地されたオーディオシステムのアンプやミキサーの入力に接

続されるべきです。 

 

入力と出力の間のガルバニック絶縁は、スタジオクオリティのオーディオトランスによって提供されます。ＡＶ－ＨＫ１Ｘはサウンドシステム

内にハムノイズを生成する “グラウンドループ”接続を切断します。入力コネクターのシールドにより電波干渉に対するシステムの耐性を

維持し、無線周波数のグラウンドリターンを提供します。 

 

ＡＶ－ＨＫ１Ｘは携帯用として設計された頑丈な製品です。固定設置のために取付け金具が付属しています。 

 

仕様： 

入力：   ノミナル+４ｄＢｕ 

出力：   ノミナル+４ｄＢｕ 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ；１５０Ωソース、１０kΩ負荷）；０．００２％＠１ｋＨｚ 

外観：   ＲＤＬ®Ｄａｒｋ ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ ™（ダークグレーにベージュのレタリング） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．４５（アンマウント時）、４．９５（マウント時）×７．３７×８．２６ 

 

 



 

 

ＡＶ－ＡＣ２ＡＶ－ＡＣ２ＡＶ－ＡＣ２ＡＶ－ＡＣ２    

ＡＶ－ＨＫ１用ケーブルキット  

－デュアルＲＣＡフォノジャック～ミニプラグ／ミニジャック～デュアルＲＣＡフォノジャック 

 

 

特徴： 

・ ステレオミニプラグ→デュアルフォノ各１： 長さ：８インチ（２１ｃｍ）+コネクタ長 

 



 

 

ＴＸＴＸＴＸＴＸ－－－－１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ    

バランス～アンバランス変換器     －レベル調整機能付き 

 

特徴： 

・ バランスライン及びアンバランス入力間にトランス絶縁を供給 

・ レベルトリムポットが出力を４～２４ｄＢ（入力レベル以下）に調整 

・ 入力は１０ｋΩブリッジもしくは６００Ω終端 

・ 周波数特性： ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

・ ＴＨＤ：０．０５％以下（１ｋＨｚ） 

 

仕様： 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ７．６×３．０×３．６ 

 

 

 

 

 

ＴＸ－８ｉＴＸ－８ｉＴＸ－８ｉＴＸ－８ｉ    

ヘッドホン絶縁トランス  

 

特徴： 

・ ソース機器からヘッドホンを隔離 

・ ヘッドホンインピーダンスの８Ω以上で駆動 

・ ＲＤＬ®ＴＸｓ™の利便性とガルバニック絶縁 

・ 動作レベルを超えた場合オーバーロードＬＥＤが点滅 

・ ＴＨＤ+Ｎ：０．１％以下（１ｋＨｚ＠５０ｍＷ） 

・ 帯域：１００Ｈｚ～１５ｋＨｚ 

・ ＨＩ－ＰＯＴ：１．５ＫＶａｃ、１ｍＡ、２秒 

 

仕様： 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ３．０×７．６×３．６ 



 

 

ＴＸ－１０ＢＴＸ－１０ＢＴＸ－１０ＢＴＸ－１０Ｂ    

ブリッジ入力トランス 

 

特徴： 

・ ラインレベル対応のＲＤＬ®製品の入力にトランス絶縁を追加するために使用 

・ 周波数特性： ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

・ ＴＨＤ：０．０５％以下（１ｋＨｚ） 

・ １０ｋΩ入力は多様なオーディオラインをブリッジ 

・ バランス入出力 

・ ユーロ型ターミナルブロックの接続 

 

仕様： 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ７．６×３．０×３．６ 

 

 

 

 

 

 

ＴＸＴＸＴＸＴＸ－－－－７０Ａ７０Ａ７０Ａ７０Ａ    

２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖスピーカーレベル入力インターフェース－アンバランスライン出力 

 

特徴： 

・ １００Ｖ、７０Ｖ、又は２５Ｖスピーカーラインをアンバランスラインレベルのオーディオ入力へ適合 

・ トリムポットが多様な入力電圧／電力レベル用の出力レベルを調整 

・ 周波数特性： ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

・ ＴＨＤ： ０．０５％以下（１ｋＨｚ） 

 

仕様： 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ７．６×３．０×３．６ 

 



 

 

TXTXTXTX－Ａ２－Ａ２－Ａ２－Ａ２    

デュアルオーディオコンバーター    －バランス～アンバランス 

 

特徴 

・ バランスライン入力をアンバランス出力 

・ バランスをアンバランス変換 

・ モノラル入力をステレオ出力 

・ +４ｄＢｕ入力を-１０ｄＢＶで出力 

・ スタジオクオリティのトランス絶縁 

・ 出力端子でパッシブ変換 

 

用途： 

ＴＸ－Ａ２は、パッシブでの絶縁及び、プロ機器用のバランスラインレベルと民生機器用のアンバランス入力の間でモノラルソースのレベル

減衰が必要とされる設備においては理想的な選択肢です。 

 

ＴＸ－Ａ２は、完全なアンバランスラインレベルの音声出力モジュールです。前面パネルには、+４ｄＢｕのバランスオーディオソースを接続

するための、ユーロ型ターミナルブロックを装備しています。入力信号は、スタジオクオリティの絶縁トランスを介して前面パネルにある２つ

の金メッキ仕様のＲＣＡフォノジャックに接続されています。各出力には、ノミナル-１０ｄＢＶレベルを生成する減衰回路が組み込まれていま

す。両方の出力端子は、２台のモノラル機器の入力へ、あるいは１台のステレオ機器の入力へ供給することが出来ます。シングル出力ジャ

ックはモノラルとして使用することができます。シールドは、ＴＸ－Ａ２の丈夫なアルミエンクロージャーにより提供されています。 

 

プロ機器用フォーマットのオーディオ信号をアンバランスラインレベルに変換する必要がある場所においても、ＴＸ－Ａ２とＴＸ－Ａ２Ｄは理

想的な選択肢でしょう。単独で、あるいは他のＲＤＬ®製品と共に完全なオーディオ／ビデオシステムの一部として利用します。 

 

仕様： 

入力接続（１）：  ユーロ型ターミナルブロック 

入力レベル：  ノミナル+４ｄＢｕ； 最大+２２ｄＢｕ 

出力接続（２）：  金メッキＲＣＡフォノジャック 

出力レベル：  ノミナル-１０ｄＢＶ 

周波数特性（ラインレベル）： ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ：   ０．０５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、+４ｄＢｕ入力）、０．０１％以下（１ｋＨｚ） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ６．１×４．０４×７．６ 

 



 

 

TXTXTXTX－Ａ２－Ａ２－Ａ２－Ａ２ＤＤＤＤ    

デュアルオーディオコンバーター      －バランス～アンバランス 

 

特徴： 

・ ステレオバランスライン入力をアンバランスで出力 

・ バランスをアンバランスへ変換 

・ ステレオ入力をステレオ出力 

・ +４ｄＢｕ入力レベルを-１０ｄＢＶで出力 

・ スタジオクオリティのトランス絶縁 

・ 出力端子でパッシブ変換 

 

用途： 

ＴＸ－Ａ２Ｄは、パッシブでの絶縁及び、プロ機器用のバランスラインレベルと民生機器用のアンバランス入力の間でステレオソースのレベ

ル減衰が必要とされる設備においては理想的な選択肢です。 

 

ＴＸ－Ａ２Ｄは、完全なアンバランス・ステレオラインレベルの音声出力モジュールです。前面パネルには、各チャンネル+４ｄＢｕのバランス

オーディオソースを接続するための、ユーロ型ターミナルブロックを装備しています。入力信号は、スタジオクオリティの絶縁トランスを介し

て前面パネルにある２つの金メッキ仕様のＲＣＡフォノジャックに接続されています。各出力には、ノミナル-１０ｄＢＶレベルを生成する減衰

回路が組み込まれています。シールドは、ＴＸ－Ａ２Ｄの丈夫なアルミエンクロージャーで提供されています。 

 

プロ機器用フォーマットのオーディオ信号をアンバランスラインレベルに変換する必要がある場所においても、ＴＸ－Ａ２とＴＸ－Ａ２Ｄは理

想的な選択肢でしょう。単独で、あるいは他のＲＤＬ®製品と共に完全なオーディオ／ビデオシステムの一部として利用します。 

 

仕様： 

入力接続（１）：  ユーロ型ターミナルブロック 

入力レベル：  ノミナル+４ｄＢｕ; 最大+２２ｄＢｕ 

出力接続（２）：  金メッキＲＣＡフォノジャック 

出力レベル：  ノミナル-１０ｄＢＶ 

周波数特性（ラインレベル）： ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

クロストーク：  ８０ｄＢ以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、-１０ｄＢＶ基準）；-９０ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

ＴＨＤ：   ０．０５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、+４ｄＢｕ入力）、０．０１％以下（１ｋＨｚ） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ６．１×４．０４×７．６ 

 



 

 

 

特徴： 

・ スタジオクオリティのバイファイラオーディオトランス 

・ ＲＤＬ®ＴＸｓ™の利便性とガルバニック絶縁 

・ 入出力コネクタは金メッキ仕様 

・ バランスをアンバランスへ変換 

・ プロ用レベルを民生用レベルへ変換 

・ 周波数特性：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

・ ＴＨＤ：０．０６％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、+４ｄＢｕ入力）、０．００１５％（１ｋＨｚ、+４ｄＢｕ入力） 

・ 入力：+４ｄＢｕ（最大+２２ｄＢｕ）、１０ｋΩブリッジ， ＸＬＲ 

・ 出力レベル：-１０ｄＢＶ、ＲＣＡフォノジャック 

・ ＣＭＲＲ：８５ｄＢ以上（バランス入力で５０Ｈｚ～６０Ｈｚ） 

仕様： 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．８×７．６×３．８１ 

 

 

 

 

特徴： 

・ スタジオクオリティのバイファイラオーディオトランス 

・ トランスは端子台に結合 

・ １：１トランス結合によるガルバニック絶縁 

・ ６００Ωラインを駆動するためのトランス 

・ ＲＤＬ®ＴＸｓ™の利便性 

・ 周波数特性：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

・ ＴＨＤ：０．０３５％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、+４ｄＢｕ入力）、０．００１％（１ｋＨｚ入力） 

・ 入出力レベル：+４ｄＢｕ、最大+２２ｄＢｕ 

・ ＣＭＲＲ：８５ｄＢ以上（バランス入力で５０Ｈｚ～６０Ｈｚ） 

仕様 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．８×７．６×３．８１ 

 

ＴＸ－ＡＴ１ＴＸ－ＡＴ１ＴＸ－ＡＴ１ＴＸ－ＡＴ１    

オーディオ絶縁トランス   －６００Ω １：１ 

 

ＴＸ－ＡＦＣ１ＦＴＸ－ＡＦＣ１ＦＴＸ－ＡＦＣ１ＦＴＸ－ＡＦＣ１Ｆ    

バランス～アンバランス・オーディオトランス    －ＸＬＲ、ＲＣＡフォノジャック 

 



 

 

ＴＸ－Ｊ２ＴＸ－Ｊ２ＴＸ－Ｊ２ＴＸ－Ｊ２    

アンバランス入力トランス－アンバランスステレオ入力を合成してバランスモノラルで出力 

 

 

特徴： 

・ ２系統のアンバランスオーディオ信号をモノラルバランスにミックス 

・ ステレオをバランス出力のモノラルへ合成 

・ ゲインなしでアンバランスをバランスへ変換 

・ アンバランスライン入力上のハムキャンセル 

・ 周波数特性：３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１ｄＢ） 

 

仕様： 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ７．６×３．０５×３．８１ 

 



 

 

ＲＵ－ＶＣＡ２ＡＲＵ－ＶＣＡ２ＡＲＵ－ＶＣＡ２ＡＲＵ－ＶＣＡ２Ａ    

デジタルコントロールアッテネータ 

 

特徴： 

・ ローカルまたはリモートコントロールでオーディオレベルの設定 

・ モノラルまたはステレオでの減衰 

・ ノイズレスなゼロクロス調整ステップ 

・ ９６ｄＢまで０．５ｄＢ単位で調整可 

・ データバスにより複数モジュールの調整が可能 

・ 複数の場所からリモートコントロールが可能 

・ 各チャンネルで正確にレベルトラッキング 

・ ラインレベルバランス／アンバランス入出力 

・ ランプレート（Ｕｐ／Ｄｏｗｎ）が調整可能 

・ 各種ＲＤＬ®リモートコントロールを使用して制御可能 

・ レベルコントロールオプションが選択可能：  

 プッシュボタン（内部または外部） 

 モメンタリパルス（外部／ロータリエンコーダ） 

 ０ TO １０Ｖｄｃまたは１０ｋΩのポテンショメーター 

・ 電源投入時にパワーアップＰＲＥＳＥＴに戻すか、直前に使用したレベルに戻すかを選択可能 

・ 操作拡張のためにＭＡＳＴＥＲ／ＳＬＡＶＥが選択可能 

 

用途： 

ＲＵ－ＶＣＡ２Ａは、バランス及びアンバランスラインレベルのソースを、ローカルまたはリモートで操作するための、全てを備えた、スタジ

オクオリティのデュアルチャンネル・オーディオアッテネーターモジュールです。各モジュールは、一箇所または複数箇所からリモートコント

ロールが可能です。背面パネルの各端子は、ＲＤＬ®製のリモートコントローラーやＯＥＭ機器のさまざまな方法を利用することで、柔軟な

操作オプションを提供します。 

 

最適な信頼性、正確なトラッキングと長期のクリックフリーサービスのために、オーディオレベルはノイズレス・ゼロクロス・デジタルアッテ

ネータを使用して、０．５ｄＢ単位で制御されます。ＲＵ－ＶＣＡ２Ａの持つ卓越した広帯域低ノイズ性能は、最も要求の厳しい用途におけるレ

ベル調整に最適です。背面パネルの入力および出力は、バランスラインでもアンバランスでも接続できます。 

 

ＭＯＭ（モメンタリ）モード 

ＭＯＭ（モメンタリ）モードでは、プッシュボタンやパルスによりオーディオレベルが瞬時に制御されます。リモート端子と前面パネルのプッ

シュボタンは、ランプのＵＰ及びＤＯＷＮコントロールのために装備されています。どちらかのボタンを継続的に押し続けると、オーディオは

自動的に上下します。ボタンを断続的に（０．５秒以下）押すと、オーディオは一段ずつ上昇します。ＵＰ及びＤＯＷＮのランプタイムは、前面

パネル上で個別に調整可能です。リモートコントローラーのＵＰ及びＤＯＷＮボタンを同時に押す、あるいは前面パネルのＧＯ ＴＯ ＰＲＥＳ

ＥＴボタンを押すと、オーディオをプリセットレベルに戻します。プリセットレベルは、ＵＰとＤＯＷＮボタンを使用して希望のレベルに調整し、

その後前面パネルのＰＲＥＳＥＴボタンを３秒間押し続けると、保存されます。背面パネルのスイッチは、プリセットレベルもしくは最後に利

用したレベル設定のいずれかにオーディオのパワーアップレベルを設定します。複数の場所でのリモートコントロールは、ＭＯＭモードで

可能です。外部制御パルスは、正極および-グラウンド接地（オープンコレクター）となります。 

 

 

 



 

 

０ TO １０ＶＤＣモード 

０ TO １０ＶＤＣモードでは、プリセット機能は無効になり、オーディオレベルは１０ｋΩのＢカーブポットのリモート、あるいは０～１０Ｖｄｃで

制御されます。１０ｋΩポットのリモートを利用して、一箇所のリモートコントロールが可能です。 

両方の操作モードでは、個別に２つの０ ｔｏ １０Ｖｄｃの出力が設けられています。リニアＲＡＭＰの出力は、ＲＤＬ®リモートコントロールの

レベル表示を駆動します；ＥＱ ＲＡＭＰ出力はＲＤＬラウドネスイコライザ（ＳＴ－ＬＥＱ１参照）を自動制御するために利用されます。前面パ

ネルの１０個並んだＬＥＤ表示は、相対オーディオレベルを表示します。ＥＸＴＥＲＮＡＬ ＣＯＮＴＲＯＬ ＤＡＴＡを利用して、コントロールの拡

張が可能です。ＳＬＡＶＥモードに設定したＲＵ－ＶＣＡ２ＡまたはＲＵ－ＶＣＡ６Ａモジュールを１台以上追加し、そのレベルを制御するために、

１台のモジュールがＭＡＳＴＥＲモジュールとして設定可能です。 

 

ＲＵ－ＶＣＡ２Ａを個別に使用するか、または完全なシステムの一部として他のＲＤＬ®製品とそれを組み合わせて使用します。 

 

仕様： 

入力：   １０ｋΩ以上バランスブリッジ、又はアンバランスラインレベル 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％以下（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

ゲイン：   ユニティ～-９６ｄＢで調整可能 

ステップ幅：   ０．５ｄＢ単位 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上（+４ｄＢｕ基準） 

残留雑音：   -９０ｄＢ以下（+４ｄＢｕユニティゲイン） 

ＣＭＲＲ：   ６５ｄＢ以上（５０～１５０Ｈｚ） 

クロストーク：  -９５ｄＢ以下（１ｋＨｚ）、-８５ｄＢ以下（２０Ｈｚ～５ｋＨｚ） 、-７５ｄＢ以下（５ｋＨｚ～２０ｋＨｚ） 

ランプタイム：  ０．５秒遅延、以降３秒～１０秒 

   （アップタイム、ダウンタイムはそれぞれ前面パネル上で調整可能） 

インジケーター（１０）：  前面パネルＬＥＤがオーディオの相対レベル（８）、最大状態（緑） 

   最小状態（赤）を表示 

オーディオ出力（２）：  バランス／１５０Ω（アンバランス接続も可能） 

ランプ出力：   接地準拠、０～１０Ｖｄｃ 

   注意：追加のＶｃａの０～１０Ｖ入力を駆動するために意図されていません 

ＥＱランプ出力：  接地準拠、０～１０Ｖｄｃ 

   注意：ＤＣテーパーはＲＤＬ®ラウドネスＥQ（ＳＴ－ＬＥＱ１）を操作する為だけのもので 

す。 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１２０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４．３×１５．０×９．９（コネクタを含む） 

 

 



 

 

ＲＵ－ＶＣＡ６ＲＵ－ＶＣＡ６ＲＵ－ＶＣＡ６ＲＵ－ＶＣＡ６ＡＡＡＡ    

デジタルコントロールアッテネータ 

 

特徴： 

・ ローカルまたはリモートコントロールでオーディオレベルの設定 

・ ６チャンネル／サラウンドでの減衰 

・ ノイズレスなゼロクロス調整ステップ 

・ ９６ｄＢまで０．５ｄＢ単位で調整可 

・ データバスにより複数モジュールの調整が可能 

・ 複数の場所からリモートコントロールが可能 

・ 各チャンネルで正確にレベルトラッキング 

・ ラインレベルバランス／アンバランス入出力 

・ ランプレート（Ｕｐ／Ｄｏｗｎ）を調整可能 

・ 各種ＲＤＬ®リモートコントロールを使用して制御可能 

・ レベルコントロールオプションが選択可能： 

 プッシュボタン（内部または外部） 

 瞬時パルス（外部／ロータリエンコーダ） 

 ０ TO １０Ｖｄｃまたは１０ｋΩのポテンショメータ 

・ 電源投入時にパワーアップＰＲＥＳＥＴに戻るか最後のレベルに戻るかを選択可能 

・ 操作拡張のためにＭＡＳＴＥＲ／ＳＬＡＶＥが選択可能 

 

用途： 

ＲＵ－ＶＣＡ６Ａは、バランス及びアンバランスラインレベルのソースを、ローカルまたはリモートで操作するための、フル装備でスタジオ品

質のデュアルチャンネル・オーディオアッテネーターモジュールです。ＲＵ－ＶＣＡ６Ａは、サラウンド音響（５．１）や６系統の独立したアナロ

グオーディオチャンネルのレベルコントロール用に６つのオーディオチャンネルを持っています。各モジュールは、一箇所または複数箇所

からリモートコントロールが可能です。背面パネルの各端子は、ＲＤＬ®製のリモートコントローラーやＯＥＭ機器のさまざまな方法を利用す

ることで、柔軟な操作オプションを提供します。 

 

最適な信頼性、正確なトラッキングと長期のクリック·フリーサービスのために、オーディオレベルはノイズレスゼロクロスデジタルアッテネ

ータを使用して、０．５ｄＢ単位で制御されます。ＲＵ－ＶＣＡ６Ａの持つ卓越した広帯域低ノイズ性能は、最も要求の厳しいアプリケーション

におけるレベル調整に最適です。背面パネルの入力および出力は、バランスラインでもアンバランスでも接続できます。 

 

ＲＵ－ＶＣＡ６Ａは、電源投入すると背面パネルのスイッチで設定された２つの動作モードのいずれかで起動します。 

 

ＭＯＭ（モメンタリ）モード 

ＭＯＭ（モメンタリ）モードでは、オーディオレベルがプッシュボタンやパルスに瞬時に制御されます。リモートコントロール用端子と前面パ

ネルのプッシュボタンは、ランプのＵＰ及びＤＯＷＮコントロールのために装備されています。どちらかのボタンを継続的に押し続けると、オ

ーディオは自動的に上下します。ボタンを断続的に（０．５秒以下）押すと、オーディオは一段ずつ上昇します。ＵＰ及びＤＯＷＮのランプタイ

ム、前面パネル上で個別に調整可能です。リモートコントローラーのＵＰ及びＤＯＷＮボタンを同時に押す、あるいは前面パネルのＧＯ ＴＯ 

ＰＲＥＳＥＴボタンを押すと、オーディオをプリセットレベルに戻します。プリセットレベルは、ＵＰとＤＯＷＮボタンを使用して希望のレベルに

調整し、その後前面パネルのＰＲＥＳＥＴボタンを３秒間押し続けると、保存されます。背面パネルのスイッチは、プリセットレベルもしくは最

後に利用したレベル設定のいずれかにオーディオのパワーアップレベルを設定します。複数の場所でのリモートコントロールは、ＭＯＭモ

ードで可能です。外部制御パルスは、+極および-グラウンド（オープンコレクタ）となります。 



 

 

０ TO １０ＶＤＣモード 

０ TO １０ＶＤＣモードでは、プリセット機能は無効になり、オーディオレベルは１０ｋΩのリニアテーパーポットのリモート、あるいは０～１

０Ｖｄｃで制御されます。１０ｋΩポットのリモートを利用して、一箇所のリモートコントロールが可能です。 

両方の操作モードでは、個別に２つの０ ｔｏ １０Ｖｄｃの出力が設けられています。リニアＲＡＭＰの出力は、ＲＤＬリモートコントロールのレ

ベル表示を駆動します；ＥＱ ＲＡＭＰ出力はＲＤＬラウドネスイコライザ（ＳＴ－ＬＥＱ１参照）を自動制御するために利用されます。前面パネ

ルの１０個並んだＬＥＤ表示は、相対オーディオレベルを表示します。ＥＸＴＥＲＮＡＬ ＣＯＮＴＲＯＬ ＤＡＴＡを利用して、コントロールの拡張

が可能です。ＳＬＡＶＥモードに設定したＲＵ－ＶＣＡ２ＡまたはＲＵ－ＶＣＡ６Ａモジュールを１台以上追加してそのレベルを制御するために、

１台のモジュールがＭＡＳＴＥＲモジュールとして設定可能です。 

 

ＲＵ－ＶＣＡ６Ａを個別に使用するか、または完全なシステムの一部として他のＲＤＬ®製品とそれを組み合わせて使用します。 

 

仕様： 

入力：   １０ｋΩ以上バランスブリッジ、又はアンバランスラインレベル 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．００５％未満（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

ゲイン：   ユニティ～-９６ｄＢで調整可能 

ステップ幅：   ０．５ｄＢ単位 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上（+４ｄＢｕ基準） 

残留雑音：   -９０ｄＢ以下（+４ｄＢｕユニティゲイン） 

ＣＭＲＲ：   ６５ｄＢ以上（５０～１５０Ｈｚ） 

クロストーク：  -９５ｄＢ以下（１ｋＨｚ）、-８５ｄＢ以下（２０Ｈｚ～５ｋＨｚ）、-７５ｄＢ以下（５ｋＨｚ～２０ｋＨｚ） 

ランプタイム：  ０．５秒遅延、以降３秒～１０秒 

   （アップタイム、ダウンタイムはそれぞれ前面パネル上で調整可能） 

インジケーター（１０）：  前面パネルＬＥＤがオーディオの相対レベル（８）、最大状態（緑） 

   最小状態（赤）を表示 

オーディオ出力（２）：  バランス／１５０Ω（アンバランス接続も可能） 

ランプ出力：   接地準拠、０～１０Ｖｄｃ 

   注意：追加のＶｃａの０～１０Ｖ入力を駆動するために意図されていません 

ＥＱランプ出力：  接地準拠、０～１０Ｖｄｃ       

   注意：ＤＣテーパーはＲＤＬラウドネスＥQ（ＳＴ－ＬＥＱ１）を操作する為だけのものです 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠１２０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．１８×１４．６×９．９（コネクタを含む） 

 

 

 



 

 

ＴＸ－ＡＦＣ１Ｍ 

アンバランス～バランス・オーディオトランスファー    －ＲＣＡフォノジャック、ＸＬＲ 

 

特徴： 

・ スタジオクオリティのバイファイラオーディオトランス 

・ コネクタ式オーディオフォーマットコンバーター 

・ ＲＤＬ®ＴＸｓ™の利便性とガルバニック絶縁 

・ 入出力コネクタは金メッキ仕様 

・ アンバランスをバランスへ変換 

・ ユニティゲイン 

・ 周波数特性：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

・ ＴＨＤ：０．０６％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、-１０ｄＢＶ入力）、０．００１５％（１ｋＨｚ、-１０ｄＢＶ入力） 

・ 入力：-１０ｄＢＶ（最大+２２ｄＢｕ）、１０ｋΩフォノジャック 

・ 出力レベル：-１０ｄＢＶ、フォノジャック 

・ インサーションロス：０．２５ｄＢ（２０Ωソース、１０ｋΩ負荷） 

 

仕様： 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．８×７．６×４．１ 

 

 



 

 

ＴＸ－ＡＴ１ＳＴＸ－ＡＴ１ＳＴＸ－ＡＴ１ＳＴＸ－ＡＴ１Ｓ    

オーディオ絶縁トランス／サプレッサー 

 

・ スタジオクオリティのバイファイラオーディオトランス 

・ トランジェント及びＲＦのサプレッション 

・ トランスは端子台に結合 

・ ガルバニック絶縁 

・ １：１トランス結合 

・ ６００Ωラインを駆動するためのトランス 

・ 周波数特性：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

・ ＴＨＤ：０．０３５％以下（５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ、+４ｄＢｕ）、０．００１％（１ｋＨｚ） 

・ 入出力レベル：+４ｄＢｕ、最大+２２ｄＢｕ 

・ ＣＭＲＲ：８５ｄＢ以上（バランス入力で５０Ｈｚ～６０Ｈｚ） 

 

仕様： 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．８×７．６×４．１ 

 

 

ＴＸ－ＬＭ２ＴＸ－ＬＭ２ＴＸ－ＬＭ２ＴＸ－ＬＭ２    

ラインレベル～マイクレベル・トランスフォーマー 

 

 

特徴： 

・ バランス６００Ω電話回線（もしくは他の回線）をマイク、又はライン入力へマッチング 

・ デュアル出力： アンバランスラインレベル又はバランスマイクレベル 

・ 周波数特性： ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

・ ＴＨＤ： ０．０５％以下（１ｋＨｚ） 

 

仕様： 

周辺動作環境：         ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ７．６×３．０×３．６ 



 

 

ＳＴ－ＲＧ１ＳＴ－ＲＧ１ＳＴ－ＲＧ１ＳＴ－ＲＧ１    

ランプジェネレーター   －０～１０Ｖｄｃ出力 

 

用途： 

ＳＴ－ＲＧ１はデジタル式に０～１０Ｖｄｃを発生させるランプジェネレーターです。ＳＴ－ＶＣＡ３との併用で複数のポイントからオーディオボリ

ュームを制御用に必要な理想的なインターフェースを提供します。アップ／ダウンボタンを制限なくＳＴ－ＲＧ１に接続できます。ステレオ用

に、６つのＳＴ－ＶＣＡ１を動作するのに十分な駆動装置がＳＴ－ＲＧ１に装備されています。 

付属機能： 

ＶＣＡは、オプションのＲＬＣ２リモートレベルコントロールパネルを用いて、いくつかの位置からコントロールすることが出来ま

す。 

ＬＥＤレベルインジケータードライバー回路が相対レベルの視覚表示用にＳＴ－ＲＧ１に装備されています。 

 

仕様： 

コントロール入力：  ランプアップ用に１；ランプダウン用に１ 

外部クロージャーは通常ロー入力を＋１５Ｖｄｃまで引き上げ、アップ／ダウン機能を動作させます 

インジケーター出力：  赤ＬＥＤ動作用に１（パーシャル～完全ＯＦＦ） 

   緑ＬＥＤ動作用に１（パーシャル～完全ＯＮ） 

ＬＥＤ出力電流：  ０～３ｍＡ（低電流、高輝度ＬＥＤ動作用） 

ランプ出力：   ノミナル０～１０Ｖ、（ＳＴ－ＶＣＡ１負荷下で標準０．１Ｖ以下～９．８Ｖ以上） 

最小段：   ノミナル２００ｍＶ 

ランプタイム：  ノミナル５秒（完全ＯＦＦ～完全ＯＮ；又は完全ＯＮ～完全ＯＦＦ） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠４０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 

 



 

 

ＳＴ－ＶＣＡ３ＳＴ－ＶＣＡ３ＳＴ－ＶＣＡ３ＳＴ－ＶＣＡ３    

電圧コントロールアンプ 

 

 

特徴： 

・ ＤＣ電圧によるオーディオレベルコントロール 

・ オーディオレベルをリモートコントロール 

・ ２芯シールド線、又は３線によるコントロール 

・ ＶＣＡでマイク又はラインレベル入力 

・ ＶＣＡでラインレベル出力 

・ ＶＣＡで操作レベルをＬＥＤメーター表示 

 

用途： 

ＳＴ－ＶＣＡ３は、リモートコントロールパネル、ポテンショメーター、又はＤＣ電圧（０～１０Ｖｄｃ）によるスムーズなオーディオレベルコントロ

ールが求められる用途で使用されます。パワーアンプのオーディオ入力に直列に設置することで、アンプのレベルをリモートコントロール

することができます。オーディオはラック１ヶ所にまとめておくという環境での設置では、オーディオコントロールがＳＴ－ＶＣＡ３からラック外

に拡張されます。多くの設備ではポテンショメーターをオーディオが通過し続ける長期間ポテンショメーターを避ける利点があります。外部

ＤＣコントロールの付いたＳＴ－ＶＣＡ３は“スクラッチ”音を、実質的に取り除きます。大抵のオーディオ／ビデオシステムコントロールユニ

ットは、ＳＴ－ＶＣＡ３を使用して直接オーディオレベルをコントロールできる０～１０Ｖｄｃのコントロール出力を提供します。ＳＴ－ＶＣＡ３は本

質的に、ラインレベルの減衰用です。高品質ユーティリティマイクプリアンプがモジュールに含まれています。マイクジャック用の壁掛レベ

ルコントロールの様にマイクプリアンプのリモートコントロールが必要な場合は、ＳＴ－ＶＣＡ３はリモートコントロールマイクプリアンプにも

なり得ます。 

 

仕様： 

入力（２）：   マイク：２００Ωバランス  ５ｋΩアンバランス 

ライン：   ３０ｋΩバランス ブリッジ／アンバランス 

入力レベル（+４ｄＢｕ出力用）： マイク：-４４ｄＢｕ～-６０ｄＢｕ（１５０Ωソース）；ライン：-１８ｄＢｕ（-２０ｄＢＶ）～-４ｄＢｕ 

出力信号（定格）：  +４ｄＢｕ、１５０Ωバランス 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ 

ＴＨＤ+Ｎ：   マイク：０．０５％以下 

   ライン：０．０２５％以下（ユニティゲイン）；０．０２５％標準＠１５ｄＢ 

周波数特性：  マイク：３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１ｄＢ） 

   ライン：１０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．１ｄＢ） 

ノイズ：   マイク：-７１ｄＢ以下（+４ｄＢｕ出力）（１５０Ωソース；５０ｄＢゲイン） 

   ライン：-７８ｄＢ以下（+４ｄＢｕ出力（最大ゲイン） 

ＣＭＲＲ：   マイク：６０ｄＢ以上；ライン：６０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

コントロール入力：  ０～１０Ｖｄｃ又は０～１０ｋΩリニア 

減衰レンジ：   ０～９０ｄＢ（９０ｄＢ以上＠０Ｖｄｃコントロール） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １．７×７．６×３．９  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤｉｇｉｔａｌＤｉｇｉｔａｌＤｉｇｉｔａｌＤｉｇｉｔａｌ    



 

 

ＦＰ－ＤＦＣ２ＦＰ－ＤＦＣ２ＦＰ－ＤＦＣ２ＦＰ－ＤＦＣ２    

デジタル・オーディオ・フォーマットコンバーター（２４／１９２） 

 

特徴： 

・ Ｓ／ＰＤＩＦをＡＥＳ／ＥＢＵに変換 

・ ＡＥＳ－３ＩＤをＡＥＳ－ＥＢＵへ変換 

・ 独自のＳｕｒｅ－Ｌｏｋ™によるオートリカバリー 

・ 自動サンプルレート検出 

・ コアキシャルまたは、オプチカル入力 

・ Ｖａｉｌｄ Ｓｉｇｎａｌ ＬＯＣＫＥＤインジケーター 

・ トランスによる出力の絶縁 

・ ２４ｂｉｔ/１９２ｋＨｚまで完全動作 

・ キャビネット、棚またはラック取り付け用 

 

用途： 

ＦＰ－ＤＦＣ２は、ＲＤＬ®による多目的ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™製品グループの１つです。独特なＦＬＡＴ－ＰＡＫ™ケースは、キャビネットまたは棚にネ

ジやボルトで直接 固定することが出来ます。別売のラックマウントアクセサリは、１つまたは複数のＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュールの取り付け

を許容します。全てのＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュールは、単独のパワーサプライから、デイジーチェーンによる複数のモジュール用に電源配線

ケーブルが供給されます。 

 

ＦＰ－ＤＦＣ２は、ＳＰＤＩＦソースをＡＥＳ/ＥＢＵ プロ用デジタルオーディオ機器に接続する必要がある多くのアプリケーションに理想的な選

択肢です。デジタル入出力の接続は、天板にジャックが設けられています。電源の接続は、パネルの端にあるフルサイズのバリアブロック

端子やｄｃ電源ジャックのどちらかを使用します。反対側の端には、追加のＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュール接続用に２つ目のｄｃ電源ジャックが

設けられています。 

 

ＳＰＤＩＦ用に用意されている３つのジャックはＲＣＡフォノジャック、ＢＮＣ、オプチカル（光学）です。また、ＢＮＣジャックはＡＥＳ－３ＩＤ信号を

受け入れます。これらの入力ジャックは、いずれか１つを使用できます。ＡＥＳ/ＥＢＵ出力は、ＸＬＲジャックにて接続します。電気出力は、ト

ランスにより絶縁されています。入力信号は、ＡＥＳ/ＥＢＵフォーマットに再構築されてデコードされます。ＳＰＤＩＦとＡＥＳ/ＥＢＵ規格両方に

共通な全てのヘッダ情報は、出力のデータストリームにインサートされます。ＬＥＤインジケーターは、有効なデジタル入力信号がロックさ

れ、出力に変換されるときに点灯しています。 

 

民生用とプロフェッショナル品質のデジタルオーディオ機器による頻繁に遭遇する問題は、デジタル信号が切り替わったり、デジタル入力

に接続された時の、予測不可能なラッチアップです。ＦＰ－ＤＦＣ２固有のＳｕｒｅ－Ｌｏｋ™オートリカバリー回路は、プロの環境で遭遇する

様々な条件下において、デジタルオーディオフォーマットの変換に対し、高いレベルの安定性をもたらし、ラッチアップの最も頻繁な原因を

監視し、デジタル信号ロックを再試行します。 

 

ＦＰ－ＤＦＣ２は、その他のプロフェッショナル変換デバイスとは異なるいくつかの独特な機能を備えています：１）選択された情報だけでなく、

両方のフォーマットに共通するすべてのヘッダ情報がＡＥＳ/ＥＢＵ出力に供給されます。 ２）アンチラッチアップ制御回路は、非常に安定し

た動作を提供します。 ３）電気出力は、トランスにより絶縁されています。 ４）ＦＰ－ＤＦＣ２のデザインは、特に限られたスペースや、さま

ざまな場所の機器ラックに簡単に取り付けることが出来ます。 

 

 

 



 

 

ＦＰ－ＤＦＣ２ 

 

仕様： 

入力（３）：   ７５ΩＳＰＤＩＦ（ＲＣＡフォノジャックまたはＢＮＣ）またはオプチカル、ＡＥＳ-３ＩＤ（ＢＮＣ） 

出力：   ＡＥＳ／ＥＢＵバランスＸＬＲ・トランス絶縁 

サンプルレート：  ３２ｋＨｚ～１９２ｋＨｚ 

解像度：   １６～２４ビット 

規格：   ＩＥＣ９５８，ＳＰＤＩＦ，ＥＩＡＪＣＰ３４０／１２０１、ＡＥＳ３－１９９２ 改正３－１９９９ 

インジケーター（２）：  ＬＥＤ ＬＯＣＫインジケーター（有効な信号にロック）、ＰＯＷＥＲ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ、接地準拠 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．４０×８．２６×１２．２２ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 

 



 

 

ＦＰ－ＳＰＲ１ＦＰ－ＳＰＲ１ＦＰ－ＳＰＲ１ＦＰ－ＳＰＲ１    

ＳＰＤＩＦ リピーター／アンプ 

 

特徴： 

・ ロングラインからのＳＰＤＩＦ信号レベルを補正 

・ ＳＰＤＩＦコネクタタイプの相互変換 

・ ＢＮＣ、フォノ、オプチカル入力 

・ ＢＮＣ、フォノ、オプチカル出力 

・ ＳＰＤＩＦ波形の再形成 

・ ほぼジッター無しの動作 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™ の利便性 

 

用途： 

ＦＰ－ＳＰＲ１は、ＳＰＤＩＦコネクタタイプの相互変換、または低レベルＳＰＤＩＦ信号の再生が求められる用途において、理想的な製品です。

電源接続はフルサイズのバリアブロックターミナル、もしくはパネルの端にあるｄｃ電源ジャックを使用します。反対側の端には、追加のＦＬ

ＡＴ－ＰＡＫ™モジュール接続用に２つ目のｄｃ電源ジャックが設けられています。 

 

ＦＰ－ＳＰＲ１はシングルチャンネルモジュールで、３つの個別入力を備えています。各入力は、従来のＳＰＤＩＦフォーマットで供給されます：

ＢＮＣ、フォノ、オプチカルのうちいずれか１つを使用します。コアキシャル入力は、オプチカル入力よりも優先されます。３つの出力ジャック

も同様に：ＢＮＣ、フォノ、オプチカルが備わっています。コアキシャルジャックのいずれかが使用され、そして（或いは）オプチカル出力が

接続されます。３つの出力の内１つだけを使用する、もしくは１つのコアキシャルとオプチカル出力を同時に使用することが可能です。モジ

ュールから正しい出力を生成するだけの、十分な振幅の入力信号を受けると、前面パネル上のＳＩＧＮＡＬ ＬＥＤが点灯します。 

 

主な仕様： 

入力（３）：    ７５ΩＢＮＣコアキシャル、７５Ωフォノコアキシャル、オプチカル 

入力レベル：   １００ｍＶ～２．５Ｖｐ-ｐ（コアキシャル） 

出力（３）：    ７５ΩＢＮＣコアキシャル、７５Ωフォノコアキシャル、オプチカル 

出力レベル：   ５００ｍＶｐ-ｐ（コアキシャル） 

周波数特性：   ２８ｋＨｚ～４８ｋＨｚ 

インジケーター（１）：   ＬＥＤ信号表示 

ジッター：    ２００ｐＳ以下（入力信号２００ｍＶｐ-ｐまたはそれ以上）   

    1ｎＳ以下（入力信号１００ｍＶｐ-ｐ） 

電源仕様：    接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠８０ｍＡ 

    注意：スタンドアローン設備では１２Ｖｄｃで動作可能 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）：  ３．４０×８．２６×７．１６ 

周辺動作環境：   -１０℃～５５℃ 

 

 



 

 

ＨＲＨＲＨＲＨＲ－－－－ＡＤＣ１ＡＤＣ１ＡＤＣ１ＡＤＣ１    

アナログ－デジタルオーディオコンバーター 

 

特徴： 

・ 放送品質のアナログ－デジタル変換 

・ 入力：バランス またはアンバランスのステレオ入力 

・ 出力：ＡＥＳ/ＥＢＵ， コアキシャル（同軸）Ｓ/ＰＤＩＦ、ＡＥＳ－３ＩＤ 

・ 外部同期入力：ＡＥＳ/ＥＢＵ、コアキシャル（同軸）Ｓ/ＰＤＩＦ、ＡＥＳ－３ＩＤ 

・ オーディオ 入力ゲイン トリムにより入力ゲインが調整可能 

・ ０ｄＢリファレンスが選択可能な、ピークまたはアベレージバリスティックメーター  

・ ホールドまたは、ピーク保持モード切り替えを持つピークメーター 

・ ２４ｂｉｔ/１９２ｋＨｚまで動作 

・ 内部で生成されたサンプルレートとＢｉｔ Ｄｅｐｔｈを選択可能 

・ 前面パネルのＥｘｔｅｒｎａｌ Ｓｙｎｃ Ｅｎａｂｌｅセレクターとインジケーター 

・ サンプルレート・Ｂｉｔ Ｄｅｐｔｈ・Ｅｘｔｅｒｎａｌ Ｓｙｎｃ Ｌｏｃｋインジケーター 

・ ＡＥＳ/ＥＢＵ出力は、トランスにより絶縁 

 

用途： 

ＨＲ－ＡＤＣ１は、あらゆるオーディオソースやスタイルを持つ卓越したオーディオ精度と明瞭度を提供する放送品質のＡ／Ｄコンバーター

です。オーディオファンのリスニングによる実践を通して微調整された上質なアナログ性能は、非常に低歪み（０.０００６％）で低ノイズ（-１３

５ ｄＢ）そしてフラットな周波数特性（-０．０５ｄＢ）を提供します。この性能は、たぐいまれな柔軟性を持つメーターと、マスタリングの平均レ

ベルモニターおよび、ピーク値が記憶できるプログラム性能が結合しています。外部同期能力に加え前面パネルの設定により最大２４ビッ

ト、１９２ｋＨｚまでのサンプルレートを持つＨＲ－ＡＤＣ１は、要求の厳しいアプリケーションで、A ／D 変換に必要な機器の一つです。 

 

ＨＲ－ＡＤＣ１は、背面のＸＬＲまたはＲＣＡジャック、ユーロ型ターミナルブロックを通して、バランス+４ｄＢｕまたは-１０ｄＢアンバランスのス

テレオオーディオを受け付けます。外部ＡＥＳ/ＥＢＵ、ＡＥＳ－３ＩＤまたは、Ｓ/ＰＤＩＦシンクソースは、背面のＸＬＲ、ＲＣＡまたはＢＮＣジャッ

クを介して接続できます。デジタル オーディオ出力は、ＡＥＳ/ＥＢＵ、ＡＥＳ－３ＩＤまたはＳ/ＰＤＩＦから供給されます。背面パネルのスイッ

チで選択された出力フォーマットは、対応するＸＬＲ、ＲＣＡまたはＢＮＣジャックで使用可能です。 

 

前面パネルのＬＥＦＴとＲＩＧＨＴコントロールは、入力ゲイン調整によりデジタル変換のための任意の平均信号レベルを生成することを可能

にします。オーディオメーターのゼロデシベル（0dB）基準レベルは、-１４、-１６、-１８、-２０ ｄＢＦＳに設定することが出来ます。メーターは、

ピークまたは VU 平均オーディオ·レベルを表示するように設定することが出来ます。-１０ｄＢＦＳと０ｄＢＦＳ（クリッピング）間のオーディオピ

ークは、標準のオーディオレベルメーターの右側に別に表示されます。ピーク表示は、ピーク値をＦｌａｓｈ（瞬間）またはＳｔｏｒｅ（保持）のいず

れかに設定する事が出来ます。フラッシュの持続時間設定は、瞬間、１/３秒ホールドまたは２/３秒ホールドを提供します。ピーク表示をＳＴ

ＯＲＥに設定している場合、ＰＥＡＫ ＲＥＳＥＴボタンが押されるまで記録されている最大のピークが表示されたままなります。 

 

ＨＲ－ＡＤＣ１は、背面パネルに外部同期ソース用入力を提供します。有効な外部同期が接続されている場合は、ＥＸＴＥＲＮＡＬ ＳＹＮＣ Ｌ

ＯＣＫ ＬＥＤが点灯します。前面パネルのＳＹＮＣボタンは、外部ソースに同期させる様にコンバーターを設定します。外部同期を使用しな

い場合、ＨＲ－ＡＤＣ１は、前面パネルのＲＡＴＥボタンを使用して選択されたサンプルレートで変換します。ＢＩＴＳの数値は、前面でユーザ

選択可能です。ピークＬＥＤは、セットアップの間プログラミングインディケータの役目も兼ねます。ＭＯＤＥ ＭＥＮＵは４つの選択カテゴリが

あります。：メインのオーディオメーター用 ＭＥＴＥＲＩＮＧ ＲＳＰ（ピークまたはアベレージ レスポンス）； ＭＥＴＥＲＩＮＧ ０ ＲＥＦ（０ｄＢ 

読み込みのため、メーターの単位を-１４、-１６、-１８、または-２０ｄＢＦＳに設定します），ＤＩＳＰＬＡＹ ＢＲＴ（周囲の明るさに合わせＬＥＤデ

ィスプレイの明るさを設定します。）； ＤＩＳＰＬＡＹ ＰＥＡＫ（ＦＬＡＳＨ， １/３秒保持， ２/３秒保持，または最大ピークを読み込みのＳＴＯＲＥ



 

 

に、ピークＬＥＤを設定します。）プログラミング選択は、5 秒後に自動的に保存され、ＨＲ－ＡＤＣ１が再電源投入された時にメモリに保持さ

れます。 

 

ＨＲ－ＡＤＣ１はユーロ型ターミナルブロックまたはｄｃ電源ジャックを介して２４Ｖｄｃから電源を供給します。前面パネルに電源スイッチが設

けられています。 

 

仕様： 

オーディオ入力（５）：   バランス（２）３０KΩXLR；バランス ターミナルブロック（２） 

    アンバランス ３０KΩ ＲＣＡジャック 

入力レベル：   ＬＥＦＴとＲＩＧＨＴ 前面パネルユーザーコントロール、 

バランス：ノミナル +４ｄＢｕ、+２ｄＢｕ～+２６ｄＢｕ 

アンバランス：ノミナル -１０ｄＢＶ -１１ｄＢＶ～+１１ｄＢＶ （０ｄＢＦＳ） 

外部同期入力（３）：   １１０ΩＡＥＳ／ＥＢＵ ＸＬＲ、トランスにより絶縁  

７５ΩＳ/ＰＤＩＦ ＲＣＡジャック；７５ΩＡＥＳ-３ＩＤ ＢＮＣ 

出力（３）：    １１０ΩＡＥＳ／ＥＢＵ ＸＬＲ、トランスにより絶縁 

７５ΩＳ/ＰＤＩＦ ＲＣＡジャック 

    ７５ΩＡＥＳ-３ＩＤ ＢＮＣ（選択可能） 

サンプルレート：   ４４．１ＫＨｚ、４８ＫＨｚ、８８．２ＫＨｚ、９６ＫＨｚ、１７６．４ＫＨｚ、１９２ＫＨｚ 

解像度：    １６、２０または２４ビット（前面パネルで選択可能） 

周波数特性：   １０Ｈｚ～２０ＫＨｚ（±０．１２５ｄＢ）；２０Ｈｚ～２０ＫＨｚ（±０．０５ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：    -１０５ｄＢＦＳ以下（０.０００６％、２０Ｈｚ～２０ＫＨｚ、内部サンプルレート） 

クロストーク：   -１１５ｄＢ以下（５０～６０Ｈｚ）；-１０５ｄＢ以下（１５ＫＨｚ） 

残留ノイズ：    -１３５ｄＢ以下（１０Ｈｚ～２０ＫＨｚ） 

ダイナミックレンジ：   １１４ｄＢ以上（解像度２４ビット ウェイトなし） 

機能設定メニュー（４）：   メーター設定、メーター０基準設定、ピークホールド／ストア設定、表示設定 

インジケーター（４９）：   電源；外部シンクロック；サンプルレート（６）；ＢＩＴＳ（３）； 

オーディオメーター（２６）； ピークメーター（１２） 

電源仕様：    ２４Ｖｄｃ＠３００ｍＡ、接地準拠 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  ４．３×２０．６×１１．６６ 

 



 

 

ＨＲＨＲＨＲＨＲ－－－－ＤＡＤＡＤＡＤＡＣ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１    

デジタル－アナログオーディオコンバーター     －２４ｂｉｔ、１９２ｋＨｚ 

 

 

特徴： 

・ 放送品質のデジタル－アナログ変換 

・ ＩＮＰＵＴ：ＡＥＳ/ＥＢＵ， コアキシャル（同軸）Ｓ/ＰＤＩＦ、ＡＥＳ－３ＩＤ 

・ ＯＵＴＰＵＴ： バランス またはアンバランスのステレオオーディオ 

・ オーディオ出力ゲイン トリムにより出力ゲインが調整可能 

・ デュアルＬＥＤオーディオ出力レベル VU メーター 

・ ２４ｂｉｔ/１９２ｋＨｚまで動作 

・ 独自のＳｕｒｅ－Ｌｏｋ™によるオートリカバリー監視 

・ ＡＥＳ/ＥＢＵ出力は、トランスにより絶縁 

・ インジケーターつき自動サンプルレート検出 

・ 有効な入力に対するＤｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｌｏｃｋインジケーター 

 

用途： 

ＨＲ－ＤＡＣ１は、ＡＥＳ/ ＥＢＵ、ＡＥＳ－３ＩＤまたはＳ/ ＰＤＩＦデジタルオーディオソースからの高品質アナログ·オーディオを必要とする用

途に理想的な選択肢です。ＨＲ－ＤＡＣ１は、４つの入力ジャック（Ｓ/ＰＤＩＦオプチカル（光学）、Ｓ/ＰＤＩＦコアキシャル（同軸）、ＡＥＳ－３ＩＤま

たはＡＥＳ/ＥＢＵ）のいずれかに有効な入力を自動的に検出します。ＡＥＳ/ＥＢＵ入力が１１０Ωで終端されており、Ｓ/ＰＤＩＦコアキシャル

（同軸）とＡＥＳ－３ＩＤジャックは７５Ωで終端されています。前面パネルのＬＯＣＫ ＬＥＤは、フェーズ・ロックやビットエラーなく、有効なデジ

タル・オーディオソースの存在を表示します。３２ｋＨｚから１９２ｋＨｚまでのサンプルレートは、４４．１ｋＨｚ，４８ｋＨｚ，９６ｋＨｚ，および１９２ｋ

Ｈｚの標準のデジタル・オーディオレートを示すために前面パネルのＬＥＤによりサポートされています。 プロ仕様の動作安定性は、ＲＤＬ®

独自のＳｕｒｅ－Ｌｏｋ™ラッチアップ 自動リカバリーにより 達成されます。 

 

デジタル入力は、高速デルタシグマ変換、デジタルフィルタリング、そしてフィルターされた広帯域のアナログドライバを使用して、ステレオ

音声に変換されます。高性能、低ノイズ コンバーターは、比類のないパフォーマンスを提供するために、デジタル制御式アナログ·ゲーテ

ィングが追加されています。ＬＥＦＴ／ＲＩＧＨＴの出力レベルは、前面のノブを使用して、個々に調整可能です。 デュアルＬＥＤ ＶＵメーター

は、レベル調整を容易にするために、各チャネルの出力レベルを表示します。+４ｄＢｕバランスオーディオ出力は、背面パネルにユーロ型

ターミナルブロックとＸＬＲジャックが備えられています。-１０ｄＢＶバランス出力は、ＲＣＡフォノジャックが備えられています。 

 

ＨＲ－ＤＡＣ１はユーロ型ターミナルブロックまたはｄｃ電源ジャックを介して２４Ｖｄｃから電源を供給します。前面パネルに電源スイッチが設

けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＨＲ－ＤＡＣ１ 

 

 

仕様： 

入力（４）：    １１０ΩＡＥＳ／ＥＢＵ ＸＬＲ、トランスにより絶縁 

    Ｓ／ＰＤＩＦオプチカル； ７５ΩＳ／ＰＤＩＦコアキシャル フォノジャック； 

７５ΩＡＥＳ－３ＩＤ ＢＮＣ 

出力（６）：    ＬＥＦＴ／ＲＩＧＨＴ：１５０ΩバランスＸＬＲとターミナルブロック 

+４ｄＢｕ；－１０ｄＢＶアンバランス フォノジャック 

サンプルレート：   ３２ＫＨｚ～１９２ＫＨｚ 

解像度：    １６～２４ビット 

周波数特性：   ５Ｈｚ～２４ＫＨｚ（±０．２ｄＢ ハイインピーダンス駆動にて） 

ＴＨＤ＋Ｎ：    ０．００２％（２０Ｈｚから２０ＫＨｚ、+２２ｄＢｕ以下） 

高調波減衰：   ２：－１０５ｄＢ、 ３：－１０８ｄＢ、 ４、６：－１１５ｄＢ 

    ５、７：－１１０ｄＢ ７以上：－１１５ｄＢ以下（標準） 

クロストーク：   －１００ｄＢ以下（５Ｈｚから３ＫＨｚ）、－９０ｄＢ以下（３ＫＨｚから２０ＫＨｚ） 

出力レベル：   ＯＦＦ～２４ｄＢｕ（０ｄＢＦＳ）調整可能 ＬＥＦＴ／ＲＩＧＨＴ 

ＬからＲ・ＲからＬの位相：  ±０．１５°（５Ｈｚ～２０ＫＨｚ） 

残留ノイズ：    －１００ｄＢ以下（１０～２０ＫＨｚ、－１２０ｄＢＦＳ入力） 

    －１００ｄＢ以下（１０～２０ＫＨｚ、－１２０ｄＢＦＳ入力） 

    －１１０ｄＢ以下（デジタル入力にロック、デジタルオーディオ・オフ） 

ダイナミックレンジ：   １１０ｄＢ以上（２４ビット ウェイトなし） 

インジケーター（１０）：   ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ 青； ＬＯＣＫ ＬＥＤ 緑； ＲＡＴＥ ４４．１ｋＨｚ，４８ｋＨｚ， 

９６ｋＨｚ，１９２ｋＨｚ； デュアルＬＥＤ ＶＵメーター； Ｌ・Ｒ 

規格：    ＡＥＳ３－２００３、ＩＥＣ６０９５８ 

電源仕様：    ２４Ｖｄｃ＠１７５ｍＡ 

周辺動作環境：   ０℃～５５℃ 



 

 

ＨＲ－ＤＤＡ４ＨＲ－ＤＤＡ４ＨＲ－ＤＤＡ４ＨＲ－ＤＤＡ４    

デジタルオーディオディストリビューター   －１×４ 

 

 

特徴： 

・ 全てのフォーマット用１×４デジタルオーディオディストリビューター 

・ ＩＮＰＵＴ：ＡＥＳ／ＥＢＵ、コアキシャルまたはオプチカル、Ｓ/ＰＤＩＦ、ＡＥＳ－３ＩＤ 

・ 各ＯＵＴＰＵＴ：ＡＥＳ／ＥＢＵ、Ｓ／ＰＤＩＦまたはＡＥＳ－３ＩＤ 

・ 選択された出力フォーマットのためのフォーマット変換 

・ ２４ビット／１９２ｋＨｚまで動作 

・ 独自のＳｕｒｅ－Ｌｏｋ™によるオートリカバリー監視  

・ ＡＥＳ／ＥＢＵ入出力はトランスにより絶縁 

・ デジタル信号の再ロック 

・ サンプルレートインジケーター 

・ 各入力フォーマット用Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｌｏｃｋインジケーター 

 

用途： 

ＨＲ－ＤＤＡ４は、デジタルオーディオ信号の高品質なディストリビューションが必要なインストールで理想的な選択肢です。入力と４つの各

出力は、ＡＥＳ／ＥＢＵ、Ｓ／ＰＤＩＦまたはＡＥＳ－３ＩＤフォーマットをサポートしています。ＨＲ－ＤＤＡ４は４つの入力ジャックであるＳ／ＰＤＩ

Ｆオプチカル、Ｓ／ＰＤＩＦコアキシャル、ＡＥＳ－３ＩＤまたはＡＥＳ／ＥＢＵのいずれかに有効な入力を自動的に検出します。入力は、デコード、

リロックされ、そして４つに独立してバッファされた出力へ再送信されます。前面パネルのＬＥＤは、デジタルオーディオフォーマットおよび、

フェーズ・ロックやビットエラーなしで、受信された有効なソースのサンプルレートを表示します。 

 

各出力は、ＡＥＳ／ＥＢＵ、Ｓ／ＰＤＩＦコアキシャルまたはＡＥＳ－３ＩＤ出力へ供給するためスイッチで選択できます。スイッチは、適切な出力

ジャックと、必要とされる電気的そしてデータフォーマットの変換を有効にします。ＡＥＳ／ＥＢＵ入出力は、１１０Ωで終端されています。Ｓ／

ＤＩＦコアキシャルとＡＥＳ－３ＩＤジャックは７５Ωで終端されています。 

 

ＨＲ－ＤＤＡ４はユーロ型ターミナルブロックまたはｄｃ電源ジャックを介して２４Ｖｄｃで動作します。前面パネルに電源スイッチが設けられて

います。 

 

ＲＤＬ独自のＳｕｒｅ－Ｌｏｋ™自動リカバリー監視は、ラッチアップの原因を監視し、デジタル信号のＬｏｃｋを再試行することにより、プロの環境

で遭遇する様々な条件下において、デジタルオーディオ信号分配に安定性の高いレベルをもたらします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＨＲ－ＤＤＡ４ 

 

仕様：    

入力（４）：   １１０ΩＡＥＳ／ＥＢＵ ＸＬＲ、トランスにより絶縁 

   Ｓ／ＰＤＩＦオプチカル、７５Ω Ｓ／ＰＤＩＦコアキシャルフォノジャック 

７５ΩＡＥＳ－３ＩＤ ＢＮＣ 

出力（１２）：   １１０ΩＡＥＳ／ＥＢＵ ＸＬＲ（４）、トランスにより絶縁 

   ７５Ω Ｓ／ＰＤＩＦコアキシャルフォノジャック（４） 

７５ΩＡＥＳ－３ＩＤ ＢＮＣ（４） 

セレクター（４）：  背面パネル出力フォーマットセレクター（１出力毎） 

サンプルレート：  ３２ＫＨｚ～１９２ＫＨｚ 

解像度：   １６～２４ビット 

インジケーター：  ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ、ＩＮＰＵＴ ＦＯＲＭＡＴ ＬＥＤ（２）、サンプルレートＬＥＤ（９） 

規格：   ＡＥＳ３－２００３、ＩＥＣ６０９５８ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ、接地準拠 

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

 



 

 

ＨＲＨＲＨＲＨＲ－－－－ＤＳＸＤＳＸＤＳＸＤＳＸ４４４４    

デジタルオーディオセレクター －4×１ 

 

特徴： 

・ Ｓｉｇｎａｌ Ｒｅｃｌｏｃｋｉｎｇ付４×１デジタルオーディオ選択 

・ 各入力：ＡＥＳ／ＥＢＵ、コアキシャルまたはオプチカルＳ/ＰＤＩＦ 

・ 出力：ＡＥＳ／ＥＢＵ、コアキシャルまたはオプチカルＳ/ＰＤＩＦ 

・ ２４ビット／１９２ｋＨｚまで動作 

・ 独自のＳｕｒｅ－Ｌｏｋ™によるオートリカバリー監視  

・ ＡＥＳ／ＥＢＵ入出力はトランスにより絶縁 

・ ローカルまたはリモート制御で切り替え 

・ 選択された入力用オープンコレクター出力 

・ 有効な入力が接続されていない場合、入力ＬＥＤが点滅 

 

用途： 

ＨＲ－ＤＳＸ４は、デジタルオーディオ信号間の高品質なソース切り替えを必要とする用途において理想的な選択肢です。ソリッドステートの

切り替えは、４つの入力の１つを選択するのに使用されます。各入力は、３つのジャックである、Ｓ／ＰＤＩＦ オプチカル、Ｓ／ＰＤＩＦ（または

ＡＥＳ－３ＩＤ）コアキシャルまたはＡＥＳ／ＥＢＵのうち１つを通して供給できます。出力はＡＥＳ／ＥＢＵ、Ｓ／ＰＤＩＦコアキシャル（同軸）、Ｓ／

ＰＤＩＦオプチカルまたはＡＥＳ－３ＩＤ出力へ供給するためスイッチで選択できます。スイッチは、適切な出力ジャックと、必要とされる電気的

そしてデータフォーマットの変換を有効にします。ＡＥＳ／ＥＢＵ入出力は、１１０Ωで終端されています。Ｓ/ＰＤＩＦコアキシャルとＡＥＳ－３ＩＤ

ジャックは７５Ωで終端されています。ＲＤＬ独自のＳｕｒｅ－Ｌｏｋ™自動リカバリー監視は、ラッチアップの原因を監視し、デジタル信号のＬｏｃ

ｋを再試行することにより、プロの環境で遭遇する様々な条件下において、デジタルオーディオ信号分配に安定性の高いレベルをもたらし

ます。 

 

前面パネルには、対応するＬＥＤを持つ４つの高信頼性キーボードスタイルのソース選択プッシュボタンを備えています。ソースを選択する

と、有効な入力が存在する場合ＬＥＤが点灯します。それ以外の場合は点滅します。選択されたソースのボタンが再度押された場合、全て

の入力はオフになります。前面パネルのＬＯＣＡＬ／ＲＥＭＯＴＥスイッチは、前面パネルのボタンまたは背面パネルのユーロ型ターミナル

ブロックで提供されるリモート制御端子のどちらかを有効にします。ＲＥＭＯＴＥモードの場合 入力は、モメンタリまたはラッチのいずれか

でグラウンドにクローズする外部スイッチまたは、オープンコレクターで選択します。ソースが選択されると、ＨＤ－ＤＳＸ４は、他の機器ま

たはモジュールを制御するため、５０ｍＡのオープンコレクター出力を供給します。 

 

ＨＲ－ＤＳＸ４は、ユーロ型ターミナルブロックまたはｄｃ電源ジャックを介して２４Ｖｄｃから電源を供給します。前面パネルに電源スイッチが

設けられています。 

 

仕様： 

入力（１２）：   １１０ΩＡＥＳ／ＥＢＵ ＸＬＲ（４）、トランスにより絶縁 

Ｓ／ＰＤＩＦオプチカル（４）、 

７５ΩＳ／ＰＤＩＦまたはＡＥＳ－３ＩＤコアキシャル フォノジャック（４） 

出力（３）：   １１０ΩＡＥＳ／ＥＢＵ ＸＬＲ、トランスにより絶縁 

   Ｓ／ＰＤＩＦオプチカル、７５ΩＳ／ＰＤＩＦまたはＡＥＳ－３ＩＤ フォノジャック 

セレクター：   背面パネル出力フォーマット：ＡＥＳ／ＥＰＵ、Ｓ／ＰＤＩＦまたはＡＥＳ－３ＩＤ 

サンプルレート：  ３２ＫＨｚ～１９２ＫＨｚ 

解像度：   １６～２４ビット 

インジケーター（６）：  ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ、ＩＮＰＵＴソース選択ＬＥＤ（４）、ＲＥＭＯＴＥコントロールモードＬＥＤ 

規格：   ＡＥＳ３－２００３、ＩＥＣ６０９５８ 

電源仕様：   ２～３３Ｖｄｃ＠５０ｍＡ、接地準拠    ； 周辺動作環境：０℃～５０℃ 



 

 

ＨＲＨＲＨＲＨＲ－－－－ＵＤＣ１ＵＤＣ１ＵＤＣ１ＵＤＣ１    

ユニバーサル・デジタルオーディオコンバーター ＡＥＳ/ＥＢＵ、Ｓ/ＰＤＩＦコアキシャル/オプチカル、ＡＥＳ－３ＩＤ 

 

特徴： 

・ Ｓ／ＰＤＩＦとＡＥＳ／ＥＢＵ間のデータ変換 

・ デジタルオーディオフォーマット間の電気的な変換 

・ 入力：ＡＥＳ／ＥＢＵ、Ｓ／ＰＤＩＦコアキシャルまたはオプチカル、ＡＥＳ－３ＩＤ 

・ 出力：ＡＥＳ／ＥＢＵ、Ｓ／ＰＤＩＦコアキシャルまたはオプチカル、ＡＥＳ－３ＩＤ 

・ ２４ビット／１９２ｋＨｚまで動作 

・ 独自のＳｕｒｅ－Ｌｏｋ™によるオートリカバリー監視  

・ AES/EBU 入出力はトランスにより絶縁 

・ デジタル信号の再ロック 

・ サンプルレート・インジケーター 

・ 各入力フォーマット用、Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｌｏｃｋインジケーター 

 

用途： 

ＨＲ－ＵＤＣ１は、デジタルオーディオ信号を民生用とプロ用のフォーマット間で変換する必要がある用途で理想的な選択肢です。入出力は、

ＡＥＳ／ＥＢＵ、Ｓ／ＰＤＩＦそしてＡＥＳ－３ＩＤフォーマットをサポートします。ＨＲ－ＵＤＣ１は、４つの入力ジャック（Ｓ／ＰＤＩＦオプチカル、Ｓ／

ＰＤＩＦコアキシャル、ＡＥＳ－３ＩＤまたはＡＥＳ／ＥＢＵ）のいずれかに有効な入力を自動的に検出します。入力は、デコード、リロックされそ

して４つに独立してバッファされた出力へ再送信されます。すべてのプロ用／民生用、エンファシスそしてＳ/ＰＤＩＦとＡＥＳ／ＥＢＵ両規格に

共通の周波数ビットをサンプリングし、出力データストリームに挿入します。前面パネルのＬＥＤは、フェーズ・ロックやビットエラーなしで、

受信した有効なデジタルオーディオフォーマットや、サンプルレートを表示します。 

 

出力は、ＡＥＳ／ＥＢＵ、Ｓ／ＰＤＩＦコアキシャルまたはＡＥＳ－３ＩＤ出力へ供給するためスイッチで選択できます。スイッチは、適切な出力ジ

ャックと必要とされる電気的そしてデータフォーマットの変換を有効にします。ＡＥＳ／ＥＢＵ入出力は、１１０Ωで終端されています。Ｓ/ＰＤＩＦ

コアキシャルとＡＥＳ－３ＩＤジャックは７５Ωで終端されています。 

ＨＲ－ＵＤＣ１は、ユーロ型ターミナルブロックまたはｄｃ電源ジャックを介して２４Ｖｄｃで動作します。前面パネルに電源スイッチが設けられ

ています。ＲＤＬ独自のＳｕｒｅ－Ｌｏｋ™自動リカバリー監視は、ラッチアップの原因を監視し、デジタル信号のＬｏｃｋを再試行することにより、

プロの環境で遭遇する様々な条件下において、デジタルオーディオ信号分配に安定性の高いレベルをもたらします。 

 

仕様： 

入力（４）：   １１０ΩＡＥＳ／ＥＢＵ ＸＬＲ、トランスにより絶縁 

   Ｓ／ＰＤＩＦオプチカル、７５Ω Ｓ／ＰＤＩＦコアキシャルフォノジャック 

７５ΩＡＥＳ－３ＩＤ ＢＮＣ 

出力（４）：   １１０ΩＡＥＳ／ＥＢＵ ＸＬＲ（４）、トランス絶縁 

   Ｓ／ＰＤＩＦオプチカル、７５Ω Ｓ／ＰＤＩＦコアキシャルフォノジャック 

７５ΩＡＥＳ－３ＩＤ ＢＮＣ 

セレクター：   背面パネル出力フォーマットセレクター 

サンプルレート：  ３２ＫＨｚから１９２ＫＨｚ 

解像度：   １６～２４ビット 

インジケーター（１２）：  ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ、ＩＮＰＵＴ ＦＯＲＭＡＴ ＬＥＤ（２）、サンプルレート ＬＥＤ（９） 

規格：   ＡＥＳ３－２００３、ＩＥＣ６０９５８ 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ、接地準拠；  周辺動作環境：０℃～５０℃ 



 

 

ＲＵ－ＳＣ２ＲＵ－ＳＣ２ＲＵ－ＳＣ２ＲＵ－ＳＣ２    

ＲＳ２３２／４２２シリアルコンバーター（Ｆｕｌｌ－Ｄｕｐｌｅｘ） 

 

特徴： 

・ ＲＳ２３２⇔ＲＳ－４２２変換 

・ 長距離にわたるシリアルデータに  

・ ラックに取り付け可能な仕様 

 

用途： 

ＲＵ－ＳＣ２は、Ｆｕｌｌ－Ｄｕｐｌｅｘ通信を必要とする２つのＲＳ－２３２デバイスを長い距離で接続する用途で理想的な選択肢です。ＲＳ－２３２

デバイスへの接続は、前面パネルにあります。ＲＳ－４２２の入出力および電源の接続は、背面パネルにフルサイズの明確に分別された

バリアブロックターミナルを介して接続されます。２つのＲＳ－２３２ポート間のデータ供給を許容するために長い、バランスのツイストペア

線の２ペアの両端に２つのＲＵ－ＳＣ２を接続する事が可能です(ＲＳ－４２２接続を使用します)。その結果、従来のシリアルケーブルよりは

るかに長い距離でシリアル通信を可能にします。 

 

仕様： 

入出力：   各１：ＲＳ－２３２（前面パネルＤB９メス）とＲＳ－４２２（背面パネルバリアブロック） 

通信速度：   ＲＳ－２３２デバイスにより決定、１１５．２ｋｂｐｓまで 

インジケーター：  ＬＥＤインジケーター２つ（送信と受信） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１２５ｍＡ 

周辺動作環境：  １０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）：  ４．３×１５．０×７．７ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＶｉｄｅｏＶｉｄｅｏＶｉｄｅｏＶｉｄｅｏ    



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ----ＡＶＤＡ４ＡＶＤＡ４ＡＶＤＡ４ＡＶＤＡ４    

ステレオオーディオ／ビデオディストリビューションアンプ  －１×４  －ＲＣＡジャック 

 

特徴： 

・ 民生用オーディオ／ビデオ信号の分配 

・ ４つの出力（ビデオ＋ステレオオーディオ） 

・ プロフェッショナル品質の性能 

・ ７５Ωビデオ入出力 

・ アンバランスオーディオ入出力 

・ 広帯域ビデオ（１０ＭＨｚまでフラット） 

・ 超小型オールメタル構造 

 

用途： 

ＦＰ－ＡＶＤＡ４は、民生用フォーマットのオーディオ及びビデオ信号を同時に分配する必要がある用途で理想的な選択です。オーディオと

ビデオの入出力は、パネル上面のＲＣＡフォノジャックに設けられています。ＦＰ－ＡＶＤＡ４はビデオ信号用シングル７５ΩＲＣＡフォノジャッ

ク入力とＬ／Ｒオーディオ入力用に２つのＲＣＡフォノジャックを備えています。７５Ωビデオ（４つの終端されたソース）の出力は、ビデオ出

力ＲＣＡフォノジャックに供給されます。４つのステレオオーディオ出力は、対応するビデオ出力に隣接するＲＣＡフォノジャックのペアに供

給されます。未使用の出力は終端する必要はありません。オーディオとビデオ出力はユニティゲインになります。 

 

仕様： 

ビデオ 

入力：   ＲＣＡフォノジャック、１Ｖ ｐ-ｐ； 入力インピーダンス：７５Ω 

ゲイン：   ユニティ 

出力（４）：   ＲＣＡフォノジャック ；出力レベル：１Ｖ ｐ-ｐ（７５Ω） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～１０ＭＨｚ（±０．２ｄＢ） 

ノイズ：   -７５ｄＢ以下（１Ｖｐ-ｐ基準） 

出力分離：   ４５ｄＢ以上 

差動ゲイン：   ０．１％ 

差動位相：   ０．１度（１０％と９０％のＡＰＬで測定） 

オーディオ 

入力（２）：   ＲＣＡフォノジャック（ステレオ）、-１０ｄＢＶアンバランス；入力インピーダンス：１０ｋΩ、ブリッジ 

ゲイン：   ユニティ 

出力（８）：   ＲＣＡフォノジャック（４ステレオ） ； 出力インピーダンス：１５０Ω（１０ｋΩ負荷） 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±０．２５ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．０５％以下、標準０．０１％（１ｋＨｚ） 

ＩＭＤ：   ０．０２％以下 

出力レベル：  -１０ｄＢＶ 

ヘッドルーム：  １８ｄＢ以上 

ノイズ：   -８５ｄＢ以下（-１０ｄＢＶ基準） 

クロストーク：  ７５ｄＢ以上（２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ）、標準-９０ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠６０ｍＡ； 周辺動作環境： ０℃～５５℃ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．０５×８．２６×１６．２８ 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ----ＳＶＤＡ４ＳＶＤＡ４ＳＶＤＡ４ＳＶＤＡ４    

Ｓ-ビデオディストリビューションアンプ  －１×４ 

 

特徴： 

・ Ｓ－ビデオ（Ｙ－Ｃ）の分配 

・ ４系統の個別出力 

・ 各コンポーネント用にゲインの調整が可能 

・ ７５Ω入出力 

・ 広帯域幅 （１０ＭＨｚまでフラット） 

・ 超小型オールメタル構造 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ－ＰＡＫs™仕様 

 

用途： 

コンポーネントビデオ信号を分配する必要がある多くの場面で、ＦＰ-ＳＶＤＡ４は理想的な選択肢です。ビデオの入出力はパネル上面のジ

ャックが設けられています。電源接続は、フルサイズのバリアブロックターミナル、もしくはパネルの片側にあるｄｃ電源ジャックを使用しま

す。２つ目のｄｃ電源ジャックが別のＦＬＡＴ-ＰＡＫモジュールを接続するためにパネルの反対側に設置されています。 

 

ＦＰ-ＳＶＤＡ４にはコンポーネントビデオ信号用のミニＤＩＮ-４ＩＮＰＵＴジャックが１個備わっています。入力は７５Ωで終端されています。各コ

ンポーネントのゲインはパネル上面で調整可能です。このＧＡＩＮポテンショメーターではユニティから+６ｄＢ迄の調整が可能です。通常、出

力ジャックで各コンポーネントの正確な増幅を得るために半時計方向に回しきってユニティゲインにセットします。ＧＡＩＮポテンショメーター

は、個々のゲイン調整を必要とし、このゲインコントロールを使用できる適切な機器構成が可能な場合に利用されます。４つの信号ソース

が終端されたＹ－Ｃ出力は、出力ジャックを通して供給されます。使用しない出力は終端する必要はありません。 

 

仕様： 

入力インピーダンス：  ７５Ω（Ｙ－Ｃ分離コンポーネント） 

ゲイン範囲：   ユニティ～＋６ｄＢまで（各ビデオコンポーネントの調整可能） 

負荷インピーダンス：   ７５Ω 

出力（４）：   増幅出力（Ｙ－Ｃ分離コンポーネント） 

出力レベル：  １Ｖｐ-ｐ（７５Ω） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～１０ＭＨｚ（±０．２ｄＢ） 

ノイズ：   -７５ｄＢ以下（１Ｖｐ-ｐ基準） 

出力絶縁：   ４５ｄＢ以上 

ディファレンシャルゲイン： ０．１％ 

ディファレンシャル位相：       ０．１度（１０％と９０％のＡＰＬで測定） 

コネクタタイプ：  ４ピンミニＤＩＮ 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ２．９０×８．２６×１６．２８ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ----ＶＤＡ４ＶＤＡ４ＶＤＡ４ＶＤＡ４    

ＮＴＳＣ／ＰＡＬビデオディストリビューションアンプ  －１×４  －ＢＮＣ 

 

特徴： 

・ ４系統の出力が付いたビデオ分配 

・ 調整可能なゲイン 

・ ＬＯＯＰ ＯＵＴ入力ジャック 

・ 広帯域幅―１０ＭＨｚ迄フラット 

・ ＮＴＳＣまたはＰＡＬ動作 

・ 超小型オールメタル構造 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ-ＰＡＫs™仕様 

 

用途： 

ビデオ信号を分配する必要がある多くの場面で、ＦＰ-ＶＤＡ４は理想的な選択肢です。ビデオの入出力接続はパネル上面のＢＮＣジャック

で行なわれます。電源接続はフルサイズのバリアブロックターミナル、もしくはパネルの片側に取り付けられたｄｃ電源ジャックで行います。

もう１つのＤＣ電源ジャックはパネルの反対側に取り付けられており、別のＦＬＡＴ-ＰＡＫモジュールを接続するために使用します。 

 

ＦＰ-ＶＤＡ４にはブリッジ入力段用にジャックが２つあります。１つのジャックは入力信号用に、もう１つのジャックはソース信号のループス

ルー出力用です。入力信号に７５Ωの終端が必要な場合、（付属）のターミネーターをＬＯＯＰ ＯＵＴジャックに差し込みます。ゲインはパネ

ル上面で調整することが可能です。ＧＡＩＮポテンショメーターはユニティから+６ｄＢまで調整可能です。４つのソース信号が終端された出力

はＢＮＣ出力ジャックを通して供給されます。使用しない出力は終端する必要はありません。 

 

仕様： 

入力インピーダンス：  １ｋΩ（７５Ωラインをブリッジ） 

ゲイン：   ユニティから+６ｄＢ（調整可能） 

負荷インピーダンス：  ７５Ω 

出力（５）：   入力信号からのＬＯＯＰ ＯＵＴ１、増幅された出力 ４ 

出力レベル：  １Ｖｐ-ｐ（７５Ω） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～１０ＭＨｚ（±０．２ｄＢ） 

ノイズ：   -７５ｄＢ以下（１Ｖｐ-ｐ基準） 

出力絶縁：   ４５ｄＢ以上 

ディファレンシャルゲイン： ０．１％ 

ディファレンシャル位相：  ０．１度（１０％と９０％のＡＰＬで測定） 

コネクタタイプ：  ＢＮＣ 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠６０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．４０×８．２６×１１．２５ 

周辺動作環境：  -１０℃～５５℃ 

 

 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ----ＶＡ２ＶＡ２ＶＡ２ＶＡ２    

調整可能なデュアルビデオアッテネーター  －ＢＮＣ 

 

特徴： 

・ ビデオ減衰 

・ デュアルチャンネル 

・ 前面パネルでのレベル調整 

・ スタンドアローン、もしくはラックに取り付け可能 

・ ７５Ωアッテネーター 

・ １／３ラック、高密度ラック取り付け 

 

用途： 

コネクタ化され、ラック取り付け型のビデオ信号レベルの減衰が必要とされる場面で、ＲＵ-ＶＡ２は最適な選択肢です。このユニットは２つ

の独立したパッシブ型絶縁チャンネルの機能を持っています。各アッテネーターにはシングル入力ジャックが備わっています。出力ジャッ

クは７５Ωで終端した負荷に接続されるようになっています。前面パネルノブで高いビデオレベルを標準の１Ｖ ｐ-ｐ信号レベルに下げるよ

うに調整できます。１台のアッテネーターでビデオレベルを半分の入力信号レベルに下げられるよう調整が可能です。 

 

過大なビデオレベルが入力過負荷の原因となる状況で、ＲＵ-ＶＡ２は簡単に回路に接続でき、適切なビデオレベルに調整します。ＲＡＣＫ-

ＵＰ®シリーズの高密度１／３ラックサイズのおかげでＲＵ-ＶＡ２はラックに追加する際に便利で、必要な時に利用できます。 

 

仕様： 

取り付け：  オプションのＲＵ-ＲＡ３トリプルラックマウント、もしくはＲＣ－１Ｕラックシャーシを使用してのラック取

り付け／接着型のストラップを使用しての底面取り付け／オプションのＭＢ-２取り付け金具を使用し

て、フラットな面への底面、上面取り付け／オプションのＭＢ-１取り付け金具を使用してのパネル、バック

ボードへの前面取り付け 

ＲＵ-ＢＲ１を使用してのキャビネットへの取り付け 

電源仕様：   パッシブ 

周辺動作環境：  -２０℃～６０℃ 

 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ----ＵＤＡ４ＵＤＡ４ＵＤＡ４ＵＤＡ４    

オーディオディストリビューションアンプ 

 

特徴： 

・ ステレオアンバランス・オーディオ分配 

・ 両チャンネルでユニティーゲイン 

・ チャンネル毎に４出力 

・ 単独使用、もしくはラックマウント使用 

・ 優れたオーディオ性能 

・ １／３ラック、高密度ラック取り付け 

 

用途： 

コネクター化されたアンバランス・ラインレベル分配が必要とされる場合、ＲＵ-ＵＤＡ４は最適な選択肢です。このユニットは２つの独立し、

絶縁されたチャンネル機能を持っています｡ＲＵ-ＵＤＡ４はステレオ用途で、もしくは２つの個別のモノラルの分配アンプとして使用されます。

入力信号は出力ラインドライバーを通してバッファーに入力され、２系統の入力それぞれに４系統の独立したラインレベルのアンバランス

出力を提供します。 

 

ＲＵ-ＵＤＡ４の性能は業界規格の－１０ｄＢＶ入出力レベルに合致します。優れた周波数特性、位相特性、低歪み、そしてローノイズ性能が、

ＲＤＬの製品で良く知られているオーディオの明瞭さ、そして緻密さを作り出す為に組み合わされています。 

 

仕様： 

入力コネクター（２）：  フォノ 

入力インピーダンス：  １０ｋΩアンバランス 

出力コネクター（８）：  チャンネル毎に４つ、フォノ 

出力インピーダンス：  １００Ωアンバランス 

チャンネル：   ２（左右；２つの独立したモノラルアンプとして別々に使用可能） 

周波数特性：  ５Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．０２０％以下 

ノイズ：   -９０ｄＢ以下（-１０ｄＢＶ基準） 

クロストーク：  -９０ｄＢ以下（１ｋＨｚ）；-８０ｄＢ以下（１０ｋＨｚ）；-７５ｄＢ以下（２０ｋＨｚ） 

ヘッドルーム：  ２８ｄＢ以上 

電源仕様：   接地準拠 ２４Ｖｄｃ＠２５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ----ＶＤＡ４ＶＤＡ４ＶＤＡ４ＶＤＡ４    

ＮＴＳＣ／ＰＡＬビデオディストリビューションアンプ  －１×４  －ＢＮＣ 

 

特徴： 

・ ４系統の出力を備えたビデオ分配 

・ 調整可能なゲイン増幅 

・ ＬＯＯＰ ＯＵＴ入力ジャック 

・ ビデオ１Ｖ信号インジケーター 

・ １０ＭＨｚ帯域幅、ＮＴＳＣ又はＰＡＬ 

・ １／３ラック、高密度ラック取り付け 

 

用途： 

ビデオ信号を分配する必要があるほとんどの設備において、ＲＵ-ＶＤＡ４は理想的な選択肢です。ビデオ入出力はＢＮＣ、ＰＨＯＮＯ、又は

Ｆタイプジャックを経由して前面パネル上で行われます。電源接続は背面パネル上のフルサイズのバリアブロックターミナルを使用して行

います。 

 

ＲＵ-ＶＤＡ４には入力段に２つのジャックが備わっています。１つは入力信号用で、もう１つはソース信号のループスルー出力です。入力段

はブリッジされています。入力信号を７５Ωで終端する必要がある場合には、終端はＬＯＯＰ ＯＵＴジャックにプラグ接続します。 

 

ゲインは前面パネルで調整可能です。ＧＡＩＮポテンショメーターは-１ｄＢ～+７ｄＢ迄の間で調整できます。 

 

仕様： 

入力：   １ｋΩブリッジ７５Ωライン 

ゲイン：   -１ｄＢ～+７ｄＢ（０．９～２．２５Ｖ p-p、調整可能） 

出力：   入力信号からの１ＬＯＯＰ ＯＵＴ、４つの増幅された出力 

出力レベル：  １Ｖｐ-ｐ （７５Ω） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～１０ＭＨｚ（±０．２ｄＢ） 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下 （１Ｖｐ-ｐ） 

出力絶縁：   ４０ｄＢ以上 

ディファレンシャルゲイン： ０．１％ 

ディファレンシャル位相：       ０．１℃（１０％及び９０％ＡＰＬにて測定） 

コネクタタイプ：  ＢＮＣ、ＰＨＯＮＯ、又はＦタイプ 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠６０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＴＸＴＸＴＸＴＸ----ＶＬＡ１ＶＬＡ１ＶＬＡ１ＶＬＡ１    

ビデオラインアンプ  －調整可能なゲイン＆ＥＱ 

 

特徴： 

・  ビデオレベルのブースト 

・  調整可能なビデオレベル 

・  調整可能なイコライザー 

・  長いビデオラインを動作 

・  ビデオアンプは利用可能な電圧ソースから電源供給される 

・  小型で高品質の映像 

・  ＮＴＳＣ又はＰＡＬ 

 

 

用途： 

ビデオ信号が長いケーブルで送り出されている場合や、低いビデオ信号のレベルを増幅する必要がある取り付けにおいて、ＴＸ-ＶＬＡ１は

理想的な選択肢です。その独特の電源入力により、ＴＸ-ＶＬＡ１は従来の幅広い種類のａｃ／ｄｃ電源ソースから電源供給を受け付けます｡ 

 

セキュリティーカメラあるいは監視カメラは、よくモニター装置や録音装置から離れた場所に設置されています。ケーブル損失はビデオレ

ベル全体を低下させます。ケーブルによる高周波数帯域の減衰は、ビデオ信号内にある高周波成分の更なる損失を生み出します。これら

の重なった損失はカラー信号の劣化につながり、白黒映像の解像度を低下させます。ＴＸ-ＶＬＡ１はカメラの右側に設置することができ、双

方の損失を補正するために調整することができます。ＧＡＩＮ及びＥＱはＴＸ-ＶＬＡ１上で調整され、２０００フィート（６００ｍ）もの長さのビデオ

ケーブルを駆動できます。 

 

ＴＸ-ＶＬＡ１には様々な長さのケーブルに対するＧＡＩＮ及びＥＱを初期セッティングする時の推奨値を表示した表が備わっています。そのセ

ッティングを更にファインチューニングすることによって、最適でしかも高品質なビデオトランスミッションが可能になります｡ 

 

仕様： 

入力：   ７５Ω、ＢＮＣ、接地準拠 

入力レベル：  １Ｖｐ-ｐ ビデオ 

ゲイン：   ユニティ～+５ｄＢまで調整可能 

帯域幅：   １０ＭＨｚ 

イコライゼーション調整：  フラット～+４ｄＢ＠３．５８ＭＨｚ（調整可能） 

フラット～+７ｄＢ＠５ＭＨｚ（調整可能） 

イコライゼーションカーブ：  スクエアウェーブがオーバーシュートされていないビデオ信号コンポーネントの、最もフラットな特性

用にそれぞれの設定を最適化 

残留ノイズ：   -６５ｄＢ以下（１Ｖｐ-ｐ基準） 

出力：   ７５Ωソースで終端、ＢＮＣ、接地準拠 

電源仕様：   接地準拠 、１２Ｖｄｃ～３３Ｖｄｃまたは１２Ｖａｃ～２４Ｖａｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：  -１０℃～５０℃ 

 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ----ＶＳＱ４ＶＳＱ４ＶＳＱ４ＶＳＱ４    

シーケン・ビデオスイッチャー  -４×１  -ＢＮＣ 

 

特徴： 

・ 各入力からのＬＯＯＰ ＯＵＴジャック 

・ 垂直インターバル切り替え 

・ 前面パネルでの手動オーバーライド 

・ １０ＭＨｚ帯域幅、ＮＴＳＣまたはＰＡＬ 

・ オープンコレクター出力 

・ 全ソリッドステート切り替え 

 

用途： 

４つまでのビデオ信号が単一の出力にスイッチングされる必要があるほとんどの設備において、ＲＵ-ＶＳＱ４は理想的な選択肢です。ＲＵ-

ＶＳＱ４には、４つのビデオブリッジ入力段のそれぞれに２つの背面パネルジャックが備わっています。１つのジャックは入力信号用で、もう

１つはソース信号のループスルー出力です。入力信号が７５Ωで終端される必要がある場合には、（供給された）終端はＬＯＯＰ ＯＵＴジャ

ックにプラグ接続します。出力ビデオ信号は、ユニティゲインを７５Ω終端入力に供給するために７５Ωに戻って終端します。 

 

前面パネルには信頼性の高い４つのキーボードスタイルのプッシュボタンが付いており、各ビデオ入力に対応したＬＥＤインジケーターが

付いています。初めに電源を入れた時、前面パネルのＲＡＴＥコントロールでセットされたインターバルでビデオ入力間をシーケンスします。

アクティブソース用のボタンを押すと、シーケンスはストップし、出力はその入力を表示します。ユニットがそのビデオソースでホールドされ

ている間、ＨＯＬＤ ＬＥＤが点滅します。オペレーターが再度そのチャンネル用のボタンを押すと、シーケンスが再開します。選択されてい

ないソースボタンを押すと、そのソースはすぐに選択されます。ビデオソースが選択されると、背面パネル上のオープンコレクター出力が

他の機器（ＲＤＬ®ＲＵ-ＳＸ４Ａ）をコントロールできるようになっています。 

 

仕様： 

入力インピーダンス：  ５ｋΩブリッジ７５Ωライン 

ゲイン：   ユニティ、（７５Ω終端入力、７５Ω終端出力） 

負荷インピーダンス：  ７５Ω 

出力（５）：   入力信号からの４つのＬＯＯＰ ＯＵＴ、１つの増幅出力 

動作信号レベル：        ０．５～１Ｖｐ-ｐ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～１０ＭＨｚ（±０．３５ｄＢ） 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下（１Ｖｐ-ｐ基準） 

クロストーク：  ５５ｄＢ以下 

オフ減衰：   ６５ｄＢ以上 

ディファレンシャルゲイン：    ０．１％ 

ディファレンシャル位相：  ０．３度 

コネクタタイプ：  ＢＮＣ、金メッキ仕上げ 

外部コントロール出力：  ４＠５０ｍＡ、接地へのオープンコレクター 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１１０ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

ＲＵ－ＶＳＸ４ＲＵ－ＶＳＸ４ＲＵ－ＶＳＸ４ＲＵ－ＶＳＸ４    

ビデオスイッチャー  －４×１  –ＢＮＣ 

 

特徴： 

・ 各入力にはＬＯＯＰ ＯＵＴジャックあり 

・ バーチカルインターバルでの切り替え 

・ ローカルまたはリモート制御 

・ １０ＭＨｚの帯域幅、ＮＴＳＣまたはＰＡＬ 

・ オープンコレクター出力 

・ 全てソリッドステートの切り替え 

 

用途： 

４つのビデオ信号を、単一の出力に切り替える必要がある多くの用途で、ＲＵ-ＶＳＸ４は理想的な選択肢です。ＲＵ-ＶＳＸ４には、４つのビデ

オブリッジ入力段のそれぞれに対して、２つの背面パネルジャックが備えられています。１つは入力信号用に、もう１つはソース信号のル

ープスルー出力用です。もし入力信号の７５Ω終端が必要な場合は、ＬＯＯＰ ＯＵＴジャックにターミネーター（供給されます）を接続します。

出力ビデオ信号は入力（７５Ω終端）でのユニティゲインを供給する為に、７５Ωバック終端されます。 

 

前面パネルには、対応するＬＥＤを持つ４つの高信頼性キーボードスタイルのプッシュボタンを備えており、各入力にはそれに対応したＬＥ

Ｄインジケーターが付いています。ＬＥＤインジケーターはどのビデオソースがアクティブなのかを表示します。もしアクティブなソースのボ

タンが押されると、全てのビデオソースが次のソース選択までオフになります。 

 

前面パネルのローカル／リモート・トグルスイッチは、前面パネルボタンもしくは背面パネルに接続されたリモートコントロールのいずれか

を作動させます。 

 

仕様： 

入力インピーダンス：  ５ｋΩブリッジ７５Ωライン 

ゲイン：   ユニティ、（７５Ω終端入出力） 

負荷インピーダンス：  ７５Ω 

出力（５）：   入力信号からの４つのＬＯＯＰ ＯＵＴ、１つの増幅出力 

動作信号レベル：  ０．５～１．０Ｖｐ-ｐ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～１０ＭＨｚ（±０．３５ｄＢ） 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下（１Ｖｐ-ｐ基準） 

クロストーク：  ５５ｄＢ以下 

オフ減衰：   ６５ｄＢ以上 

差動ゲイン：   ０．１％ 

差動位相：   ０．３° 

コネクタータイプ：  ＢＮＣ、金メッキ仕上げ 

外部コントロール入力：  接地への電子的又は機械的なクロージャー、１ｍＡ 

外部コントロール出力：  ４＠５０ｍＡ、接地用オープンコレクター 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠１１０ｍＡ、接地準拠   

周辺動作環境：  ０～５５℃ 



 

 

ＴＸＴＸＴＸＴＸ----ＡＶＸＡＶＸＡＶＸＡＶＸ    

オートマチックビデオスイッチ  -２×１  -ＢＮＣ 

 

特徴： 

・ 第２ビデオソースへの自動切り替え 

・ ビデオの損失検知 

・ ドライコンタクト出力 

・ ＮＴＳＣ又はＰＡＬ信号の検知 

・ ａｃまたはｄｃ電源からの操作 

 

用途： 

主信号が失われた時に代わりにビデオソースへの自動切り換えが必要な取り付けにおいて、ＴＸ-ＡＶＸは理想的な選択肢です。独特の電

源入力により、ＴＸ-ＡＶＸは従来の多様なａｃ／ｄｃ電源ソースから電源供給が可能です。 

 

ＴＸ-ＡＶＸにはビデオ入力が２系統と出力が１系統備わっています。検知回路はＩＮＰＵＴラインをブリッジします。有効なＮＴＳＣ／ＰＡＬビデ

オ信号が検知された時、ＩＮＰＵＴジャックはＯＵＴＰＵＴジャックに接続されます。出力は７５Ωで終端負荷で接続するように設計されています。

ＩＮＰＵＴジャックのビデオ入力が無い場合、ＡＵＸ ＩＮＰＵＴジャックはＯＵＰＵＴジャックに接続されます。切り替えは高品質なＲＦリレーにて行

います。ＴＸ-ＡＶＸの電源が切れた場合には、ＡＵＸ ＩＮＰＵＴジャックはＯＵＴＰＵＴジャックに接続されます。ＩＮＰＵＴジャックは７５Ωで終端さ

れています。ＡＵＸ ＩＮＰＵＴはＯＵＴＰＵＴに接続した時は終端され、未使用時には終端されません。 

 

ビデオ検知は有効なシンク信号を基準にしています。ＴＸ-ＡＶＸは、５０Ｈｚ及び６０Ｈｚのハムや関連する誘導体を無視しながら、有効なＮＴ

ＳＣ／ＰＡＬシンクに応答します。ＴＸ-ＡＶＸは０．５Ｖｐ-ｐ程の、弱い信号を検知することができます。有効な信号が検知された時、リレーはＩ

ＮＰＵＴをＯＵＴＰＵＴに接続し、ＳＬＡＶＥ端子をグラウンド接続します。モジュールはビデオ検知器として接続することが可能です。ステータ

ス表示をする際に利便性と信頼性を高めるためにはＲＤＬ®ＢＺＲ警報モジュールと共に使用して下さい。 

 

仕様： 

入力：   ＢＮＣ、接地準拠 

入力レベル：  ０．５Ｖｐ-ｐ ビデオ～１Ｖｐ-ｐ ビデオ 

出力：   ＢＮＣ、接地準拠（出力制限は７５Ω負荷で終端） 

スレーブ出力：  有効入力信号上でグラウンドに切り替え 

リレーコンタクト：  単極式／シングルスロー 

最大切り替え電源：  ６０Ｗ（２２０Ｖｄｃ、１２５Ｖａｃ、２Ａ） 

電源仕様：   接地準拠、１２～３３Ｖｄｃまたは１２～２４Ｖａｃ＠１００ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

ＴＸＴＸＴＸＴＸ----ＭＶＸＭＶＸＭＶＸＭＶＸ    

マニュアルリモートコントロール・ビデオスイッチ   -２×１   -ＢＮＣ 

 

 

用途： 

マニュアル切り替えまたはオープンコレクターのいずれかがビデオ信号を切り替えなければならない場合の取り付けにおいて、ＴＸ-ＭＶＸ

は理想的な選択肢です。ＶＩＤＥＯ Ａは通常ＣＯＭＭＯＮに接続されています。ＴＲＩＧターミナルがグランドに接地される時、ＶＩＤＥＯ ＢがＣ

ＯＭＭＯＮに接続され、ＶＩＤＥＯ Ａは切断されます。ＴＸ-ＭＶＸは、高品質のＲＦリレーを利用することにより、モジュールが単一ビデオソー

スを２経路の内の１つに送るか、もしくは２つのビデオソースを単一ビデオ経路に切り替えることができます。実際のスイッチ（または切り替

えを作動させる他のモジュール）はＴＸ-ＭＶＸからリモート動作できる場所に配置する事が出来ます。 

 

ＲＤＬ®のモジュールの多くはオープンコレクターＳＬＡＶＥコントロールターミナルの機能を持っています。このターミナルはＴＸ-ＭＶＸをコン

トロールするために使用します。代わりになるものとして、他の機器に設けられているリレーコンタクトがあります。例えば他のＲＤＬ®モジ

ュールと共に使用する際は、ＴＸ-ＭＶＸでビデオを以下の方法で切り替えることが出来ます。 

 

・ 外部オーディオソースからのオーディオ検知（ＳＴ-ＡＣＲ）を使用 

・ 他のビデオソースからのビデオ検知（ＴＸ-ＶＣＲ）を使用 

・ 電源シーケンス（ＲＵ-ＳＱ６）中の規定時間にて 

・ ロジック信号（ＳＴ-ＬＣＲ）から 

・ 壁掛け式リモートコントロール（ＲＴ２、ＲＣ２-ＳＴ、もしくはＲＵＣ－４）を使用 

 

ＴＸ-ＭＶＸをＮＴＳＣまたはＰＡＬシステムで個々に使用します。もしくは完全なオーディオ／ビデオシステムの一部として、他のＲＤＬ®製品

や多様な取り付けアクセサリと組み合わせて使用してください。 

 

仕様： 

入出力：    ＢＮＣ、接地準拠 

トリガー入力電流：   ２ｍＡ 

トリガー入力スレッショルド：  ２Ｖｄｃ 

電源仕様：    接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠３０ｍＡ 

周辺動作環境：   -１０℃～５５℃ 

 



 

 

ＴＸＴＸＴＸＴＸ----ＶＣＲＶＣＲＶＣＲＶＣＲ    

ビデオコントロールリレー   -ＢＮＣ 

 

特徴： 

・ ビデオ信号の有無を検出 

・ ビデオ信号のロスを検出 

・ ブリッジまたは終端動作 

・ ＮＴＳＣ／ＰＡＬ信号の検出 

・ ドライコンタクト出力 

・ ａｃ／ｄｃ電源による動作 

 

用途： 

有効なビデオ信号の有無に基づいたコントロール信号が必要な取り付けにおいてＴＸ-ＶＣＲは理想的な選択肢です。独特の電源入力によ

り、ＴＸ-ＡＶＸは従来の多様なａｃ／ｄｃ電源ソースから電源供給が可能です。 

 

ＴＸ-ＶＣＲにはビデオＩＮＰＵＴ、及びＬＯＯＰ ＯＵＴビデオジャックが各１つずつ備わっています。検知回路は、１Ｖビデオラインをブリッジし

ています。ＴＸ-ＶＣＲは終端負荷を供給するループスルービデオ出力を備えたビデオラインにインサートする事が可能です。７５Ωターミネ

ーターをＬＯＯＰ ＯＵＴビデオジャックに取り付けることによって、代わりにビデオラインの最後に取り付けることも可能です。ターミネーター

はＴＸ-ＶＣＲに付属しています。 

 

ビデオ検知は有効なシンク信号を基準にしています。ＴＸ-ＶＣＲは、５０Ｈｚ及び６０Ｈｚのハムと関連の誘導体を無視しながら、有効なＮＴＳ

Ｃ／ＰＡＬシンクに応答します。ＴＸ-ＶＣＲは０．５Ｖｐ-ｐ程の弱い信号を検知することができます。有効な信号が検知されると、リレーコンタク

トはクローズします。標準オープン、及び標準クローズコンタクトが付いているので、モジュールをビデオ検知器、もしくはビデオロス検知器

として接続できるようになっています。前面パネルに付いているＳＹＮＣ ＬＥＤは、有効なビデオが検知された時に点灯します。 

 

ローカル、またはリモート‘ビデオロス’可聴警報が必要な場合には、ＴＸ-ＶＣＲはＲＤＬ®ＢＺＲに配線します。 

 

仕様： 

入力：   ＢＮＣ、接地準拠 

入力レベル：  ０．５Ｖｐ-ｐ ビデオ～１Ｖｐ-ｐ ビデオ 

出力：   ＬＯＯＰ ＯＵＴ、ＢＮＣ、接地準拠 

   （出力は７５Ωの接続負荷、もしくは付属の７５Ωターミネーターで終端） 

コントロール出力：  Ｎ／ＯまたはＮ／Ｃリレーコンタクト 

リレーコンタクト：  単極式／ダブルスロー 

最大切り替え電源：  ６０Ｗ（２２０Ｖｄｃ、１２５Ｖａｃ、２Ａ） 

電源仕様：   接地準拠 、１２～３３Ｖｄｃまたは１２～２４Ｖａｃ＠７５ｍＡ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳｗｉｔｃｈｉｎｇＳｗｉｔｃｈｉｎｇＳｗｉｔｃｈｉｎｇＳｗｉｔｃｈｉｎｇ    



 

 

ＲＵ２－ＣＳ１ＲＵ２－ＣＳ１ＲＵ２－ＣＳ１ＲＵ２－ＣＳ１    

２３２Ｃシリアルコントロールインターフェース   －コンピューター制御 

 

特徴： 

・ ＲＤＬモジュールのＲＳ－２３２Ｃ制御 

・ ＯＥＭ製品のシリアル制御 

・ ８つのＶＣＡモジュールのコントロール 

・ ８のソースからのステータス入力 

・ 前面パネルインジケータと連動したインターフェース 

・ 独立型もしくはラックマウントによる設置 

 

用途：  

ＲＵ２－ＣＳ１は８つのオープンコレクター出力を制御します。また、０～１０Ｖｄｃの制御入力を持つ外部のＶＣＡや他の機器を制御するため

に８つの独立した０～１０Ｖｄｃの出力を提供します。８つのステータス入力は、外部スイッチやトランジスタクロージャーを検知するために設

けられています。ＲＵ－ＣＳ１はＲＳ－２３２のシリアルリンクを介し、コンピューターへ接続します。コマンドはターミナルプログラム、もしく

はユーザーソフトウェアから開始されます。 

 

ＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴ    ＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳ－コマンドは８つのオープンコレクター出力それぞれを作動もしくは非作動にします。別のコマンドは全ての出力

を同時に作動／非作動にします。パルスコマンドは、指定された出力で１００ｍＳパルスを提供します。アクティブの際、それぞれの出力は

グラウンド接地します。 

    

００００    ＴＯＴＯＴＯＴＯ    １０１０１０１０    ＶＯＬＴＶＯＬＴＶＯＬＴＶＯＬＴ    ＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴＯＵＴＰＵＴ－各出力のランプレートを個別にまたは全体的にプリセットすることができます。出力コマンドでは、その後

現在のレベルから新たに指定されたレベルまでランプを開始します。出力レベル（一つまたは全て）はランプすることなく、直接新しいレベ

ルを送ることが出来ます。別のコマンドでは、ＳＹＳ－ＣＳ１をセットしてランピングの完了を伝えます。それぞれ０ ＴＯ １０Ｖｄｃ出力は、解

像度を損なうことなく、０ ＴＯ ５Ｖｄｃに出力をプログラムできます。 

 

ＳＴＡＴＵＳＳＴＡＴＵＳＳＴＡＴＵＳＳＴＡＴＵＳ    ＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴＩＮＰＵＴ    ＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳＴＥＲＭＩＮＡＬＳ－ＲＵ２－ＣＳ１は、個々のステータス入力端子の状態が変更された時には、随時警告が発せられるよ

うに設定されています（ロー→ハイやハイ→ロー）。グローバルコマンドは、全てのステータス入力からの警告を有効または無効にすること

ができます。制御コンピューターでは個々の端子や全てのステータス端子の状態を照会することができます。別のコマンドでは、全８つの

ステータス端子に規定されたパターンが発生した時、プログラムが警告を出します。 

 

初期化コマンドは、ユーザープログラム開始時に全てのパラメーターを既知値に設定します。エラーコードは、制御ソフトウェアの開発を支

援するために有効に利用されます。前面パネルのＬＥＤはアクティブな出力、アクティブステータス入力、データの送受信、エラーと電力を

表示します。 

 

仕様： 

コントロール入力／出力： ＲＳ－２３２（ＤＢ－９メス端子） 

コントロール出力（８）：  オープンコレクター、５０ｍＡ 

ステータス入力：  ロー＝アクティブ（内部で５Ｖにプルアップ）、最大入力２４Ｖｄｃ 

０ ＴＯ １０Ｖｄｃ出力（８）： ２２Ω接地準拠、２０ｍＡ、２５６ステップ 

０ ＴＯ １０Ｖ出力ランプレート： ０．５～１２０秒（フルスケール変更の場合）、個々にプログラム可能 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２００ｍＡ 

マウント：   ＲＵ－ＲＡ３ラックアダプターの２ベイにマウント、または独立型で操作 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ４．４０×２９．５０×１０．１０ ；  周囲動作環境：０℃～５５℃ 



 

 

ＦＰ－ＥＣＣ１ＦＰ－ＥＣＣ１ＦＰ－ＥＣＣ１ＦＰ－ＥＣＣ１    

省エネルギーコントローラー 

 

特徴：掲載 

・ 主電源の自動オン／オフコントローラー 

・ オーディオおよび／または外部スイッチによる電源オン 

・ オーディオおよび／または外部スイッチによる電源オンの保持 

・ 入力がなくなった後、電源オフのディレイが選択可能 

・ ラインレベル、スピーカーレベルまたは７０／１００V のオーディオホールド入力 

・ オーディオ検知入力用ＬＥＤによる感度調整が可能 

・ システム電源を作動するためのオープンコレクター及びリレー出力 

・ 電源オン／オフを開始させるためのパルス出力 

・ オーディオ検知入力用はローカットフィルターをスイッチにて選択可能 

・ ＯＥＭ機器やＲＤＬリモートコントロールによる直接コントロール可能 

・ オプションのリモートコントロールから０～１０VｄｃのＶＣＡコントロール出力 

・ ツイストペアケーブルを使ったリモートコントロールへの接続 

・ 入力及びコントロール出力はユーロ型ターミナルブロックで接続 

・ パワーＬＥＤはアクティブもしくはスタンバイ状態を表示 

 

用途：  

ＦＰ－ＥＣＣ１はエネルギーを最大に節約するため、Ａ／Ｖシステムのオンとオフを自動的に切り替えるために設計されたコントロールユニ

ットです。複数の検知入力とコントロール出力は、様々な設置において最適な柔軟性を提供する為、標準フォーマットが提供されます。ＦＰ

－ＥＣＣ１の特徴は、任意のＲＤＬリモートコントロール、検知およびコントロールモジュールの使用により強化することができます。接続は、

ＯＥＭ装置とＦＰ－ＥＣＣ１をインタフェースするために設けられています。 

 

任意のトリガー入力の作動はＣＯＮＴＲＯＬ ＯＵＴＰＵＴＳをアクティブにします。ＰＵＬＳＥ ＯＮオープンコレクター出力は瞬間的な作動を必

要とするＯＥＭ機器の起動を開始するため 1 秒間接地されます。ON CONTINUOUS オープンコレクター端子は、接地され、リレーはコント

ロールロジックまたはＡ／Ｖシステムの主電源切り替えリレーに連動されます。主電源は直接ＦＰ－ＥＣＣ１を介して接続できません。一度ト

リガ―されると、出力はＨＯＬＤ ＩＮＰＵＴまたはＴＲＩＧＥＲ ＩＮＰＵＴのいずれかによって保持されます。トリガーとホールド入力の信号がなく

なると１５分、３０分または６０分間でスイッチ選択出来る電源オフのＤＥＬＡＹが開始します。トリガーとホールド入力が遅延時間内に非アク

ティブのままの場合、ON CONTINOUS 端子がオープンになり、リレーは電源が切られ、ＰＵＬＳＥ ＯＦＦ出力はモメンタリの作動を必要とす

るＯＥＭ機器のシャットダウンを始めるため、接地されます。コントロール出力はオフのまま、次のトリガー入力が受信されるまで、モジュー

ルはスタンバイ状態のままになります。コントロール出力がオフのとき、前面パネルのＬＥＤは薄光し、制御出力がオンになっているとき、

明るく点灯します。 

 

ＦＰ－ＥＣＣ１は、３つのオーディオトリガー入力のいずれか、もしくはＲＤＬ検知またはコントロールモジュール、ＯＥＭコントローラー（また

は機器）のオープンコレクター出力、または磁気ドアスイッチやモーションセンサーを使用し、外部トリガー端子の接地によりトリガーするこ

とができます。 

 

任意のユーザーのアクティビティがある間はシステムの電源を維持するためのＴＲＩＧＧＥＲ ＩＮＰＵＴに加え、２つのＨＯＬＤ ＩＮＰＵＴが提供

されています。 ＡＵＤＩＯ入力は通常、パワーアンプのスピーカー出力に接続されています。スイッチで選択可能なローカットフィルターは、

全てのオーディオ検知入力用に提供されています。これらのフィルターは、誤ってモジュールをトリガーする低周波数を減衰させます。オー

ディオとコントロール接続はユーロ型ターミナルブロックを使用しています。 

 

ＲＤＬは、ツイストペアワイヤーとＲＪ４５コネクタを使用してＦＰ－ＥＣＣ１に直接接続するオプションのリモートコントロール（Ｄ／ＤＳ－ＥＣＲ

１、Ｄ／ＤＳ－ＥＣＲ１Ｌ）を提供しています。リモートコントロールは、手動でモジュール制御出力をトリガーし、手動でモジュールをスタンバ

イ状態に戻すモメンタリプッシュボタンをエンドユーザーに提供します。リモートコントロールは、モメンタリ電源ボタンと０～１０ Ｖｄｃのボリ

ュームコントロールの両方を提供することができます。 



 

 

ＦＰ－ＥＣＣ１ 

 

 

仕様： 

オーディオトリガー入力（３）：  バランスマイク（５０ｋΩブリッジ） 

バランスライン（５０ｋΩブリッジ）、アンバランスライン（５０ｋΩ） 

オーディオトリガースレッショルド：  マイク：-７０～-３８ｄBu で調整可能 

    ライン：-３８～-１２ｄＢｕで調整可能、アンバランスライン：-３５ｄＢＶ 

スイッチトリガー入力：   グラウンド、０．１ｍＡ、プルアップ５Ｖｄｃ、スレッショルド２．５Ｖｄｃ 

オーディオホールド入力：  ラインレベル、スピーカーレベルまたは、定電圧をスイッチにより選択 

オーディオホールドスレッショルド：  ライン：-３５～０ｄＢｕで調整可能  

スピーカー：１ｍＷ～３Ｗ（８Ω）、９０ｍＶ～５Ｖで調整可能 

７０／１００Ｖ：６００ｍＶ～３８Ｖ 

スイッチホールド入力：   グラウンド、０．１ｍＡ、プルアップ５Ｖｄｃ、スレッショルド２．５Ｖｄｃ 

オーディオ検知帯域幅：   ２０Ｈｚ～５ｋＨｚ 

オーディオ ローカットフィルター：  -２０ｄＢ＠５０Ｈｚ（１ｋＨｚ基準） スイッチにより選択可能 

主電源切り替え用コントロール出力ラッチ（２）： ＳＰＤＴリレー、オープンコレクター＠２５ｍＡ 

コントロール出力モメンタリ（２）：  Ｏｆｆパルス： オープンコレクター＠２５ｍＡ／１秒 

            Ｏｎパルス：オープンコレクター＠２５ｍA／ １秒 

オープンコレクター外部プルアップ電圧： 最大２４Ｖｄｃ 

コントロール入力：   グラウンド、０．１ｍＡ、プルアップ５Ｖｄｃ、スレッショルド２．５Ｖｄｃ 

（スタンバイとコントロール出力アクティブ間で切り替え） 

オーバーライド入力（２）：  Ｆｏｒｃｅ ｏｎ、Ｆｏｒｃｅ ｏｆｆ 

（コントロール出力Ｏｎ／ＯＦＦを強制し、他のすべての機能を無効にします） 

外部コントロール入力：   接地への電子的又は機械的なクロージャー、１ｍＡ 

外部コントロール出力：   ４／５０ｍＡ、接地へのオープンコレクター 

コントロール出力電源オフのディレイ： トリガーとホールド入力が途切れた以降１５、３０、６０分をスイッチにより選択 

リモートコントロール：   オプションのＲＤＬリモートコントロール専用 ＲＪ４５ 

（例：Ｄ/ＤＳ－ＥＣＲ１、Ｄ/ＤＳ－ＥＣＲ１Ｌ） 

リモートコントロール  

トリガー無効：   電源オフおよびトリガー入力無効によるリモートコントロールの有効または無効 

スイッチにより選択可能 

ＶＣＡ出力：    ０～１０Ｖｄｃ（オプションのリモートコントロールにより設定） 

インジケーター（５）：   オーディオトリガーＬＥＤ（緑）、外部切り替えトリガーＬＥＤ（黄）、 

オーディオホールドＬＥＤ（緑）、外部切り替えホールドＬＥＤ（黄）、 

電源、明＝コントロール出力アクティブ、暗＝コントロール出力非アクティブ  

電源接続（３）：   ターミナルブロック、ｄｃ電源ジャック（２） 

電源仕様：    ２４Ｖｄｃ＠７５ｍＡ 、２５ｍＡ（待機電流） 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）：  ３．６１×８．２６×２１．６ｃｍ 

 



 

 

ＲＵＲＵＲＵＲＵ－－－－ＳＱＳＱＳＱＳＱ６Ａ６Ａ６Ａ６Ａ    

シーケンスコントローラー   －電源オン／オフ 

 

特徴： 

・ シーケンス電源オンもしくはイベントの制御 

・ アップ／ダウンの時間間隔の調整が可能 

・ オープンコレクター出力 

・ リレー接点クロージャー 

・ ６つのシーケンスイベント 

・ Ｓｕｒｅ－Ｌｏｋ™出力監視 

 

用途： 

シーケンス“ＯＮ”及びシーケンス“ＯＦＦ”機能が要求される取り付けにおいて、ＲＵ－ＳＱ６は理想的な選択肢です。コントロールと出力接

続は、明確に表示されたユーロ型ターミナルブロックを通して背面パネルに配置されます。 

６つのシーケンスステップのそれぞれに、２種類の出力があります。１つは５０ｍＡの電圧を切り替えることができるオープンコレクターで

す。もう一方のタイプは各種の機器をコントロールする為に使用できるＳＰＳＴドライ接点クロージャーです。前面パネルのシングルターン 

“ＴＩＭＩＮＧ ＩＮＴＥＲＶＡＬ”制御は、チャンネル間で１～１０秒間のディレイを調整します。前面パネルのＬＥＤは、各出力のオンとオフを切り

替える際に点灯します。内部のマイクロコントローラーは信頼性が高く、正確なタイミングを保証します。 

 

アップ／ダウンのシーケンシャルはリモート操作に設定されていない限り、前面パネルのプッシュボタンスイッチによってユーザーによっ

て制御されます。インストーラーによって設定される背面パネルのスイッチは、前面パネルまたはリモートコントロールのアクティベーショ

ンを選択します。ＬＥＤは前面パネルの“ＳＥＱＵＥＮＣＥ ＣＯＮＴＲＯＬ”スイッチまたはリモート端子がアクティブであるかどうかを示します。

背面パネルの“ＡＣＴＩＶＡＴＥ”端子の接地、または前面パネルの“ＳＥＱＵＥＮＣＥ ＣＯＮＴＲＯＬ”スイッチをオンにすると、“ＲＵ ＳＱ６Ａ”出

力が順次オンになる“ＵＰ ＲＥＱＵＥＳＴ”を引き起こします。前面パネルまたはリモートコントロールスイッチをオフにして、ＵＰ ＲＥＱＵＥＳ

Ｔがキャンセルされるまで、出力はアクティブのままです。この時、、出力は逆順でオフになります。リモートコントロール用にモジュールが

接地されていて、“ＡＣＴＩＶＡＴＥ”端子が常時接地している場合は、電源がモジュールに確認された時、ＲＵ－ＳＱ６Ａの出力が順次オンにな

り、すべての出力は、ＲＵ－ＳＱ６Ａから電源が外された時、同時にオフになります。ＵＰシーケンスが要求されたときにＵＰ ＲＥＱＵＥＳＴ 

ＬＥＤが点灯します。シーケンスが完了すると、ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＬＥＤはＳｕｒｅ－Ｌｏｋ™監視回路がシーケンスを無効にするまで、出力がアク

ティブでラッチされていることを表示します。 

 

仕様： 

コントロール入力：  ２５ｍＡ＠２４Ｖｄｃ以下の外部クロージャー 

出力間のインターバル：  １～１０秒、前面パネルで調整可能 

インジケーター（１０）：  赤ＬＥＤ チャンネルＯＮ状態を表示（６） 

   緑ＬＥＤ ＵＰ ＲＥＱＵＥＳＴ状態を表示 

   緑ＬＥＤ シーケンスＣＯＭＰＬＥＴＥ状態を表示 

   赤／緑ＬＥＤ ＲＥＭＯＴＥもしくはＦＲＯＮＴ ＰＡＮＥＬ ＡＣＴＩＶＡＴＩＯＮの表示 

２４Ｖｄｃ出力（各）：  最大１．１Ａ、最小１００ｍA （電源電流以下） 

オープンコレクター（６）  ２００ｍＡサージ、５０ｍＡ連続、最大２００ｍA 

リレー出力（６）：  ＳＰＳＴ（閉；アクティブ） 

最大切り替え電力：  ６０Ｗ（２２０Vdc、１２５Vac、２A） 

電源仕様：   ２４Ｖｄｃ＠１００ｍＡ+出力に接続されたトータル負荷電流； 周辺動作環境：０℃～５０℃ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ----ＬＣＲ１ＨＬＣＲ１ＨＬＣＲ１ＨＬＣＲ１Ｈ    

高出力ロジックコントロールリレー  －８Ａ 

 

特徴： 

・ スピーカーラインの切り替え 

・ スイッチもしくはロジック回路からのコントロール 

・ ＤＰＤＴ切り替えコンタクト 

・ オープンコレクター切り替え 

・ ８Ａリレーコンタクト 

 

用途： 

ＳＴ-ＬＣＲ１Ｈは高電力切り替え用のドライスイッチング接点、リレー作動を表示するＬＥＤインジケーター及び入力接続が提供されています。

切り替え接点は、多くの８Ω、７０．７Ｖもしくは１００Ｖのスピーカーラインの切り替えに適しています。 

 

１つの入力信号が適用されている時にリレーはクローズします。入力信号が取り除かれた時に、リレーはリリースされます。ＳＴ-ＬＣＲ１Ｈ

は、高電力用切り替え接点をあらゆるコントロール信号に追加する必要がある用途で最も適しています。リレーは、５Ｖｄｃ、２４Ｖｄｃ、もしく

はオープンコレクターの３つの入力信号のいずれかで動作できます。 

 

ＳＴ-ＬＣＲ１Ｈを個別に使用してください。もしくは完全なオーディオ／ビデオシステムの一部として他のＲＤＬ®製品と組み合わせて使用して

下さい。 

 

仕様： 

コントロール入力： ＳＬＡＶＥターミナルは、リモートプッシュボタンからの入力またはスイッチがオンの時にリレーを動作さ

せるスイッチとして使用します。この入力をグラウンドに接続することによって動作します。他の機器

のオープンコレクター出力からの入力は、オープンコレクターがオンになった時にリレーを動作させま

す。 

注意：ＲＤＬスイッチング（ＳＴＩＣＫ-ＯＮ®）はＳＴ-ＬＣＲ１Ｈを動作させるのに適したオープンコレクター

出力を備えています。 

５Ｖ+は、リレーを動作させるために３．５～１２Ｖｄｃを受けます。このコントロール信号が適用されてい

る時だけリレーは動作状態になります。 

２４Ｖ+は、リレーを動作させるために１２～３５Ｖｄｃを受けます。このコントロール信号が適用されてい

る時のみリレーは動作状態になります。 

コントロール出力： インジケーターもしくはスレーブＬＣＲを操作するのに最適なＳＬＡＶＥターミナルオープンコレクター＠２５ｍ

Ａ 

切り替えコンタクト：  ２極式、ダブルスロー 

最大電流：   ８Ａ＠２５０Ｖａｃまたは３０Ｖｄｃ 

最大電源：   ５００Ｗ（増幅オーディオ信号） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： １．７×７．６×３．９ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ----ＬＣＲ１ＬＣＲ１ＬＣＲ１ＬＣＲ１    

ロジックコントロールリレー  －モメンタリ 

 

特徴： 

・ あらゆるコントロール信号へ接点を追加 

・ ロジック回路からの動作 

・ ＤＰＤＴ切り替えリレー 

・ オープンコレクター切り替え 

・ スイッチ、ボタン、もしくはロジック回路からのコントロール 

 

用途： 

ＳＴ-ＬＣＲ１には２極式、ダブルスローのドライスイッチング型接点、及びリレークロージャー用のＬＥＤ表示が備わっています。ＳＴ-ＬＣＲ１

はモメンタリ動作を提供し、追加の切り替え接点が必要とされる場合に大変適しています。 

 

仕様： 

コントロール入力： ＳＬＡＶＥターミナルは、リモートプッシュボタンまたはオンの時にリレーを動作させるスイッチとして使

用します。この入力をグラウンドに接続することによって動作します。 他の機器のオープンコレク

ター出力からの入力は、オープンコレクターがオンになった時にリレーを動作させます。 

注意：ＲＤＬスイッチング（ＳＴＩＣＫ-ＯＮ®）はＳＴ-ＬＣＲ１を動作させるのに適したオープンコレクター出

力を備えています 

５Ｖ+は、リレーを動作させるために３．５～１２Ｖｄｃを受けます。このコントロール信号が適用されてい

る時だけリレーは動作状態になります。 

２４Ｖ+は、リレーを動作させるために１２～３５Ｖｄｃを受けます。このコントロール信号が適用されてい

る時のみリレーは動作状態になります。 

コントロール出力： インジケーターもしくはスレーブＬＣＲを操作するのに最適なＳＬＡＶＥターミナルオープンコレクター＠２５ｍ

Ａ 

切り替えコンタクト：  ２極式、ダブルスロー 

最大切り替え電源： ６０Ｗ（２２０Ｖｄｃ、１２５Ｖａｃ、２Ａ） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ＊    ＊２０ｍＡをＳＬＡＶＥ出力での最大負荷と想定 

周辺動作環境；  -１０℃～５５℃ 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ----ＬＣＲ２ＬＣＲ２ＬＣＲ２ＬＣＲ２    

ロジックコントロールリレー  －ラッチ 

 

特徴： 

・ 交互動作切り替え 

・ あらゆるコントロール信号へのコンタクトを追加 

・ ロジック回路からの動作 

・ ＤＰＤＴ切り替えリレー 

・ オープンコレクター切り替え 

・ スイッチ、ボタン、もしくはロジック回路よりのコントロール 

 

用途： 

ＳＴ-ＬＣＲ１には２極式、ダブルスローのドライスイッチング型接点、及びリレークロージャー用のＬＥＤ表示が備わっています。ＳＴ-ＬＣＲ２

は瞬間パルスが交互にオン／オフ切り替えコンタクトをトグルスイッチで行なわなければならない場合に使用されます。オープンコレクタ

ースレーブ出力によりリモート‘オン’インジケーターの接続、もしくは追加リレーコンタクト用のＳＴ-ＬＣＲ１への接続が可能になります。 

 

仕様： 

コントロール入力： ＳＬＡＶＥターミナルは、リモートプッシュボタンまたはオンの時にリレーを動作させるスイッチとして使

用します。この入力をグラウンドに接続することによって動作します。 他の機器のオープンコレク

ター出力からの入力は、オープンコレクターがオンになった時にリレーを動作させます。 

注意：ＲＤＬスイッチング（ＳＴＩＣＫ-ＯＮ®）はＳＴ-ＬＣＲ１を動作させるのに適したオープンコレクター出

力を備えています 

５Ｖ+ターミナルは、リレーを動作させるために３．５～１２Ｖｄｃを受けます。この入力がハイ、そしてロ

ーにパルスで修正される時にリレーがオンになり、その後再度オフになり、この次にハイ、そしてロー

にパルスで修正されます。 

２４Ｖ+は、リレーを動作させるために１２～３５Ｖｄｃを受けます。この入力がハイ、そしてローにパルス

で修正される時に、この入力がハイ、そしてローにパルスで修正される時にリレーがオンになり、その

後再度オフになり、この次にハイ、そしてローにパルスで修正されます。 

出力スレーブ： インジケーターもしくはスレーブＬＣＲを操作するために最適なオープンコレクター 

＠２５ｍＡ 

切り替えコンタクト： ２極型、ダブルスロー 

最大切り替え電源： ６０Ｗ（２２０Ｖｄｃ、１２５Ｖａｃ、２Ａ） 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ（２０ｍＡをＳＬＡＶＥ出力での最大負荷と想定） 

周辺動作環境：  -１０℃～５５℃ 



 

 

ＳＴ－ＬＣＲ３ＳＴ－ＬＣＲ３ＳＴ－ＬＣＲ３ＳＴ－ＬＣＲ３    

ロジックコントロールリレー  －デュアル交互パルス 

 

 

特徴： 

・ロジック信号開始時のパルス 

・ロジック信号終了時のパルス 

・リレー接点、オープンコレクター用パルス 

・アクティブハイもしくはアクティブロー入力 

・３．３～２４Ｖｄｃまでの入力コントロール電圧 

・スイッチ、プッシュボタン、もしくはロジック回路からのコントロール 

 

用途： 

ＳＴ－ＬＣＲ３は、単一の制御信号からモメンタリパルスが必要とされる用途に適しています。その入力においてロジック信号が最初にアク

ティブになったときにモジュールがモメンタリパルスを出力します。モジュールにおけるロジック信号が停止したときに、別のモメンタリパル

スが出力されます。 

 

２つのロジック入力はＳＴ－ＬＣＲ３で利用できます。これらの入力は、いずれかを使用することができます。ターミナル１は内部で+５Ｖｄｃに

プルアップされます。外部クロージャーもしくはオープンコレクターがターミナルをグラウンドにしたとき、この入力がアクティブになります。

外部の切り替えデバイスがターミナルをハイにする必要はありませんが、ＳＴ－ＬＣＲ３入力への様々なダメージのリスクなく+３．３Ｖｄｃか

ら+２４Ｖｄｃの電圧でハイにすることもできます。ターミナル３は内部でグラウンドに接地されます。外部クロージャーもしくはロジック·デバイ

スが+３．３Ｖｄｃから+２４Ｖｄｃの正電圧を確認したとき、この入力がアクティブになります。 

 

使用されている入力が最初にアクティブになる際にＳＴＡＲＴ ＰＵＬＳＥ出力がモジュールからトリガーされます。入力が最初にインアクティ

ブになったとき（最初にアクティブになった後）ＥＮＤ ＰＵＬＳＥ出力がモジュールからトリガーされます。開始および終了パルスの両方が２

５０ミリ／秒の持続時間を有しています。 

 

各パルス出力は、オープンコレクターＳＬＡＶＥ端子とリレー接点の両方を提供します。スレーブ端子は、他のＲＤＬモジュール、および他の

様々な機器のコントロールに使用することができます。リレー接点は、オープンコレクターコントロールで動作していないモジュールまたは

機器をコントロールするために使用することができます。 

 

仕様： 

入力（２）： ロジックハイもしくはロジックロー（ロー＝グラウンド、ハイ＝３．３Ｖｄｃ～２４Ｖｄｃ） 

出力（２）： インジケーターもしくはスレーブＬＣＲを操作するために最適なオープンコレクター 

＠２５ｍＡ 

切り替えコンタクト： ＳＰＳＴ  

最大切り替え電力： ６０Ｗ（２２０Ｖｄｃ、１２５Ｖａｃ、２Ａ） 

電源仕様：   接地準拠、２４Ｖｄｃ＠１００ｍＡ（ＳＬＡＶＥ出力での最大負荷２０ｍＡを想定） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰｏｗｅｒＰｏｗｅｒＰｏｗｅｒＰｏｗｅｒ    ＳｕｐｐｌｉｅｓＳｕｐｐｌｉｅｓＳｕｐｐｌｉｅｓＳｕｐｐｌｉｅｓ    ａｎｄａｎｄａｎｄａｎｄ    ＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ    



 

 

ＦＰＦＰＦＰＦＰ----ＤＣＣＤＣＣＤＣＣＤＣＣ1111    

１２Ｖｄｃ～２４Ｖdc コンバータ 

 

特徴： 

・ １２Ｖｄｃソースから２４Ｖｄｃの電源を作る 

・ ２４Ｖｄｃモジュールの自動車電源 

・ ２４Ｖｄｃ接地準拠型電源 

・ 独立した高電流とローノイズの出力 

・ ターミナルブロックとｄｃジャックの出力 

・ 超小型オールメタル構造 

・ ＲＤＬ®ＦＬＡＴ‐ＰＡＫｓ™仕様 

 

用途： 

オーディオ、もしくはビデオのモジュールが１２Ｖｄｃソースからの電源供給を必要とする多くの場面で、ＦＰ-ＤＣＣ１は理想的な選択肢です。

接地準拠のＲＤＬモジュールはＦＰ-ＤＣＣ１の２つある出力の内のどちらか１つで動作します。２つの出力の内の１つは、パワーマルチプル

モジュール（参照：マルチプルモジュール設置用のＲＤＬ®ＳＴ-ＰＤ５パワーサプライディストリビューター）、もしくはＲＤＬ®オーディオパワー

アンプ（例：ＳＴ‐ＰＡ２、ＳＴ‐ＰＡ６）用に４００ｍＡ＠２４Vdc）の大電流出力を供給します。もう一方のローノイズ出力は、十分にフィルターされ

ていて、マイクプリアンプなどのマイクレベルが高いゲインのモジュールに５０ｍＡ＠２４Vdc の電源を供給します。この大電流とローノイズ

の２つの出力は同時に使用することが出来ます。 

 

ＦＰ‐ＤＣＣ１の出力は、通常１２Ｖｄｃのバッテリー回路にある入力電圧用の２４Ｖｄｃが供給できるようにレギュレートされています。１５Ｖｄｃ

の過電圧（車のレギュレーターが壊れた場合）がＦＰ‐ＤＣＣ１の入力に接続されたとしても、モジュールが内部の回路を切断し、ＩＮＰＵＴ ＯＶ

ＥＲＶＯＬＴＡＧＥ ＬＥＤを点灯して自動的に保護します。ＦＰ-ＤＣＣ１の入出力は過電流や逆電圧に対しても保護されています。ＦＰ-ＤＣＣ１

はフローティングモジュール(バイポーラー)の動作用ではありません。 

 

仕様： 

出力（３）：   １つ：調節された２４Ｖｄｃ＠４００ｍＡ（ユーロ型ターミナルブロック） 

   １つ：調節された２４Ｖｄｃ＠４００ｍＡ（ｄｃ電源ジャック） 

   （注意：上記２出力への総合負荷は４００ｍＡ） 

   １つ：フィルターを通した２４Ｖｄｃ＠５０ｍＡ（ユーロ型ターミナルブロック） 

ヒューズ（２）：  ２Ａの自動車用ブレード型ミニチュアヒューズ（入力） 

１Ａの自動車用ブレード型ミニチュアヒューズ（出力） 

電源仕様：   接地準拠、１１～１４Ｖｄｃ＠１Ａ、（ユーロ型ターミナルブロック） 

寸法（高さ×幅×長さｃｍ）： ３．１８×８．２６×１６．６１ 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＰＳ２４－ＡＳＰＳ２４－ＡＳＰＳ２４－ＡＳＰＳ２４－ＡＳ    

２４Ｖｄｃ切り替えパワーサプライ －北米ＡＣプラグ、５００ｍＡ、ｄｃプラグ 

 

 

仕様： 

入力：   １００～２４０Ｖａｃ 

出力：   ２４Ｖｄｃ、５００ｍＡ （ＵＬ、ＣＳＡ） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ７×４．２×３．７、ノミナル 

能率：   ＥＮＥＲＧＹ ＳＴＡＲ Ｌｅｖｅｌ Ｖ 

周辺動作環境：  ０℃～最大４０℃ 

 

 

 

 

 

 

ＰＳ－２４ＡＸＰＳ－２４ＡＸＰＳ－２４ＡＸＰＳ－２４ＡＸ    

２４Ｖｄｃ切り替えパワーサプライ －プラグ交換可能ＡＣプラグ、５００ｍＡ、ｄｃプラグ 

 

 

仕様： 

入力：   １００～２４０Ｖａｃ 

出力：   ２４Ｖｄｃ、５００ｍＡ  （ＵＬ、ＣＳＡ） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ７×４．６×３．４８、ノミナル 

能率：   ＥＮＥＲＧＹ ＳＴＡＲ Ｌｅｖｅｌ Ｖ 

周辺動作環境：  ０℃～最大４０℃ 

 



 

 

ＰＳ－２４ＫＳＰＳ－２４ＫＳＰＳ－２４ＫＳＰＳ－２４ＫＳ    

２４Ｖｄｃ 切り替えパワーサプライ －北米ＡＣプラグ、１Ａ、ｄｃプラグ 

 

 

 

仕様： 

入力：   １００～２４０Ｖａｃ 

出力：   ２４Ｖｄｃ、１Ａ （ＵＬ、ＣＳＡ） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ８．９×４．６×３．９、ノミナル 

能率：   ＥＮＥＲＧＹ ＳＴＡＲ Ｌｅｖｅｌ Ｖ 

周辺動作環境：  ０℃～最大４０℃ 

 

 

 

 

 

ＰＳ－２４ＫＸＰＳ－２４ＫＸＰＳ－２４ＫＸＰＳ－２４ＫＸ    

２４Ｖｄｃ 切り替えパワーサプライ －プラグ交換可能ＡＣプラグ、１Ａ、ｄｃプラグ 

 

仕様： 

入力：   １００～２４０Ｖａｃ 

出力：   ２４Ｖｄｃ、１Ａ （ＵＬ、ＣＳＡ） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： ９．３×４．６×３．６、ノミナル 

能率：   ＥＮＥＲＧＹ ＳＴＡＲ Ｌｅｖｅｌ Ｖ 

周辺動作環境：  ０℃～最大４０℃ 

 



 

 

ＰＳ－２４Ｖ２ＰＳ－２４Ｖ２ＰＳ－２４Ｖ２ＰＳ－２４Ｖ２    

２４Ｖｄｃ 切り替えパワーサプライ －コードなし、２Ａ、ｄｃプラグ 

 

 

 

仕様： 

入力：   １００～２４０Ｖａｃ 

出力：   ２４Ｖｄｃ、２Ａ （ＵＬ、ＣＳＡ） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １２×５×３．４  

能率：   ＥＮＥＲＧＹ ＳＴＡＲ Ｌｅｖｅｌ Ｖ 

周辺動作環境：  ０℃～最大４０℃ 

 

 

 

 

 

ＰＳ－２４Ｖ２ＰＳ－２４Ｖ２ＰＳ－２４Ｖ２ＰＳ－２４Ｖ２ＡＡＡＡ    

２４Ｖｄｃ切り替えパワーサプライ －北米コード、２Ａ、ｄｃプラグ 

 

 

仕様： 

入力：   １００～２４０Ｖａｃ 

出力：   ２４Ｖｄｃ、２Ａ（ＵＬ、ＣＳＡ） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）： １２×５×３．４  

能率：   ＥＮＥＲＧＹ ＳＴＡＲ Ｌｅｖｅｌ Ｖ 

周辺動作環境：  ０℃～最大４０℃ 

 

 



 

 

ＥＣ－６ＥＣ－６ＥＣ－６ＥＣ－６    

ＡＣ電源 延長コード（６パック）   －北米仕様   －６インチ 

 

 

特徴： 

・ コード６本のキット、長さ＝１５．２５ｃｍ 

・ 北米仕様、ＵＬ／ＣＳＡ  

 

 

 

 

 

ＦＰ－ＰＳＢ１ＡＦＰ－ＰＳＢ１ＡＦＰ－ＰＳＢ１ＡＦＰ－ＰＳＢ１Ａ    

デスクトップパワーサプライ取り付け金具 

 

 

用途：  

ＦＰ－ＰＳＢ１Ａは、１つのデスクトップ型パワーサプライや他のモジュールをマウントします。いずれのＲＤＬ®ＦＰ－ＰＡ２０オーディオパワ

ーアンプでも、ＦＰ－ＰＳＢ１Ａに直接マウントすることができます。ＲＤＬ®はＦＰ－２０Ａの代わりに他のＲＤＬ®モジュールをマウントするた

めの取り付け金具を提供しています。 

 

ＦＰ－ＰＳＢ１Ａはあらゆる平面の場所、もしくはＲＤＬ®ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™シリーズ（ＦＰ－ＲＲＡもしくはＦＰ－ＲＲＡＨ）ラックマウントパネルに取

り付けます。ＦＰ－ＰＳＢ１ＡのデザインはＦＬＡＴ－ＰＡＫ™ラックマウントトラックにスライドさせる事が出来ます。ＦＰ－ＰＡ２０パワーアンプ

（もしくは利用可能なアダプターを使用している他のＲＤＬ®モジュール）と電源を一緒にマウントするとラックスペースを節約し、便利でプロ

フェッショナルなインストレーションを提供します。 

 

ＦＰ－ＰＳＢ１Ａは全てのＲＤＬ製のデスクトップパワーサプライや、他のデスクトップパワーサプライ（最大寸法：１４．７ｃｍ ｘ７．６ｃｍ ｘ４．

３ｃｍ）に互換性があります。 

 



 

 

ＲＣ－ＰＳ５ＲＣ－ＰＳ５ＲＣ－ＰＳ５ＲＣ－ＰＳ５    

５つのデスクトップパワーサプライ用１９インチラックマウント 

 

 

用途：  

５つまでのデスクトップタイプの電源を取り付けます。配線はシャシーの側面および背面を通すことが出来ます。ＲＣ－ＰＳ５は全てのＲＤＬ

製のデスクトップパワーサプライや、他のデスクトップパワーサプライ（最大寸法：１４．７ｃｍ ｘ７．６ｃｍ ｘ４．３ｃｍ）に互換性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＵ－ＰＳＢ１ＡＲＵ－ＰＳＢ１ＡＲＵ－ＰＳＢ１ＡＲＵ－ＰＳＢ１Ａ    

デスクトップパワーサプライ取り付け金具  －ＲＡＣＫ－ＵＰ®の取り付けに適合 

    

 

特徴： 

・ １つのデスクトップパワーサプライのラックマウント 

・ 電源と最大２つのＳＴ－ＰＤ５パワーディストリビューションのラックマウント 

・ １つのラックユニットで、最大３つのパワーサプライまで取り付け 

・ 全てのＲＤＬ®のデスクトップパワーサプライや、他のデスクトップパワーサプライ（最大寸法：１４．７ｃｍ×７．６ｃｍ

×４．３ｃｍ）に互換性があります。 

 



 

 

ＷＨ１ＷＨ１ＷＨ１ＷＨ１    

“Ｗａｒｔｈｏｇ”™パワーサプライアダプター  －サーフェスマウント 

 

 

 

用途： 

ＷＨ１は１か所で６個までの電源をまとめてマウントできます。各キットには、６個の電源取り付け金具が１枚、６本のＵＬ／ＣＳＡ６インチ電

源コード、６セットの取り外し可能な取り付け用タブ、固定用ケーブルタイが含まれています。 

 

仕様： 

寸法（高さ×幅×奥行ｃｍ）： ４８．３０×１７．８０×４．５０ 

 



 

 

ＷＨ－２ＷＨ－２ＷＨ－２ＷＨ－２    

“Ｗａｒｔｈｏｇ”™１９インチ・パワーサプライアダプター  －ラックマウント 

 

 

 

 

用途：  

ＷＨ２の４ＲＵパネルはＷＨ１と同様の便利さを提供し、背面ラックレールにマウントします。 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ----ＰＤ５ＰＤ５ＰＤ５ＰＤ５    

電源ディストリビューター   －リニア  －（ＰＳ－２４Ａ／Ｂ／Ｅ／Ｋ） 

 

特徴： 

・ 電源の分断 

・ 電源フィルタリング 

・ ｄｃ電源の分配 

・ リモート分配電源 

・ 最大５つまでの電源分配ポイント 

・ 電圧有無の表示 

・ 逆電圧保護 

 

ＳＴ－ＰＤ５は０ＥＭあるいは旧リニアＲＤＬ電源（ＰＳ－２４Ａ／Ｂ／Ｅ／Ｋ）以外との使用禁止。 

最新のＲＤＬ切り替え電源と共に使用する際はＳＴ－ＰＤ５Ｕ（ＰＳ－２４ＡＳ／ＫＳ／Ｖ２Ａ）を参照。 

 

用途： 

電源分配や分断が必要な場合に、ＳＴ-ＰＤ５は理想的な選択肢です。共通ローインピーダンスソースを各モジュールに供給する単一リニア

電源から、最大５つのモジュールに電源を供給する際に最適です。 

 

多様なモジュールが単一電源で動作できるシステム設計となっています。ハムやノイズの発生を避けるため、各モジュールへの電源配線

が電源出力から出るよう優れたエンジニアリング技術が必要です。ＳＴ-ＰＤ５は５つの各モジュールに対する電源ソースとして働き、実際の

電源を他のラックやシステムへ供給する役割を果たします。 

 

ＳＴ-ＰＤ５は電源を供給するモジュールの近くに取り付けます。配線を短くし（３０ｃｍ以下）、２つのモジュールを単一のＳＴ-ＰＤ５出力に接

続できます。各出力の出力電流は１０００ｍＡを超えない様にして下さい。 

 

ＳＴ－ＰＤ５には５つの出力が付いています。電源表示用にＬＥＤが付いており、逆電圧保護機能も付いています。単一のＳＴ-ＰＤ５は電源

をＲＤＬ®フローティングモジュールに供給することができます。別のＳＴ-ＰＤ５は接地準拠のモジュールに電源を供給することができます。

（‘フローティング’と‘接地準拠’のモジュールを単一のＳＴ-ＰＤ５に混合しない様にして下さい。） 

 

仕様： 

入出力電圧：  ０～３５Ｖｄｃ 

出力数：  １～５（全体の負荷電流は許容電源電流を超えないこと、単一出力回路は１０００ｍＡを超えないこと） 

インジケーター：  ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ 

周辺動作環境： -１０℃～５５℃ 

 



 

 

ＳＴＳＴＳＴＳＴ----ＰＤ５ＵＰＤ５ＵＰＤ５ＵＰＤ５Ｕ    

電源ディストリビューター   －切り替え  －（ＰＳ－２４ＡＳ／ＫＳ／Ｖ２Ａ） 

 

 

特徴： 

・ ２４Ｖｄｃ電源の分配 

・ 電源切り替えからのソフトスタート 

・ ｄｃ電源の分配 

・ 最大５つまでの電源分配ポイント 

・ 電圧有無の表示 

・ 逆電圧保護 

 

用途： 

電流制限されたスイッチング電源からの電源分配が必要とされる用途において、ＳＴ-ＰＤ５Ｕは理想的な選択肢です。単一電源から最大５

つまでのモジュールに電源供給することができます多くのスイッチング電源の制限電流回路は、高電流容量負荷が接続されると電源を入

れた時に、シャットダウンさせてしまいます。電源用途に応じて、ＳＴ-ＰＤ５Ｕは、出来るだけ早く負荷容量に充電を行い、その後負荷へのフ

ル電圧に切り替えるため電圧をランプします。反極性が入力に接続された場合、ＳＴ-ＰＤ５Ｕはその状態が修正されるまで負荷を切断しま

す。 

 

多様なモジュールが単一電源で動作できるシステム設計となっています。各モジュールへの電源配線が電源出力から出るよう優れたエン

ジニアリング技術が必要です。ＳＴ-ＰＤ５は５つの各モジュールに対する電源ソースとして働きます。単一のＳＴ-ＰＤ５ＵはＲＤＬのフローテ

ィングモジュールに電源を供給することが出来ます。別のＳＴ-ＰＤ５Ｕは接地準拠モジュールに電源を供給することができます。（フローティ

ング’と接地準拠のモジュールを単一のＳＴ-ＰＤ５Ｕと混合しない様にして下さい。）注：リニア電源を使用する場合は、ＲＤＬ®のＳＴ-ＰＤ５を

使用して電圧を複数のモジュールに分配して下さい。 

 

スイッチング電源からの電源分配が必要とされる場合には、ＳＴ-ＰＤ５Ｕは理想的な選択肢です。ＲＤＬ®のＲＡＣＫ-ＵＰ®、ＳＴＩＣＫ-ＯＮ®、

又はＴＸ™リーズ製品と組み合わせて完全なオーディオ／ビデオシステムの一部として使用することも可能です。 

 

仕様： 

入出力電圧：   ２４Ｖｄｃ＠２Ａ（電流制限されたスイッチング電源との使用向け） 

出力数（５）：   全体の負荷電流は２Ａを超えないこと 

インジケーター（２）：  ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ、ＦＡＵＬＴ ＬＥＤ 

周辺動作環境；  ０℃～５０℃ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ    



 

 

ＡＣＢ－１ＡＣＢ－１ＡＣＢ－１ＡＣＢ－１    

ジャックボックス   －ステレオヘッドフォン 

 

 

用途： 

ナイロンブッシング開口部を通して配線準備が整ったシングルステレオヘッドフォンジャックを備えた金属構造です。 

 

仕様： 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：   ２．２×２．９×５．７ 

 

 

 

 

ＡＣＢ－２ＡＣＢ－２ＡＣＢ－２ＡＣＢ－２        

ジャックボックス   －デュアルＲＣＡジャック 

 

 

用途： 

プリマウントされ、ナイロンブッシング開口部を通して配線準備が整った２アンバランスＲＣＡジャックを備えた金属構造です。 

 

仕様： 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：   ２．２×２．９×５．７ 

 



 

 

ＡＭＳＡＭＳＡＭＳＡＭＳ----ＸＬＭＸＬＭＸＬＭＸＬＭ    

ＸＬＲ３ピンオスジャック  －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

ＡＭＳＡＭＳＡＭＳＡＭＳ----ＸＬＦＸＬＦＸＬＦＸＬＦ    

ＸＬＲ３ピンメスジャック  －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

ＡＭＳ－ＰＢ１ＡＭＳ－ＰＢ１ＡＭＳ－ＰＢ１ＡＭＳ－ＰＢ１    

モメンタリＳＰＤＴプッシュボタン  －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

ＡＭＳ－ＳＷ２ＡＭＳ－ＳＷ２ＡＭＳ－ＳＷ２ＡＭＳ－ＳＷ２    

ロッカースイッチＤＰＤＴ   －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

ＡＭＳＡＭＳＡＭＳＡＭＳ－ＦＰ１－ＦＰ１－ＦＰ１－ＦＰ１    

フィラープレート   －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

ＡＭＳ－１ＲＣＡＭＳ－１ＲＣＡＭＳ－１ＲＣＡＭＳ－１ＲＣ    

シングルＲＣＡジャックアセンブリ  －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＡＭＳ－２ＲＣＡＭＳ－２ＲＣＡＭＳ－２ＲＣＡＭＳ－２ＲＣ    

デュアルＲＣＡジャックアセンブリ  －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

ＡＭＳ－ＢＮＣＡＭＳ－ＢＮＣＡＭＳ－ＢＮＣＡＭＳ－ＢＮＣ    

ＢＮＣジャックアセンブリ  －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

ＡＭＳ－ＬＥＤＧＡＭＳ－ＬＥＤＧＡＭＳ－ＬＥＤＧＡＭＳ－ＬＥＤＧ    

ＬＥＤインジケーター  －緑 

 

ＡＭＳ－ＬＥＤＹＡＭＳ－ＬＥＤＹＡＭＳ－ＬＥＤＹＡＭＳ－ＬＥＤＹ            

ＬＥＤインジケーター  －黄 

 

ＡＭＳ－ＬＥＤＢＡＭＳ－ＬＥＤＢＡＭＳ－ＬＥＤＢＡＭＳ－ＬＥＤＢ            

ＬＥＤインジケーター  －青 

 

ＡＭＳ－ＬＥＤＲＡＭＳ－ＬＥＤＲＡＭＳ－ＬＥＤＲＡＭＳ－ＬＥＤＲ    

ＬＥＤインジケーター  －赤 

 

 

 

 

 

 



 

 

ＡＭＳ－ＰＪ１ＡＭＳ－ＰＪ１ＡＭＳ－ＰＪ１ＡＭＳ－ＰＪ１    

電源ジャックアセンブリ ：ＰＳ２４Ｖ、ＡＳ，ＫＳ用 －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

ＡＭＳ－１／４ＦＡＭＳ－１／４ＦＡＭＳ－１／４ＦＡＭＳ－１／４Ｆ    

１／４インチ ヘッドフォンジャック －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

ＡＭＳ－１０ＫＡＭＳ－１０ＫＡＭＳ－１０ＫＡＭＳ－１０Ｋ    

１０Ｋ Ｂカーブ ポット＆ノブアセンブリ －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

ＡＭＳ－１０ＫＡＡＭＳ－１０ＫＡＡＭＳ－１０ＫＡＡＭＳ－１０ＫＡ    

１０Ｋ Ａカーブ ポット＆ノブアセンブリ －すべてのＡＭＳマウントに適合 

 

 

用途： 

ＡＭＳはジャック、インジケーター、スイッチ、コントロール用のアクセサリマウントシステムです。ＡＭＳ－ＵＦ１ユニバーサルフレームマウ

ントはあらゆるＲＡＣＫ－ＵＰ®マウントベイに直接取り付けられます（ＲＡＣＫ－ＵＰ®マウントアクセサリ参照）。フレームには４つのアクセ

サリの取り付けが可能で、取り付けられたアクセサリそれぞれをインストーラーが識別するための不正開封防止ラベルストリップを備えて

います。各ＡＭＳアクセサリには２つの取り付けネジがついています。あらゆるアクセサリをＡＭＳ－ＵＦ１の４つの穴のいずれかに取り付

けることが出来ます。ＡＭＳアクセサリは、ＲＭＳ－４壁面パネル及びＳＲ－４マウントラックにも取り付ける事が出来ます。 

 

 

 

 

 



 

 

 

用途： 

ＡＭＳ－ＥＭ１はヨーロピアンモジュールのマウントフレームおよびカバープレートに合う４５ｍｍの正方形のアダプタープレートです。アダ

プターはＡＭＳアクセサリ（標準および特殊コネクター）の取り付けが可能です。 

 

 

用途： 

ＡＭＳはジャック、インジケーター、スイッチ、コントロール用のアクセサリマウントシステムです。ＡＭＳ－ＵＦ１ユニバーサルフレームマウ

ントはあらゆるＲＡＣＫ－ＵＰ®マウントベイに直接取り付けられます（ＲＡＣＫ－ＵＰ®マウントアクセサリ参照）。フレームには４つのアクセ

サリの取り付けが可能で、取り付けられたアクセサリそれぞれをインストーラーが識別するための不正開封防止ラベルストリップを備えて

います。各ＡＭＳアクセサリには２つの取り付けネジがついています。あらゆるアクセサリをＡＭＳ－ＵＦ１の４つの穴のいずれかに取り付

けることが出来ます。ＡＭＳアクセサリは、ＲＭＳ－４壁面パネル及びＳＲ－４マウントラックにも取り付ける事が出来ます。 

 

 

 

 

用途： 

ＡＭＳ－ＨＲ６はスイッチ・コントロール・インジケーター・ジャックを含む最大６つのＲＤＬ®ＡＭＳシリーズのアクセサリの取り付けが可能で

す。ＡＭＳアクセサリを利用することで、ラックマウントされたユーザーインターフェイスを簡単にカスタマイズする事が可能になります。ＡＭ

Ｓ－ＨＲ６は隣接したＨＡＬＦ－ＲＡＣＫ製品の外観を引き立たせるデザインになっています。 

ＡＭＳ－ＥＭ１ＡＭＳ－ＥＭ１ＡＭＳ－ＥＭ１ＡＭＳ－ＥＭ１    

ヨーロッパ仕様のアダプタープレート 

 

ＡＭＳ－ＵＦ１ＡＭＳ－ＵＦ１ＡＭＳ－ＵＦ１ＡＭＳ－ＵＦ１    

ユニバーサルフレーム  －ＲＡＣＫ－ＵＰ®開口部に適合 

 

ＡＭＳ－ＨＲ６ＡＭＳ－ＨＲ６ＡＭＳ－ＨＲ６ＡＭＳ－ＨＲ６    

ＡＭＳアクセサリ６個用取り付けパネル 

 



 

 

ＲＭＳＲＭＳＲＭＳＲＭＳ－－－－４４４４    

ＡＭＳシリーズ製品用壁掛けプレート 

 

用途： 

ＲＭＳ－４は、４個のＡＭＳアクセサリーを壁に掛けることのできるＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザインのリモートパネルです。各ポートには、すべて

のＡＭＳアクセサリーの取り付けが可能です。保護レンズは、インストーラーが識別ラベルにスライドできるように、各ＡＭＳポートの上また

は下に設けられています。ＲＭＳ－４は、シングル米国式電気ボックス、またはキャビネットに直接、またはインターナショナルな設置用に

ＲＤＬ®ＷＢ－１Ｕでマウントします。 

 

ＲＭＳＲＭＳＲＭＳＲＭＳ－－－－４４４４NNNN    

ＡＭＳシリーズ製品用壁掛けプレート －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

 

用途： 

ＲＭＳ－４Ｎは、４個のＡＭＳアクセサリーを壁に掛けることのできるＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザインのリモートパネルです。各ポートには、すべ

てのＡＭＳアクセサリーの取り付けが可能です。保護レンズは、インストーラーが識別ラベルにスライドできるように、各ＡＭＳポートの上ま

たは下に設けられています。ＲＭＳ－４Ｎは、シングル米国式電気ボックス、またはキャビネットに直接、インターナショナルな設置用にＲＤ

Ｌ®ＷＢ－１Ｕでマウントします。 

 

 

ＲＵ－ＷＨＡ４ＲＵ－ＷＨＡ４ＲＵ－ＷＨＡ４ＲＵ－ＷＨＡ４    

ワイヤリングハーネスアダプター   －ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ 

 

 

用途： 

ワイヤリングハーネスリテーナ４個が付属されているキットです。 

 



 

 

ＭＢＭＢＭＢＭＢ----３３３３    

ＳＴ、ＴＸ™シリーズのモジュールをＦＰパネル上にマウントするためのキット 

 

 

 

用途： 

ＴＸ™またはＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュールをＦＰ－ＲＲＡ／ＨトラックにスライドするＭＢ－３に固定します。 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＢＲＭＢＲＭＢＲＭＢＲ----１Ｕ１Ｕ１Ｕ１Ｕ    

１ＲＵサイズ用取り付けキット 

 

用途： 

ＭＢＲ－１Ｕ取り付けキットには、平面な場所や棚の下に取り付けるようにデザインされた２つのブラケットが含まれます。ブラケットは標準

ラックにマウントされた高さが１ＲＵサイズの製品に対応しています。ＵＳ＃１０－３２または、メトリックＭ５ラックネジのいずれかのスレッド

が設けられています。ＭＢＲ－１ＵはＲＤＬ®のラックアクセサリや１ＲＵサイズの多くの工業製品を取り付けるのに最適な商品です。 

 



 

 

ＲＣ－１ＵＲＣ－１ＵＲＣ－１ＵＲＣ－１Ｕ    

１９インチユニバーサルラックシャシー  －ＲＵ、ＳＴ、ＴＸ™シリーズ用 

 

用途： 

ＲＣ－１Ｕは、６個のＲＡＣＫ－ＵＰ®製品または１２個のＳＴＩＣＫ－ＯＮ®製品までマウントできます。ＲＡＣＫ－ＵＰ®、ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®、および

アクセサリパネルの組み合わせは無制限で取り付ける事が出来ます。ＲＣ－１Ｕは、標準１ＲＵシャシーとスチールカバー（画像なし）.が含

まれます。（ＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰ®製品は推奨されません。） 

 

 

 

 

ＲＣ－ＢＴＲ１     ＲＣ－ＢＴＲ２ 

 

 

用途： 

バックボードまたは、棚に取り付け。 

 

ＲＫ－２Ｕはあらゆる平らな場所に取り付けることができ、棚の上に置いて取り付ける様に設計された多用途の機器ラックです。ラックは１９

インチラックにマウントされた高さ２ＲＵの製品に対応します。ＵＳ＃１０－３２または、メートル規格Ｍ５ラックネジのどちらかを提供します。

ＲＫ－２Ｕは、ＲＤＬ®ラックアクセサリやモジュール及び、多くの工業製品を取り付けるのに最適な商品です。 

 

仕様： 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ８．２２×４８．９０×２１．６ 

ＲＫＲＫＲＫＲＫ----2222ＵＵＵＵ    

１９インチユーティリティーラックシャシー  －２ＲＵ 

 

ＲＣ－ＢＴＲ１ＲＣ－ＢＴＲ１ＲＣ－ＢＴＲ１ＲＣ－ＢＴＲ１，，，，ＲＣ－ＢＴＲ２ＲＣ－ＢＴＲ２ＲＣ－ＢＴＲ２ＲＣ－ＢＴＲ２    

ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™壁面コントロール用 ブラス製トリムリング 



 

 

ＲＫ－２ＵＸＲＫ－２ＵＸＲＫ－２ＵＸＲＫ－２ＵＸ    

１９インチユーティリティーラックシャシー  －２ＲＵ拡張 

 

仕様： 

ＲＫ－２ＵＸはＲＫ－２Ｕを重ねて使用する際に使う拡張キットです。ＲＫ－２Ｕを複数重ねて、どんな高さにも出来ます。 

 

 

ＲＭＲＭＲＭＲＭ----ＥＭ５ＥＭ５ＥＭ５ＥＭ５    

ＥＭモジュール５個用ラックアダプター 

 

用途： 

ＲＭ－ＥＭ５はＲＤＬ®ＥＭシリーズのモジュールやコネクタプレートのようなヨーロピアンモジュール(直径４５ミリ)製品５個を取り付けられる

２ＲＵサイズのラックパネルです。 

    

    

ＲＭ－ＥＭＦＰ１ＲＭ－ＥＭＦＰ１ＲＭ－ＥＭＦＰ１ＲＭ－ＥＭＦＰ１    

ＲＭ－ＥＭ５用フィラーパネル 

 

用途： 

ＲＭ－ＥＭＰ１は、ＲＭ－ＥＭ５ラックシャシー中の未使用カットアウトのためのフィラーパネルです。ＲＭ－ＥＭＰ１はスチール製で黒のパ

ウダーコーティング仕上げとなっているため、ラックシャシーの外観にぴったり合います。 

 



 

 

ＤＭＫ５ＤＭＫ５ＤＭＫ５ＤＭＫ５    

ＲＤＬモジュール用取り外し可能なマウントキット 

 

用途： 

ＤＭＫ５にはＲＤＬ®モジュールをマウントする５つの取り外し可能なタブ一式が含まれています。 

 

 

 

 

ＲＭＲＭＲＭＲＭ----ＦＰ１ＦＰ１ＦＰ１ＦＰ１    

１ラックユニット用フィラーパネル   －１９インチラック 

 

 

 

 

 

ＲＭＲＭＲＭＲＭ----ＦＰ２ＦＰ２ＦＰ２ＦＰ２    

２ラックユニット用フィラーパネル   －１９インチラック 

 

 



 

 

ＳＲ－４ＳＲ－４ＳＲ－４ＳＲ－４    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズラックマウント  －７モジュール用 

 

 

 

用途： 

ＳＲ－４はバックボードや壁面、その他の支えとなるところに取り付けることが出来るユニバーサルモジュールシャーシです。４つのＳＴＩＣ

Ｋ－ＯＮ®パワーアンプや７つの標準ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュールの取り付けが可能です。ＴＸ™モジュールも取り付けることが出来ます。ワイ

ヤ収容のための十分なスペースがあります。ホールプラグは未使用のワイヤリングホールをカバーするためにあります。４つのケーブル

の入力ポートは底面に２つ、両側に１つずつ設けられています。これらのポートはそれぞれケーブルやＡＭＳアクセサリーを取り付けるよ

うにデザインされています。ＳＲ－４背面にはＲＤＬ®ＷＢ－２Ｕに適応した取り付け穴が付いており、後ろからの配線挿入が必要な壁掛け

に対応します。 

 

 

ＳＲ－ＴＢ１０ＳＲ－ＴＢ１０ＳＲ－ＴＢ１０ＳＲ－ＴＢ１０    

ＳＲ－４用 ターミナルブロックアセンブリ 

 

用途： 

ＳＲ－ＴＢ１０ターミナルブロックキットは１０ポジションのターミナルブロックと1～１０と書かれたポリカーボネートラベルストリップ及び、ＳＲ

－４で使う取り付けネジが含まれています。このキットはインストーラーがＲＤＬ®モジュールを使ったネジ接続によりカスタマイズされた商

品を構築することが出来ます。 

 



 

 

ＵＣ－１ＵＣ－１ＵＣ－１ＵＣ－１    

シングルワイド・エンクロージャー －ＲＡＣＫ－ＵＰ®取り付け 

 

ＵＳ－２ＵＳ－２ＵＳ－２ＵＳ－２        

ダブルワイド・エンクロージャー  －ＲＡＣＫ－ＵＰ®取り付け 

 

用途： 

ＵＣ－１とＵＣ－２はＲＤＬ®モジュールとアクセサリーを取り付けるためのＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の卓上ユーティリティシャシーです。前面パネ

ルはＲＡＣＫ－ＵＰ®取り付け部分をそれぞれ１つ（ＵＣ－１）又は２つ（ＵＣ－２）備えています。背面パネルはＵＣ－１、ＵＣ－２それぞれに

同一の取り付け部分がありフィラープレートのマッチングが提供されます。取り付け部分にはＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズの製品とＡＭＳアクセ

サリーが適合します。内部には様々なＳＴＩＣＫ－ＯＮ®及びＴＸ™シリーズのモジュールを取り付けるためのスペースがあります。 

 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ５．７２×２６．０４×１９．３８ 

 

 

 

 

 

ＵＳ－Ａ１ＵＳ－Ａ１ＵＳ－Ａ１ＵＳ－Ａ１    

ウォールボックスアダプター －シングルユニット―ダブルボックス 

    

ＵＳ－Ａ１ＵＳ－Ａ１ＵＳ－Ａ１ＵＳ－Ａ１ＮＮＮＮ    

ウォールボックスアダプター －シングルユニット―ダブルボックス  －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

 

 

 

 

ＵＳ－Ａ１はＲＤＬ®ＷＢ－２Ｕや米国の２重の電気ボックス（写真はＲＣＸ－１０Ｒが取り付けられた写真）にシングル幅の製品を取り付ける

ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザインのアダプターです。 

 



 

 

ＷＢ－１ＵＷＢ－１ＵＷＢ－１ＵＷＢ－１Ｕ    

ユニバーサルウォールボックス   －ＲＤＬリモートコントロールとウォールプレートのマウント 

 

特徴： 

・ インターナショナルまたは米国式の壁面およびキャビネットに取り付け 

 

用途： 

面と背面にある穴は新しい構造物に箱を固定する際に使用します。折り畳み式のタブは既存の壁やキャビネットに箱を固定する際に使用

します。 

 

仕様： 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  １０．４８×６．０５×５．０８ 

 

ＷＢ－ＷＢ－ＷＢ－ＷＢ－２２２２ＵＵＵＵ    

ユニバーサルウォールボックス    －ダブル  －ＲＤＬ®リモートコントロールとウォールプレートのマウント 

 

特徴： 

・ 折り畳み式のタブは既存の壁やキャビネットに箱を固定 

・ 側面と背面にある穴は新しい構造物に箱を固定 

 

用途： 

インターナショナルまたは米国式の壁面およびキャビネットにマウント。 

 

仕様： 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  １０．４８×１０．４８×５．００ 

 



 

 

ＷＤＧ１ＷＤＧ１ＷＤＧ１ＷＤＧ１    

ＲＵ、ＳＴ、ＴＸ™シリーズ用卓上シャシー 

 

用途： 

ＷＤＧ１は１つのＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールに２つのＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュールを取り付けるための卓上用エンクロージャです。前面パネ

ルには２４ＶのＬＥＤインジケーターを備えています。ＡＭＳアクセサリはＲＡＣＫ－ＵＰ®を取り付けた隙間に取り付けることができます。一

般的なアクセサリのＡＭＳジャック、コントロール、及びインジケーターを参照してください。ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザインで、すべてスチール

構造になっています。 

 

仕様： 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ７．４×１６．５×１７．３ 

 

 

 

 

ＷＤＧ１ＬＷＤＧ１ＬＷＤＧ１ＬＷＤＧ１Ｌ    

デスクトップ用ウェッジ型シャシー 

 

ＷＤＧ１ＬはあらゆるＲＡＣＫ－ＵＰ®やＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールを取り付けるための卓上用エンクロージャーです。ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ

™デザインで、すべてスチール構造になっています。 

 

仕様： 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ７．４×１６．５×１７．３ 

 



 

 

ＡＦＭ－Ａ１ＡＦＭ－Ａ１ＡＦＭ－Ａ１ＡＦＭ－Ａ１    

ＡＰＰＦＬＥＸモジュール用壁掛けアダプタープレート   －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ 

ＡＦＭ－Ａ１ＡＦＭ－Ａ１ＡＦＭ－Ａ１ＡＦＭ－Ａ１ＮＮＮＮ    

ＡＰＰＦＬＥＸモジュール用壁掛けアダプタープレート   －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

  

用途： 

ＡＦＭ－Ａ１はＲＤＬ®ＷＢ－１ＵのＵｎｉｖｅｒｓａｌ Ｗａｌｌマウントボックス（又は１つのギャング米国式電気ボックス）にＡＰＰＦＬＥＸモジュールを

合わせて使用するＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™プレートです。ＡＦＭ－Ａ１はＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザインの二種類の標準色が提供されています。 

 

 

AFMAFMAFMAFM----DCDCDCDC１１１１    

ＡＰＰＦＬＥＸデスクトップシャシー 

 

 

ＡＦＭ－ＤＣ１、ＤＣ１Ｎは机やカウンターにＡＰＰＦＬＥＸ製品を取り付けることができます。前面パネルはＡＰＰＦＬＥＸモジュールを簡単に操

作するために斜めになっています。シャシーの底部はカウンターにネジで留めてあります。下部にある大きな穴は配線用に用意されてい

ます。この魅力的なシャシーはプロの装飾に合うようにＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の標準色で提供されています。 

    

    

AFMAFMAFMAFM----DCDCDCDC１１１１NNNN    

ＡＰＰＦＬＥＸモジュール用デスクトップシャシー  －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

 

ＡＦＭ－ＤＣ１、ＤＣ１Ｎは机やカウンターにＡＰＰＦＬＥＸ製品を取り付けることができます。フロントパネルはＡＰＰＦＬＥＸモジュールを簡単に

操作するために斜めになっています。シャシーの底部はカウンターにネジで留めてあります。下部にある大きな穴は配線用に用意されて

います。この魅力的なシャーシはプロのオフィスの装飾に合うようにＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラルで提供されています。 



 

 

ＡＦＭ－ＤＣ２ＡＦＭ－ＤＣ２ＡＦＭ－ＤＣ２ＡＦＭ－ＤＣ２    

２つのＡＰＰＦＬＥＸモジュール用デスクトップシャシー －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™グレー 

 

用途： 

ＡＦＭ－ＤＣ２、ＤＣ２Ｎは机やカウンターに２つのＡＰＰＦＬＥＸ製品を取り付けることができます。前面パネルはＡＰＰＦＬＥＸモジュールを簡

単に操作するために斜めになっています。シャシーの底部は卓上にネジで留めます。下部にある大きな穴は配線用に用意されています。

この魅力的なシャシーはプロのオフィス装飾に合うようＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の標準色で提供されています。 

 

 

ＡＦＭ－ＤＣ２ＡＦＭ－ＤＣ２ＡＦＭ－ＤＣ２ＡＦＭ－ＤＣ２NNNN    

２つのＡＰＰＦＬＥＸモジュール用デスクトップシャシー  －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

 

用途： 

ＡＦＭ－ＤＣ２、ＤＣ２Ｎは机やカウンターに二つのＡＰＰＦＬＥＸ製品を取り付けることができます。前面パネルはＡＰＰＦＬＥＸモジュールを簡

単に操作するために斜めになっています。シャシーの底部は卓上にネジで留めます。 下部にある大きな穴は配線用に用意されています。

この魅力的なシャシーはプロのオフィス装飾に合うようＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラルで提供されています。 

 

 

ＡＦＭ－ＤＣ２ＡＦＭ－ＤＣ２ＡＦＭ－ＤＣ２ＡＦＭ－ＤＣ２ＺＺＺＺ    

２つのＡＰＰＦＬＥＸモジュール用デスクトップシャシー 

 

ＡＦＭ－ＤＣ２、ＤＣ２Ｎは机やカウンターに２つのＡＰＰＦＬＥＸ製品を取り付けることができます。前面パネルはＡＰＰＦＬＥＸモジュールを簡

単に操作するために斜めになっています。シャシーの底部は卓上にネジで留めます。下部にある大きな穴は配線用に用意されています。

この魅力的なシャシーはプロのオフィス装飾に合うようＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™の標準色で提供されています。ＡＦＭ－ＤＣ２Ｚは、グラニット（花崗

岩）カラーで仕上げられています。 



 

 

ＡＦＭ－ＦＰ１ＡＦＭ－ＦＰ１ＡＦＭ－ＦＰ１ＡＦＭ－ＦＰ１    

ＡＰＰＦＬＥＸフィラープレート  －シングル  －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™グレー 

 

 

ＡＦＭ－ＡＦＭ－ＡＦＭ－ＡＦＭ－ＦＰ１ＮＦＰ１ＮＦＰ１ＮＦＰ１Ｎ    

ＡＰＰＦＬＥＸフィラープレート  －シングル  －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

 

 

 

 

 

 

ＡＦＭ－ＡＦＭ－ＡＦＭ－ＡＦＭ－ＦＰ１ＺＦＰ１ＺＦＰ１ＺＦＰ１Ｚ    

ＡＰＰＦＬＥＸフィラープレート －シングル  

 

              

      

特徴： 

・ ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™グレーが利用可能（ＡＦＭ－ＦＰ１） 

・ ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラルが利用可能（ＡＦＭ－ＦＰ１Ｎ） 



 

 

ＲＭ－Ｄ３ＲＭ－Ｄ３ＲＭ－Ｄ３ＲＭ－Ｄ３    

Ｄｅｃｏｒａ®モジュール３個用１９インチラックマウント 

 

用途： 

ＲＭ－Ｄ３はＲＤＬ®リモートコントロールとＤシリーズのコネクタプレートのようなＤｅｃｏｒａ®製品３個を取り付けることができる１ＲＵサイズの

ラックパネルです。インストーラーは保護レンズの後ろにそれぞれインストールされたモジュールをラベルできます。 

    

    

ＲＭ－Ｄ９ＲＭ－Ｄ９ＲＭ－Ｄ９ＲＭ－Ｄ９    

Ｄｅｃｏｒａ®モジュール９個用１９インチラックマウント 

 

用途： 

ＲＭ－Ｄ９はＲＤＬ®のリモートコントロールとＤシリーズのコネクタプレートのようなＤｅｃｏｒａ®製品を９個を取り付ける３ＲＵサウズのラック

パネルです。インストーラーは保護レンズの後ろにそれぞれインストールされたモジュールをラベルできます。 

 

 

ＲＭ－ＤＦＰ１ＲＭ－ＤＦＰ１ＲＭ－ＤＦＰ１ＲＭ－ＤＦＰ１    

Ｄｅｃｏｒａ®フィラーーパネル 

 

用途： 

ＲＭ－ＤＦＰ１はＲＭ－Ｄ３やＲＭ－Ｄ９のようなＤｅｃｏｒａ®スタイルラックシャシーでカットアウトされていないフィラーパネルです。ＲＭ－ＤＦ

Ｐ１はラックシャシーの外観にぴったり合うように黒のパウダーコーティング仕上げのスチールから構成されています。 



 

 

ＣＰ－１ＣＰ－１ＣＰ－１ＣＰ－１    

シングルカバープレート  －ホワイト 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－１、ＤＣ－１、ＷＢ－１Ｕと共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタ

イル製品及び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－２ＣＰ－２ＣＰ－２ＣＰ－２    

ダブルカバープレート  －ホワイト 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－２、ＤＣ－２、ＷＢ－２Ｕと共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタ

イル製品及び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－３ＣＰ－３ＣＰ－３ＣＰ－３    

トリプルカバープレート  －ホワイト 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－３、ＤＣ－３と共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタイル製品及

び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－４ＣＰ－４ＣＰ－４ＣＰ－４    

クアッドカバープレート  －ホワイト 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－４、ＤＣ－４と共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタイル製品及

び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

 



 

 

ＣＰ－１ＳＣＰ－１ＳＣＰ－１ＳＣＰ－１Ｓ    

シングルカバープレート  －ステンレス製 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－１、ＤＣ－１、ＷＢ－１Ｕと共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタ

イル製品及び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－２ＳＣＰ－２ＳＣＰ－２ＳＣＰ－２Ｓ    

ダブルカバープレート  －ステンレス製 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－２、ＤＣ－２、ＷＢ－２Ｕと共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタ

イル製品及び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－３ＳＣＰ－３ＳＣＰ－３ＳＣＰ－３Ｓ    

トリプルカバープレート  －ステンレス製 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－３、ＤＣ－３と共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタイル製品及

び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－４ＳＣＰ－４ＳＣＰ－４ＳＣＰ－４Ｓ    

クアッドカバープレート  －ステンレス製 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－４、ＤＣ－４と共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタイル製品及

び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

 



 

 

ＣＰ－１ＧＣＰ－１ＧＣＰ－１ＧＣＰ－１Ｇ    

シングルカバープレート  －グレー 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－１、ＤＣ－１、ＷＢ－１Ｕと共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタ

イル製品及び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－２ＧＣＰ－２ＧＣＰ－２ＧＣＰ－２Ｇ    

ダブルカバープレート  －グレー 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－２、ＤＣ－２、ＷＢ－２Ｕと共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタ

イル製品及び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－３ＧＣＰ－３ＧＣＰ－３ＧＣＰ－３Ｇ    

トリプルカバープレート  －グレー 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－３、ＤＣ－３と共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタイル製品及

び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－４ＧＣＰ－４ＧＣＰ－４ＧＣＰ－４Ｇ    

クアッドカバープレート  －グレー 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－４、ＤＣ－４と共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタイル製品及

び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

 



 

 

ＣＰ－１ＢＣＰ－１ＢＣＰ－１ＢＣＰ－１Ｂ    

シングルカバープレート  －ブラック 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－１、ＤＣ－１、ＷＢ－１Ｕと共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタ

イル製品及び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－２ＢＣＰ－２ＢＣＰ－２ＢＣＰ－２Ｂ    

ダブルカバープレート  －ブラック 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－２、ＤＣ－２、ＷＢ－２Ｕと共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタ

イル製品及び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－３ＣＰ－３ＣＰ－３ＣＰ－３ＢＢＢＢ    

トリプルカバープレート  －ブラック 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－３、ＤＣ－３と共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタイル製品及

び米国式電気ボックスに互換性があります。 

 

 

ＣＰ－４ＣＰ－４ＣＰ－４ＣＰ－４ＢＢＢＢ        

クアッドカバープレート  －ブラック 

 

用途： 

ＲＤＬリモートコントロール及びジャックパネルを取り付けるためにＲＤＬ®ＳＭＢ－４、ＤＣ－４と共に使用します。Ｄｅｃｏｒａ®スタイル製品及

び米国式電気ボックスに互換性があります。 



 

 

ＤＣ－１ＤＣ－１ＤＣ－１ＤＣ－１ＧＧＧＧ，，，，    ＤＣ－２ＧＤＣ－２ＧＤＣ－２ＧＤＣ－２Ｇ，，，，    ＤＣ－３ＧＤＣ－３ＧＤＣ－３ＧＤＣ－３Ｇ，，，，    ＤＣ－４ＧＤＣ－４ＧＤＣ－４ＧＤＣ－４Ｇ    

Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用デスクトップ／壁掛けシャシー 

 

ＤＣ－１Ｇ        ＤＣ－２Ｇ    ＤＣ－３Ｇ   ＤＣ－４Ｇ 

用途： 

ＤＣ－１、ＤＣ－２、ＤＣ－３、ＤＣ－４デスクトップシャシーはＲＤＬリモートコントロールとコネクタプレートを含むＤｅｃｏｒａ®スタイル製品をそ

れぞれ１、２、３、４個取り付けることができます。同梱の取り付けプレートを使用して設置します。 

これにより、卓上および、キャビネットや壁のような垂直な面にシャシーを取り付けることができます。プレートは適切な位置にしっかりと固

定され、シャシーはねじで固定する位置までスライドします。末尾が“Ｗ”の型番は色がホワイトです。末尾が“Ｇ”のものはＲＤＬ®ステンレ

ス製リモートコントローラーとプレートを引き立たせるグレーの色です。すべてのＤＣシリーズのボックスは仕上げに高品質なパウダーコー

ティング仕上げの溶接銅が採用されています。 

 

 

ＤＣ－１ＷＤＣ－１ＷＤＣ－１ＷＤＣ－１Ｗ，，，，    ＤＣ－２ＷＤＣ－２ＷＤＣ－２ＷＤＣ－２Ｗ，，，，    ＤＣ－３ＷＤＣ－３ＷＤＣ－３ＷＤＣ－３Ｗ，，，，    ＤＣ－４ＷＤＣ－４ＷＤＣ－４ＷＤＣ－４Ｗ    

Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用デスクトップ／壁掛けシャシー 

     

ＤＣ－１Ｗ        ＤＣ－２Ｗ      ＤＣ－３Ｗ     ＤＣ－４Ｗ 

 

用途： 

ＤＣ－１、ＤＣ－２、ＤＣ－３、ＤＣ－４デスクトップシャシーはＲＤＬリモートコントロールとコネクタプレートを含むＤｅｃｏｒａ®スタイル製品をそ

れぞれ１、２、３、４個取り付けることができます。同梱の取り付けプレートを使用して設置します。 

これにより、デスクトップやキャビネット・壁のような垂直な面にシャシーを取り付けることができます。プレートは適切な位置にしっかりと固

定され、シャシーはねじで固定する位置までスライドします。末尾が“Ｗ”の型番は色がホワイトです。末尾が“Ｇ”のものはＲＤＬステンレス

製リモートコントローラーとプレートを引き立たせるグレーの色です。すべてのＤＣシリーズのボックスは高品質なパウダーコーティング仕

上げの溶接銅が採用されています。 

 

 

ＤＣ－１ＤＣ－１ＤＣ－１ＤＣ－１BBBB，，，，    ＤＣ－２ＤＣ－２ＤＣ－２ＤＣ－２BBBB，，，，    ＤＣ－３ＤＣ－３ＤＣ－３ＤＣ－３BBBB，，，，    ＤＣ－４ＤＣ－４ＤＣ－４ＤＣ－４BBBB    

Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用デスクトップ／壁掛けシャシー 

 

ＤＣ－１B        ＤＣ－２B             ＤＣ－３B                 ＤＣ－４B 

用途： 

ＤＣ－１、ＤＣ－２、ＤＣ－３、ＤＣ－４デスクトップシャシーはＲＤＬリモートコントロールとコネクタプレートを含むＤｅｃｏｒａ®スタイル製品をそ

れぞれ１、２、３、４個取り付けることができます。同梱の取り付けプレートを使用して設置します。 

これにより、デスクトップやキャビネット・壁のような垂直な面にシャシーを取り付けることができます。プレートは適切な位置にしっかりと固

定され、シャシーはねじで固定する位置までスライドします。末尾が“Ｗ”の型番は色がホワイトです。末尾が“Ｇ”のものはＲＤＬステンレス

製リモートコントローラーとプレートを引き立たせるグレーの色です。すべてのＤＣシリーズのボックスは仕上げに高品質なパウダーコーテ

ィング仕上げの溶接銅が採用されています。 



 

 

ＳＭＢ－１ＳＭＢ－１ＳＭＢ－１ＳＭＢ－１ＧＧＧＧ，，，，    ＳＭＢＳＭＢＳＭＢＳＭＢ－２Ｇ－２Ｇ－２Ｇ－２Ｇ，，，，    ＳＭＢ－３ＧＳＭＢ－３ＧＳＭＢ－３ＧＳＭＢ－３Ｇ，，，，    ＳＭＢ－４ＧＳＭＢ－４ＧＳＭＢ－４ＧＳＭＢ－４Ｇ    

Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用サーフェスマウントボックス 

 

ＳＭＢ－１Ｇ      ＳＭＢ－２Ｇ   ＳＭＢ－３Ｇ        ＳＭＢ－４Ｇ 

 

 

 

 

ＳＭＢ－１ＳＭＢ－１ＳＭＢ－１ＳＭＢ－１ＷＷＷＷ，，，，    ＳＭＢ－２ＳＭＢ－２ＳＭＢ－２ＳＭＢ－２ＷＷＷＷ，，，，    ＳＭＢ－３ＳＭＢ－３ＳＭＢ－３ＳＭＢ－３ＷＷＷＷ，，，，    ＳＭＢ－４ＳＭＢ－４ＳＭＢ－４ＳＭＢ－４ＷＷＷＷ    

Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用サーフェスマウントボックス 

   

ＳＭＢ－１Ｗ        ＳＭＢ－２Ｗ      ＳＭＢ－３Ｗ   ＳＭＢ－４Ｗ 

 

 

 

 

ＳＭＢ－１ＳＭＢ－１ＳＭＢ－１ＳＭＢ－１ＢＢＢＢ，，，，    ＳＭＢ－２ＳＭＢ－２ＳＭＢ－２ＳＭＢ－２ＢＢＢＢ，，，，    ＳＭＢ－３ＳＭＢ－３ＳＭＢ－３ＳＭＢ－３ＢＢＢＢ，，，，    ＳＭＢ－４ＳＭＢ－４ＳＭＢ－４ＳＭＢ－４ＢＢＢＢ    

Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用サーフェスマウントボックス 

 

                        

ＳＭＢ－１Ｂ       ＳＭＢ－２Ｂ   ＳＭＢ－３Ｂ  ＳＭＢ－４Ｂ 

 

 

 

用途： 

ＳＭＢ－１、ＳＭＢ－２、ＳＭＢ－３、ＳＭＢ－４サーフェスマウントボックスはＲＤＬリモートコントロールとコネクタプレートを含むＤｅｃｏｒａ®ス

タイル製品をそれぞれ１個、２個、３個、４個取り付けることができます。取り付ける時のボックスの向きによりますが、ボックスの背面、上

面、底面のいずれかにメートル規格コンジット又は北米式コンジットを固定するため、ノックアウトが設けられています。標準の電気ボックス

よりも優れた外観で、箱の側面、上面、底面の表面は滑らかです。末尾が“Ｗ”の型番はホワイトのボックスで、末尾が“Ｇ”のものはＲＤＬ®

ステンレス製リモートコントローラー及びプレートを引き立たせるグレーの色のボックスです。ＳＭＢシリーズのボックスは全て、高品質な

パウダーコーティング仕上げの溶接銅が採用されています。 

 



 

 

ＤＲＡ３５－１ＭＤＲＡ３５－１ＭＤＲＡ３５－１ＭＤＲＡ３５－１Ｍ    

ＤＩＮレール 

 

仕様： 

寸法：  ０．３５×１ 

 

 

    

ＤＲＡ－３５ＦＤＲＡ－３５ＦＤＲＡ－３５ＦＤＲＡ－３５Ｆ    

ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™用ＤＩＮレールアダプター 

 

用途： 

ＤＲＡ－３５Ｆは、すべてのＲＤＬ®ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュールのポジティブマウントを可能とするＤＩＮレール取り付け金具です。ＤＩＮレールマ

ウントは、振動を受ける場所や制限された場所又は従来のラックマウントが望まれない場所でも取り付けることが出来ます。ＤＲＡ－３５Ｆ

は電源のデイジーチェーンにより複数のＦＬＡＴ-ＰＡＫ™モジュールの取り付けが出来ます。 

 

 

 

ＤＲＡ－３５ＰＤＲＡ－３５ＰＤＲＡ－３５ＰＤＲＡ－３５Ｐ    

デスクトップ型パワーサプライ用ＤＩＮレールアダプター 

 

用途： 

ＤＲＡ－３５ＰはＤＩＮレールにデスクトップ型パワーサプライのマウントを可能にします。独特な構造によりＤＩＮレールに最小限のスペース

でパワーサプライのポジティブマウントを可能にします。またＤＲＡ－３５ＰはＤＩＮレールよりも平面なところにパワーサプライを固定する際

に使用できるでしょう。ＤＲＡ－３５ＰはすべてのＲＤＬデスクトップ型パワーサプライと最大寸法:１４．７ｃｍ×７．６ｃｍ×４．３ｃｍのデスクト

ップ型パワーサプライに互換性があります。 

 



 

 

ＤＲＡ－３５ＲＤＲＡ－３５ＲＤＲＡ－３５ＲＤＲＡ－３５Ｒ    

ＲＡＣＫ－ＵＰ®用 ＤＩＮレールアダプター 

 

用途： 

ＤＲＡ－３５ＲはあらゆるＲＤＬ®ＲＡＣＫ－ＵＰ®やＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールのＤＩＮレールへのマウントを可能にし、取り付けたモジ

ュールの前面と背面パネルにフルアクセス出来ます。ＤＲＡ－３５Ｒは３５ｍｍＤＩＮレールに取り付けます。 

 

 

 

ＤＲＡ－３５ＳＤＲＡ－３５ＳＤＲＡ－３５ＳＤＲＡ－３５Ｓ    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®用 ＤＩＮレールアダプター   －１モジュール用 

 

用途： 

ＤＲＡ－３５ＳはすべてのＲＤＬ®ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュールのポジティブマウントを可能とする３５ｍｍのＤＩＮレール取り付け金具です。取り

付け角度が斜めのＤＲＡ－３５Ｓによりインストーラーは複数のＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュールを１つのＤＩＮレールに取り付けることができます。

取り付けられたＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュールの前面と上部コントロールへのアクセスは保持されます。 

 

 

 

ＤＲＡ－３５Ｓ６ＤＲＡ－３５Ｓ６ＤＲＡ－３５Ｓ６ＤＲＡ－３５Ｓ６    

ＳＴＩＣＫ-ＯＮ®用ＤＩＮレールアダプター   －６モジュール用 

 

 

用途： 

ＤＲＡ－３５S６は最大６つのＲＤＬ®ＳＴＩＣＫ-ＯＮ®モジュールをＤＩＮレールに付けるのに便利な方法を提供します。 

取り外し可能な棚はＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュールのインストールや調整、取り外しが簡単にできます。 



 

 

ＤＲＡ－３５ＴＤＲＡ－３５ＴＤＲＡ－３５ＴＤＲＡ－３５Ｔ    

TX™シリーズ用 ＤＩＮレールアダプター 

 

用途： 

ＤＲＡ－３５ＴはＤＩＮレールにＲＤＬ®ＴＸ™やＭＡＸ ＴＸ™モジュールのマウントを可能にするアダプターです。 

独特なデザインによりＴＸ™モジュールはラック及びＤＩＮレールへの取り付けが望まれるすべての場所に取り付けることが出来ます。 

 

 

ＰＭ－１ＴＰＭ－１ＴＰＭ－１ＴＰＭ－１Ｔ    

ポールマウントトレイ 

 

 

用途： 

ＰＭ－１Ｔは標準（１．５″ＩＤ）のラウンドプロジェクターポールや小さいラウンドや長方形のポールを使ってプロジェクターの上に取り付け

るトレイです。トレイは、２つのＦＰ－ＰＡ２０オーディオパワーアンプ（ステレオ操作用）と２つのＰＳ－２４Ｕ２パワーサプライを収容すること

が出来ます。関連したＳＴＩＣＫ－ＯＮ®とＴＸ™シリーズモジュールのために十分なスペースがあります。もしＦＰ－ＰＡ２０型アンプが２つ使用

されていなければ複数のＳＴＩＣＫ－ＯＮ®やＦＬＡＴ－ＰＡＫ™、そしてＴＸ™シリーズのモジュールが取り付けられます。トレイに取り付けられ

たモジュールの代表例としてはＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズのパワーアンプが挙げられます。また、ヘッドフォンアンプ、ＶＣＡモジュール、ライ

ンアンプ、ビデオアンプまたはディストリビューションアンプを取り付けることも可能です。 

 

仕様： 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：  ２５．４×２８．５×６．３５ 

    

    

ＰＭ－１ＶＰＭ－１ＶＰＭ－１ＶＰＭ－１Ｖ    

ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュール用ポールマウントアダプター  －垂直 

 

 

用途： 

ＰＭ－１Ｖは標準（１．５インチＩＤ）のラウンドプロジェクターポールや小さいラウンド、長方形のポールにＦＲＡＴ－ＰＡＫ™モジュールを垂直

に取り付けます。 



 

 

ＰＭ－３ＴＰＭ－３ＴＰＭ－３ＴＰＭ－３Ｔ、ＰＭ－３ＴＧ、ＰＭ－３ＴＷ、ＰＭ－３ＴＧ、ＰＭ－３ＴＷ、ＰＭ－３ＴＧ、ＰＭ－３ＴＷ、ＰＭ－３ＴＧ、ＰＭ－３ＴＷ    

ポールの取り付けトレイ 

 

ＰＭ－３Ｔ          ＰＭ－３ＴＧ         ＰＭ－３ＴＷ 

用途： 

ＰＭ－３Ｔは標準（１．５″ＩＤ）のラウンドプロジェクターポールや小さいラウンドや長方形のポールを使ってプロジェクターの上に取り付け

るトレイです。トレイはあらゆるＲＵ、ＴＸ™やＦＰかＳＴＩＣＫ－ＯＮ®オーディオパワーアンプ製品とそれに関連するＲＤＬ®パワーサプライも収

容することが出来ます。ＰＭ－３Ｔの独特なデザインはプロジェクターやポールを外さずにプロジェクターの上にインストールを可能にしま

す。耐久性のあるスチール製のトレイは各側面からプロジェクターポールの上を滑らすように２枚で組み立てられており、迅速かつ便利に

取り付けが出来ます。ＰＭ－３Ｔは３色が利用可能です。通常は黒色（ＰＭ－３Ｔ）になります。ほかに白（ＰＭ－３ＴＷ）とグレー（ＰＭ－３Ｔ

Ｇ）があります。 

 

 

ＰＭ－２０ＨＡＰＭ－２０ＨＡＰＭ－２０ＨＡＰＭ－２０ＨＡ    

ＦＰ－ＰＡ２０シリーズパワーアンプ＆パワーサプライ用ポールマウントアダプター   －水平 

 

 

用途： 

ＰＭ－２０HＡは標準（１．５″ＩＤ）のラウンドプロジェクターポールや小さいラウンドや長方形のポールにＦＲ－ＰＡ２０タイプのアンプおよび、

パワーサプライを水平に取り付けます。ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®とＴＸ™シリーズモジュールも取り付けられます。余分なケーブルはブラケットフレー

ムの中に隠すことが出来ます。 

 

 

ＰＭ－２０ＶＡＰＭ－２０ＶＡＰＭ－２０ＶＡＰＭ－２０ＶＡ    

ＦＰ－ＰＡ２０シリーズパワーアンプ＆パワーサプライ用ポールマウントアダプター   －垂直 

 

用途： 

ＰＭ－２０ＶＡは標準（１．５″ＩＤ）のラウンドプロジェクターポールや小さいラウンドや長方形のポールにＦＲ－ＰＡ２０タイプのアンプおよび、

パワーサプライを垂直に取り付けます。ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®とＴＸ™シリーズモジュールも取り付けられます。余分なケーブルはブラケットフレー

ムの中に隠すことが出来ます。 



 

 

ＦＰ－ＣＴ１ＦＰ－ＣＴ１ＦＰ－ＣＴ１ＦＰ－ＣＴ１    

ＦＰ－ＲＲＡ＆FＰ－ＲＲＡＨ用ケーブルタイブラケット 

 

用途： 

ＦＰ－ＣＴ１はＦＰ－ＲＲＡとＦＰ－ＲＲＡＨのラックマウントパネルのマウントトラックに適合する取り付け金具です。 

製品にセットされているネジによりインストーラーは所定の位置にしっかりブラケットを固定出来ます。ＦＰ－Ｃ１はインストールされたＦＲＡ

Ｔ－ＰＡＫ™モジュールの各端の部分に固定出来ます。それにより、移動式の設備にＦＲＡＴ－ＰＡＫ™を固定することが出来ます。ブラケット

の前面にあるスロットによりインストーラーはワイヤとケーブルを適切な位置にしっかり固定できます。ＦＲＡＴ－ＰＡＫ™の電源相互接続ケ

ーブルはＦＰ－ＣＴ１を通ってインストールできます。 

 

ＦＰ－ＲＲＡＦＰ－ＲＲＡＦＰ－ＲＲＡＦＰ－ＲＲＡ、、、、ＦＰ－ＲＲＡＨＦＰ－ＲＲＡＨＦＰ－ＲＲＡＨＦＰ－ＲＲＡＨ    

ＦＰ－ＲＲＡ： ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュール用背面ラックアダプター   －１９インチ固定 

ＦＰ－ＲＲＡＨ： ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュール用背面ラックアダプター  －１９インチヒンジ付き 

 

    

ＦＰ－ＲＲＡ      ＦＰ－ＲＲＡＨ 

用途： 

２ＲＵサイズのＦＰ－ＲＲＡマウントトラックにＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュールをスライドします。オプションのＦＰ－ＣＴ２により所定の位置でモジュ

ールはロックします。ＦＰ－ＲＲＡＨヒンジパネルは容易なモジュールアクセスを提供します。 

    

    

ＦＰ－ＲＲＦＰ－ＲＲＦＰ－ＲＲＦＰ－ＲＲＢ１Ｂ１Ｂ１Ｂ１    

あらゆるＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュール用背面ラックレール取り付けキット 

  

用途： 

ＦＰ－ＲＲＢ１取り付けキットは、背面ラックレールまたは、あらゆる平面の場所にＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュールを取り付けるための２つのブラ

ケットが含まれます。 



 

 

ＨＤ－ＡＳＣ１ＨＤ－ＡＳＣ１ＨＤ－ＡＳＣ１ＨＤ－ＡＳＣ１    

アンプセキュリティーカバー 

      

ＨＤ－ＡＳＣ１を搭載したアンプ 

用途： 

ユーザー調整や改ざんを防ぐためにＨＤシリーズのミキサー／アンプへ取り付けます。電源ボタンと関連するインジケーターは、ＨＤ－ＡＳ

Ｃ１がインストールされてもアクセス可能です。 

 

 

ＨＤ－ＢＰ１ＨＤ－ＢＰ１ＨＤ－ＢＰ１ＨＤ－ＢＰ１    

ＢＡＣＫ－ＰＡＣＫ用背面カバー 

 

用途： 

背面へのユーザーアクセスを防ぐためにＨＤシリーズのミキサー／アンプに取り付けます。ＢＡＣＫ－ＰＡＣＫはパワーサプライのホールド

および、インストールされたアンプの背面を完全に隠すことが出来ます。 

    

    

ＨＤ－ＦＰ１ＨＤ－ＦＰ１ＨＤ－ＦＰ１ＨＤ－ＦＰ１    

フィラーパネル 

  

 

 

用途： 

ラックアダプターの未使用部分の半分を埋めたり、もしくはユーザー調整や改ざんを防止する為にＨＤシリーズ製品の前部に取り付けるこ

とが出来ます。 

 



 

 

ＨＤ－ＦＰ２ＬＨＤ－ＦＰ２ＬＨＤ－ＦＰ２ＬＨＤ－ＦＰ２Ｌ    

レンズ付きフィラーパネル 

  

用途： 

ＨＤシリーズ製品の前部に取り付けるＨＤ－ＦＰ２Ｌは、ユーザー調整や改ざんを防止しながら視認する事が可能です。レンズは、セットアッ

プ中取り外し可能です。 

 

 

ＨＤ－ＲＡ２ＨＤ－ＲＡ２ＨＤ－ＲＡ２ＨＤ－ＲＡ２    

ラックアダプター 

          

用途： 

２個のＨＤシリーズ製品をマウントします。ミキサーアンプはユーザーコントロールの為に前部に取り付けるか、もしくは安全にフィラーパネ

ルの裏にはめ込むことが出来ます。 

 

 

ＨＲ－ＦＰ１ＨＲ－ＦＰ１ＨＲ－ＦＰ１ＨＲ－ＦＰ１    

ＨＡＬＦ－ＲＡＣＫフィラーパネル 

 

用途： 

ＨＲ－ＦＰ１はＨＲ－ＲＡ２のようなＲＤＬ ＨＡＬＦ－ＲＡＣＫマウントシャシー１個分の製品スペースを埋めるフィラーパネルです。ＨＲ－ＦＰ１

は隣接したＨＡＬＦ ＲＡＣＫ製品の外観を引き立たせるデザインになっています。 

 



 

 

ＨＲ－ＲＡ２ＨＲ－ＲＡ２ＨＲ－ＲＡ２ＨＲ－ＲＡ２    

ＨＡＬＦ－ＲＡＣＫシリーズ用ラックアダプター 

 

用途： 

ＨＲ－ＲＡ２は２個のＲＤＬ®ＨＡＬＦ－ＲＡＣＫ製品、プレート、アクセサリを取り付ける１ＲＵサイズのラックシャシーです。ＨＡＬＦ－ＲＡＣＫシ

リーズの製品をシャシーにはめ込み、適切な位置にスライドさせてからＨＡＬＦ－ＲＡＣＫ製品またはアクセサリについている２本もしくは４

本のネジで締めて固定します。 

 

 

 

ＨＲ－ＲＵ１ＨＲ－ＲＵ１ＨＲ－ＲＵ１ＨＲ－ＲＵ１    

ＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュール用マウントアダプターキット 

  

用途： 

ＨＲ－ＲＵ１はＲＡＣＫ－ＵＰ®製品をＨＲ－ＲＡ２ラックアダプターの半分のスペースで取り付けることができる２つのブラケットキットです。 

 



 

 

ＲＵ－ＲＡ３ＲＵ－ＲＡ３ＲＵ－ＲＡ３ＲＵ－ＲＡ３    

ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ製品３個用１９インチラックマウント 

 

用途： 

ＲＵ－ＲＡ３Ａは、３個のＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールを前向きまたは逆向きに（ＲＵ－ＦＰ１フィラーパネル／リバースマウントキットを使用）ラ

ックマウントします。ＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールもＲＵ－ＲＡ３に取り付けられますが、ＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰ®にはＲＵ－ＲＡ３ＨＤが推

奨されます。 

 

 

ＲＵ－ＲＡ３ＡＲＵ－ＲＡ３ＡＲＵ－ＲＡ３ＡＲＵ－ＲＡ３Ａ    

ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ製品３個用１９インチラックマウント 

 

用途： 

ＲＵ－ＲＡ３Ａは、５個のＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュールと３個のＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールを一緒に取り付ける事が出来ます。ＡＭＳアクセサリ

がＲＡＣＫ－ＵＰ®のマウントスペースに取り付けられている場合、１０個のＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュールをＲＵ－ＲＡ３Ａの棚に取り付ける事も

出来ます。 

 

 

ＭＢ－ＭＢ－ＭＢ－ＭＢ－１１１１    

ＲＵ、ＳＴ、ＴＸ™シリーズ用マウントキット 

 

用途：  

２つの取り付け金具で、平面上にＳＴＩＣＫ－ＯＮ®、ＴＸ™またはＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールを取り付けます。 

 



 

 

ＲＵ－ＢＲ１ＲＵ－ＢＲ１ＲＵ－ＢＲ１ＲＵ－ＢＲ１    

ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ用取り付け金具 

 

用途： 

ＲＵ－ＢＲ１は、ＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールを水平面の上または下にマウントします。 

    

    

 

用途： 

ＲＵ－ＦＰ１は、ＲＵ－ＲＡ３、ＲＵ－ＲＡ３Ａ、ＲＵ－ＲＡ３ＨＤまたはＲＣ－１Ｕの使用されていない開口部を塞ぐことが出来ます。またＲＵ－Ｒ

Ａ３、ＲＵ－ＲＡ３ＡまたはＲＵ－ＲＡ３ＨＤにＲＡＣＫ－ＵＰモジュールを逆向きに取り付ける事が出来ます。 

 

 

ＲＵ－ＲＡ３ＨＤＲＵ－ＲＡ３ＨＤＲＵ－ＲＡ３ＨＤＲＵ－ＲＡ３ＨＤ    

ＲＡＣＫ－ＵＰ®／ＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰ®製品３個用１９インチラックマウント 

 

用途： 

ＲＵ－ＲＡ３ＨＤラックは固定式、又は移動式の設備に３個のＲＡＣＫ－ＵＰ®もしくはＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールを取り付けることが出

来ます。 

 

 

 

 

 

ＲＵ－ＦＰ１ＲＵ－ＦＰ１ＲＵ－ＦＰ１ＲＵ－ＦＰ１    

ＲＡＣＫ－ＵＰ®用フィラーパネル （およびリバースマウントキット） 

 



 

 

ＲＵ－ＳＭＡ１ＲＵ－ＳＭＡ１ＲＵ－ＳＭＡ１ＲＵ－ＳＭＡ１    

ＲＡＣＫ－ＵＰ®用マウントプレート   －キャビネットや平面な場所にあらゆるＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールをマウント 

 

用途： 

ＲＵ－ＳＭＡ１はあらゆる平面にＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールを取り付けることが出来るプレートです。開口部にはＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュール

やＲＤＬ®ＡＭＳアクセサリのどちらかを取り付けることができます。ＲＵ－ＳＭＡ１はキャビネットや演台にモジュールを取り付けるのに最適

です。 

 

仕様 

寸法（高さ×幅ｃｍ）：  ５．７２×１６．６６ 

 

 

 

         

用途： 

ＲＵ－ＷＭＰ１は単一ＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールやＡＭＳアクセサリフレームを壁に取り付ける壁掛けプレートアセンブリです。通常４ギャン

グ米国式電気ボックスに取り付けます。 

ラベルストリップはパネルのラベル付けやインストールしたモジュールの機能のために提供されます。プレートを適切に固定すると、ラベ

ルを使用した不正加工を防止することができます。ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザインのＲＵ－ＷＭＰ１は構造上、他のＲＤＬ®の壁掛けプレートとコ

ントロールに互換します。 

    

    

ＭＢ－ＭＢ－ＭＢ－ＭＢ－２２２２    

ＲＵ、ＴＸ™シリーズ用マウントキット 

 

用途：  

ＭＢ－２ペアで、平面上または下にＲＡＣＫ－ＵＰ®／ＴＸ™モジュールを取り付けます。 

ＲＵ－ＷＭＰ１          ＲＵ-ＷＭＰ1Ｎ 

ＲＵ－ＷＭＰ１ＲＵ－ＷＭＰ１ＲＵ－ＷＭＰ１ＲＵ－ＷＭＰ１，，，，    ＲＲＲＲＵＵＵＵ----ＷＭＰＷＭＰＷＭＰＷＭＰ1111ＮＮＮＮ    

ＲＵ－ＷＭＰ１： ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ製品用壁掛けプレート  

ＲＵ-ＷＭＰ1Ｎ： ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ製品用壁掛けプレート   －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル    

 



 

 

ＳＭＫ－１２ＳＭＫ－１２ＳＭＫ－１２ＳＭＫ－１２    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®マウントプレート 

 

特徴： 

・ ネジを使用してＳＭＫ－１２を接地面に固定 

・ ＳＵＲＦＡＣＥ ＭＯＵＮＴ：平面取り付けでユニットを最大６台までマウント 

・ ＥＤＧＥ ＭＯＵＮＴ：通常エッジ側に１２個のＳＴＩＣＫ－ＯＮ®（最大１６個）をマウント 

 

用途： 

ＳＭＫ－１２は取り外し可能なＳＴＩＣＫ－ＯＮ®マウントを提供します。 

 

 

ＳＲＳＲＳＲＳＲ－１０－１０－１０－１０        

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ用１９インチマウントラック  －モジュール１０個用 

 

用途： 

ＳＲ－１０シャシーには１０個のＳＴＩＣＫ－ＯＮ®をラックまたはバックボードに取り付けることが出来ます。 

 

 

ＳＲ－１２ＡＳＲ－１２ＡＳＲ－１２ＡＳＲ－１２Ａ    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ用１９インチマウントラック  －モジュール１２個用 

 

用途： 

ＳＲ－１２Ａシャシーには１２個のＳＴＩＣＫ－ＯＮ®をラックまたはバックボードに取り付けることが出来ます。 



 

 

 

ＳＴ－ＰＢＲ４は、４つのＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュール用のスロットが付いた取り付けフレームです。ＳＴ－ＰＢＲ４はＦＰ－ＰＳＢ１Ａの電源ブラ

ケットや平面上であればどこにでも取り付けることが出来ます。ＳＴ―ＰＢＲ４は、粘着パッドを使用せずにモジュールを固定することができ

るようにデザインされています。各モジュールはスライドしてスロットにはめ込みます。簡単に調整したり取り外したりすることが出来ます。 

ＳＴ－ＰＢＲ４はＦＬＡＴ―ＰＡＫ™ラックマウントトラックにスライドして使用できるように設計されています。 

 

 

 

 

 

用途： 

ＳＴＲ－Ｈ６Ａは、６個のＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュールラックマウントします。このアダプターは１０．４インチラックサイズです。 

ＳＴ－ＰＢＲ４ＳＴ－ＰＢＲ４ＳＴ－ＰＢＲ４ＳＴ－ＰＢＲ４    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®用取り付け金具 

 

ＳＴＲ－１９ＡＳＴＲ－１９ＡＳＴＲ－１９ＡＳＴＲ－１９Ａ    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ用１９インチラックシステム  －２モジュール１２個用 

 

用途： 

ＳＴＲ－１９ＡはＳＴＩＣＫ－ＯＮ®１２個をコンパクトに取り付ける事が出来ます。さらにケーブルハーネスも用意されています。 

 

ＳＴＲ－１９ＢＳＴＲ－１９ＢＳＴＲ－１９ＢＳＴＲ－１９Ｂ    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ用１９インチラックシステム  －モジュール１０個用 

 

用途： 

ＳＴＲ－１９Ｂは、調整しやすいだけでなくケーブルも束ねやすく、ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®１０個を角度をつけて取り付けることが出来ます。 

 

ＳＴＲ－Ｈ６ＡＳＴＲ－Ｈ６ＡＳＴＲ－Ｈ６ＡＳＴＲ－Ｈ６Ａ    

６ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ製品用の１０．４インチラックマウント 

 

用途： 



 

 

 

 

 

 

  

用途： 

ＳＴ－ＲＲＢ１マウントキットには背面ラックレールまたは、平面な場所であればどこにでもＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュールを付けられるブラケッ

トが含まれています。モジュールはホルダーにスライドしてはめ込みます。簡単に取り外しが出来ます。 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＴＢＤＴＢＤＴＢＤＴＢ    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ用ユーロ型ターミナルブロック 

 

ＳＴ－ＲＲＢ１ＳＴ－ＲＲＢ１ＳＴ－ＲＲＢ１ＳＴ－ＲＲＢ１    

ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュール用背面ラックレールマウントキット 

 

特徴： 

・ ラックの背面にマウント 

・ 平面であればどこにでもマウント可 

 

ＴＸ－ＲＡ５ＴＸ－ＲＡ５ＴＸ－ＲＡ５ＴＸ－ＲＡ５    

ＴＸシリーズ用１９インチラックシステム   － １ＲＵサイズモジュール５個用 

 

用途： 

ＴＸ－ＲＡ５シャシーは、最大５個のＴＸシリーズ製品の取り付けが可能な、シングルラックユニットアクセサリです。 

 

ＴＸ－ＲＲＢ１ＴＸ－ＲＲＢ１ＴＸ－ＲＲＢ１ＴＸ－ＲＲＢ１    

あらゆるＴＸ™モジュール用背面ラックレールマウントキット 

 

用途： 

ＴＸ－ＲＲＢ１は背面ラックレールや平面にＴＸ™モジュールのマウントブラケットを含む取り付けキットです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥｎｇｉｎｅｅｒｅｄＥｎｇｉｎｅｅｒｅｄＥｎｇｉｎｅｅｒｅｄＥｎｇｉｎｅｅｒｅｄ    ＳｙｓｔｅｍｓＳｙｓｔｅｍｓＳｙｓｔｅｍｓＳｙｓｔｅｍｓ    



 

 

ＲＣＸ－５Ｃ：ＲＣＸルームコンバイニングシステムコントローラー 

ＲＣＸ－５Ｍ：ＲＣＸルームコンバイニングシステムコントローラー  －ミュート機能付き 

          

特徴： 

・ 最大５部屋までのオーディオソースおよびアンプ入力のコントロール 

・ コンバインされていない部屋からオーディオ選択可能 

・ 必要に応じて、通常操作にページング入力のオーバーライドが可能 

・ シンプルで、簡単なプログラミングと操作 

・ 様々なルームレイアウトに対応するためのプログラムが可能 

・ 壁掛けリモート入力パネルに接続 

・ 各部屋用マイク及び（または）ライン入力 

・ 各ルームごとに前面パネルボリューム調整 

・ 各入力用ＲＤＬ®Ｄｕａｌ－ＬＥＤ ＶＵメーター 

・ 全て電子切り替え、メモリー付きゲインコントロール 

・ 大規模システム用に２つのコントローラーをリンク可能 

 

仕様： 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 

 

 

 

ＲＣＸ－ＢＺＬＲＣＸ－ＢＺＬＲＣＸ－ＢＺＬＲＣＸ－ＢＺＬ    

ＲＣＸ－ＣＤ１用ベゼル 

 

特徴： 

・ ルームレイアウト表示のセミカスタムデザイン 

・ トレーニングや操作が容易な視覚的なボタンレイアウト 

・ ＲＣＸ－５Ｃコントローラ用・リモートコントロールパネル 

・ オプションベゼルによる、ラックマウントまたは壁掛け 

・ コントロールをロックアウトするためのオプションキースイッチが利用可能（ＲＣＸ－ＣＤ１Ｌ） 

 

ＲＣＸ－５Ｃ      ＲＣＸ－５ＣＭ 



 

 

ＳＡＳ－ＳＭ８ＡＳＡＳ－ＳＭ８ＡＳＡＳ－ＳＭ８ＡＳＡＳ－ＳＭ８Ａ    

卓上リスニングステーション  －ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™オーディオ分配システム用 

 

特徴： 

・ 音の範囲を局所化した卓上リスニングステーション 

・ ソース選択とボリューム調整ボタン 

・ 防水加工されたタッチボタン 

・ 堅牢な金属構造 

 

用途： 

ＳＡＳ－ＳＭ８Ａ Ｓｏｎｉｃ Ｍｕｓｈｒｏｏｍ™は、ユーザーソースセレクター、ソース表示、およびボリューム調整を内蔵した卓上モニタースピー

カーです。ソース選択とボリューム調整は Mushroom 上部にあるタッチコントロールを使用して、全て電子的に行います。ＳＡＳ－ＳＭ８Ａは、

卓上の３方向に音を分配します。それはスポーツクラブなどの人々に囲まれた小さなテーブルの上への設置に最適です。音がテーブルの

範囲内に聞こえるため、隣接したテーブルの人々は異なるソースを明瞭に聞くことが出来ます。セレクタ－は、ユーザーが８つのソースま

たはソースなし（OFF）から１つを選択出来ます。ボリュームはランプアップ／ダウンが可能です。システムの電源が切られた場合、システ

ム内の全てのＳＭ８は最小レベルで起動します。 

 

仕様： 

ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™コントローラから 

駆動される入力端子：  バランスオーディオ、表示データ、スイッチングロジック、電源 

周波数特性：    卓上設置での最大明瞭度 

ＳＰＬ：     ９０ｄＢａ＠１ｍ（最大） 

コントロール（３）：モメンタリプッシュボタン：  チャンネル選択、ボリュームランプＵＰ、ランプＤＯＷＮ 

ボリューム調整範囲：    ４０ｄＢ 

ランプレート：    ノミナル ５秒（４０ｄＢ） 

ディスプレー：    ７セグメント赤 ＬＥＤ  

(“０”＝OFF またはページング、“1”～“８”チャンネル選択) 

コントロールボタン：    防水加工 埋め込み式；ユーザー交換可能；ポリカーボネート 

構造：     工業品質の開封防止金属 

取り付け：     ４箇所のネジ止め ３．０ｃｍまで対応 

色：     ＲＤＬ グラニット（中間的な外観、指紋をマスキング） 

電源仕様：     ２４Ｖｄｃ ＠２２５ｍＡ接地準拠 

（ＳＯＵＲＯＥＦＬＥＸコントローラから電源供給） 

相互接続ケーブル：    コントローラから６芯（ツイストペアケーブル使用可） 

ワイヤゲージ/距離：  ２２ＡＷＧ／０．３０ｍｍ²／０．６ｍｍ：最大２００ｆｔ（６１ｍ） 

２０ＡＷＧ／０．５ｍｍ²／０．８ｍｍ：最大３２５ｆｔ（１００ｍ） 

１８ＡＷＧ／０．７ｍｍ²／１．０ｍｍ：最大５００ｆｔ（１５０ｍ） 

寸法（高さ×幅×奥行きｃｍ）：   １７．２×１５．９×１９．７ 

周辺動作環境：    ０℃～５５℃  



 

 

ＳＡＳ－ＴＣ８ＳＡＳ－ＴＣ８ＳＡＳ－ＴＣ８ＳＡＳ－ＴＣ８    

壁掛けリスニングステーション －ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™オーディオ分配システム用 

 

特徴： 

・ 局所的な卓上音声用、壁掛けリスニングステーション 

・ ソース選択とボリューム整ボタン 

・ 密閉型タッチコントロールにより内部回路を保護 

・ ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザインの堅牢な金属製エンクロージャー 

・ 内臓スピーカーまたはリモートスピーカー接続 

 

用途： 

ＳＡＳ－ＴＣ８は局所的な卓上音声用、壁掛けリスニングステーションです。 

ＳＡＳ－ＴＣ８は、ソース選択とボリューム調整ボタンが内部回路を保護する密封されたタッチパネル上に設けられています。音がテーブル

の範囲内に聞こえるため、隣接したテーブルの人々は異なるソースを明瞭に聞くことが出来ます。セレクターは、セレクタ－は、ユーザー

が８つのソースまたはソースなし（OFF）から１つを選択出来ます。ボリュームはランプアップ／ダウンが可能です。またこのユニットは、

ULTRASTYLE™デザインの堅牢な金属製エンクロージャーを備えており、内臓スピーカーまたは、リモートスピーカーの接続が可能です。 

 

仕様： 

周辺動作環境：                    ０℃～５５℃  

    

    

    

    

ＳＡＳ－ＴＥＭＳＡＳ－ＴＥＭＳＡＳ－ＴＥＭＳＡＳ－ＴＥＭ    

ＳＡＳ－ＴＣ８用マウンティングブラケット 

 

特徴： 

・ 局所的な音声用にＳＡＳ－ＴＥＭをテーブルの端に取り付け可能な魅力的で耐久性のある取付金具 

・ 縦置きもしくは横置きでテーブルの端へ確実に取り付け可能 

・ ＳＡＳ－ＴＣ８配線はＳＡＳ－ＴＥＭ金具内に隠し、保護 



 

 

ＲＣＸ－ＣＤ１ＲＣＸ－ＣＤ１ＲＣＸ－ＣＤ１ＲＣＸ－ＣＤ１、、、、    ＲＣＸ－ＣＤ１ＬＲＣＸ－ＣＤ１ＬＲＣＸ－ＣＤ１ＬＲＣＸ－ＣＤ１Ｌ    

ＲＣＸリモートコントロールＲＣＸ－５用ルームコンバイナー 

        

特徴： 

・ ルームレイアウト表示のセミカスタムデザイン 

・ トレーニングや操作が容易な視覚的なボタンレイアウト 

・ ＲＣＸ－５Ｃコントローラー用・リモートコントロールパネル 

・ オプションベゼルによる、ラックマウントまたは壁掛け 

・ コントロールをロックアウトするためのオプションキースイッチが利用可能（ＲＣＸ－ＣＤ１Ｌ） 

 

 

仕様： 

周辺動作環境：              -１０℃～５５℃ 

 

 

 

 

 

ＲＣＸ－１ＲＣＸ－１ＲＣＸ－１ＲＣＸ－１，，，，    ＲＣＸ－１ＮＲＣＸ－１ＮＲＣＸ－１ＮＲＣＸ－１Ｎ，，，，    ＲＣＸ－１ＳＲＣＸ－１ＳＲＣＸ－１ＳＲＣＸ－１Ｓ    

ＲＣＸ－１：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール 

ＲＣＸ－１Ｎ：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール  －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ ニュートラル 

ＲＣＸ－１Ｓ：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール  －ステンレス 

 

特徴： 

・ 個々の部屋にソース、レベルコントロールの取り付け 

・ 長寿命のキーボードプッシュボタン 

・ 音楽またはローカル/コンバインのソース選択 

・  ＬＥＤ付きアップ/ダウンプッシュボタンのレベル調整 

・  １つの部屋で複数のＲＣＸ－１を接続可能 

・  全て金属のパネルと背面エンクロージャーのＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ ™デザイン 

 

仕様： 

周辺動作環境：            －１０℃～５５℃ 

 

ＲＣＸ－ＣＤ１     ＲＣＸ－ＣＤ１Ｌ 

ＲＣＸ－１        ＲＣＸ－１Ｎ      ＲＣＸ－１Ｓ 



 

 

ＲＣＸ－２ＲＣＸ－２ＲＣＸ－２ＲＣＸ－２，，，，    ＲＣＸ－２ＮＲＣＸ－２ＮＲＣＸ－２ＮＲＣＸ－２Ｎ，，，，    ＲＣＸ－２ＳＲＣＸ－２ＳＲＣＸ－２ＳＲＣＸ－２Ｓ    

ＲＣＸ－２：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール  

ＲＣＸ－２Ｎ：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール  －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ ニュートラル 

ＲＣＸ－２Ｓ：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール  －ステンレス 

 

特徴： 

・ 個々の部屋に ソース、レベルコントロールの取り付け 

・ 音楽またはローカル/コンバインのソース選択用、長寿命のキーボードプッシュボタン 

・ オーディオレベル設定用ＬＥＤ付きオプチカルロータリーエンコーダー 

・ 同じ部屋に１つまたは２つのＲＣ－２を接続可能 

・ 全て金属のパネルと背面エンクロージャーのＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザイン 

 

仕様： 

動作環境：            ０℃～５５℃ 

 

 

 

    

ＲＣＸ－３ＲＣＸ－３ＲＣＸ－３ＲＣＸ－３，，，，    ＲＣＸ－３ＲＣＸ－３ＲＣＸ－３ＲＣＸ－３ＮＮＮＮ，，，，    ＲＣＸ－３ＲＣＸ－３ＲＣＸ－３ＲＣＸ－３ＳＳＳＳ    

ＲＣＸ－３：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール 

ＲＣＸ－３Ｎ：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ ニュートラル 

ＲＣＸ－３Ｓ：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ステンレス 

 

特徴： 

・ 個々の部屋に ソース、レベルコントロールの取り付け 

・ きわめて丈夫な鍵で操作されるモメンタリースイッチ 

・ 音楽またはローカル/コンバインのソース選択 

・ スイッチで作動するＬＥＤ付きアップ/ダウンレベル調整 

・ １つの部屋で、他のＲＣＸリモートと接続可能 

・ 全て金属のパネルと背面エンクロージャーのＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザイン 

 

仕様： 

周辺動作環境：            -１０℃～５５℃ 

ＲＣＸ－２         ＲＣＸ－２Ｎ      ＲＣＸ－２Ｓ 

ＲＣＸ－３         ＲＣＸ－３Ｎ      ＲＣＸ－３Ｓ 



 

 

ＲＣＸ－３ＲＲＣＸ－３ＲＲＣＸ－３ＲＲＣＸ－３Ｒ，，，，    ＲＣＸ－３ＲＮＲＣＸ－３ＲＮＲＣＸ－３ＲＮＲＣＸ－３ＲＮ，，，，    ＲＣＸ－３ＲＲＣＸ－３ＲＲＣＸ－３ＲＲＣＸ－３ＲＳＳＳＳ    

ＲＣＸ－３Ｒ：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール  

ＲＣＸ－３ＲＮ：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

ＲＣＸ－３ＲＳ：ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ステンレス  

 

特徴： 

・ 個々の部屋に ソース、レベルコントロールの取り付け 

・ きわめて丈夫な鍵で操作されるモメンタリースイッチ 

・ スイッチで作動するＬＥＤ付きアップ/ダウンレベル調整 

・ １つの部屋で、複数のＲＣＸ－３Ｒを接続可能 

・ １つの部屋で、他のＲＣＸリモートと接続可能 

・ 全て金属のパネルと背面エンクロージャーのＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザイン 

   

仕様： 

周辺動作環境：       ０℃～５５℃ 

 

 

 

    

ＲＣＸ－１０ＲＲＣＸ－１０ＲＲＣＸ－１０ＲＲＣＸ－１０Ｒ，，，，    ＲＣＸ－１０ＲＲＣＸ－１０ＲＲＣＸ－１０ＲＲＣＸ－１０ＲＮＮＮＮ，，，，    ＲＣＸ－１０ＲＲＣＸ－１０ＲＲＣＸ－１０ＲＲＣＸ－１０ＲＳＳＳＳ    

ＲＣＸ－５Ｃ用リモートボリュームコントロール  

ＲＣＸ－５Ｃ用リモートボリュームコントロール   －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

ＲＣＸ－５Ｃ用リモートボリュームコントロール   －ステンレス 

 

特徴： 

・ 個々の部屋に ソース、レベルコントロールの取り付け 

・ 音楽ソースを使用しないシステムに最適 

・ オーディオレベル設定用ＬＥＤ付きオプチカルロータリーエンコーダー 

・  同じ部屋に１つまたは２つのＲＣＸ－１０Ｒを接続可能 

・  全て金属のパネルと背面エンクロージャーのＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ ™ザイン 

   

仕様： 

周辺動作環境：            ０℃～５５℃ 

 

ＲＣＸ－３Ｒ        ＲＣＸ－３ＲＮ      ＲＣＸ－３ＲＳ 

ＲＣＸ－１０Ｒ       ＲＣＸ－１０ＲＮ             ＲＣＸ－１０ＲＳ 



 

 

 

・ ８つのＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™リスニングステーションのコントロール 

・ 各リスニングステーションを最大のリスニングレベルにセット 

・ 各リスニングステーションへ自動リセットヒューズ保護による電源供給 

・ ＳＡＳ－８ｉ及び（または）ＳＡＳ－８ｃへ（から）デイジーチェーン接続 

 

用途： 

ＳＡＳ－８Ｃ、８ステーションオーディオコントローラーは、８個のＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™リモートリスニングステーションを制御します。６コンダクター

ケーブルは、ＳＡＳ－８Ｃと各リモートステーションを接続します。電源ケーブルは自動リセットヒューズによって保護されています。大きなＳ

ｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™システムでのＳＡＳ－８Ｃの使用は、ステーションごとに最も経済的なコストをもたらします。 

 

仕様：  

周辺動作環境：  ０℃～５０℃ 

 

・ ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™オーディオシステム用オーディオ入力シャシー 

・ ８つのバランス／アンバランスソースを受容 

・ 個別のページング入力とクロージャー接点 

・ 使用されるソースの最大数をプログラム可能 

・ ＳＡＳ－８ＣまたはＳＡＳ－８２ ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™コントローラーをサポート 

・ ４つのＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™リスニングステーションを制御 

・ 各リスニングステーションを最大のリスニングレベルにセット 

・ 各リスニングステーションへ自動リセットヒューズ保護による電源供給 

 

用途： 

ＳＡＳ－８ｉは８つのバランス／アンバランスソースを受容するＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™オーディオシステム用のオーディオ入力シャシーです。ＳＡＳ－

８ｉは、個別のページング入力とクロージャー接点を備えています。使用されるソースの最大数をプログラム可能です。ＳＡＳ－８ｉは、ＳＡＳ

－８ＣまたはＳＡＳ－８２ ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™コントローラーおよび、４つのＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™リスニングステーションの制御をサポートします。各ス

テーションでの最大音量を設定出来ます。また、各リスニングステーションへ、供給される電源を保護する自動リセットヒューズを備えてい

ます。 

 

仕様：  

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 

 

ＳＡＳ－８ＳＡＳ－８ＳＡＳ－８ＳＡＳ－８ＣＣＣＣ    

ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™分配オーディオシステム用８ステーションオーディオコントローラー 

ＳＡＳ－８ＳＡＳ－８ＳＡＳ－８ＳＡＳ－８ｉｉｉｉ    

ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™分配オーディオシステム用オーディオ入力シャシー 

 

特徴： 

特徴： 



 

 

ＳＡＳ－８２ＳＡＳ－８２ＳＡＳ－８２ＳＡＳ－８２    

ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™分配オーディオシステム用２ステーション・オーディオコントローラー 

 

特徴： 

・ ２つのＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™リスニングステーションのコントロール 

・ 各リスニングステーションを最大のリスニングレベルにセット 

・ 各リスニングステーションへ自動リセットヒューズ保護による電源供給 

・ ＳＡＳ－８ｉ及び（または）ＳＡＳ－８ｃへ（から）デイジーチェーン接続 

 

用途： 

ＳＡＳ－８２オーディオコントローラーは、ＳＡＳ－８８または、ＳＡＳ－８ｉオーディオインプット・インターフェースのいずれかからオーディオと

データ入力を受信する１／３ラック幅のモジュールです。ＳＡＳ－８２は、システム内の先ポートへ接続するためのリボンケーブルが付属し

ています。例えば、最初のＳＡＳ－８２は、オーディオ入力インターフェースの出力ポートへ接続します。２番目以降のＳＡＳ－８２は前のＳＡ

Ｓ－８２の出力ポートに接続します。ＳＡＳ－８２は 

８つのソースのいずれかを選択するための切り替え回路が含まれており、インストーラーへＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™リスニングステーションに供給す

る最大音量レベルを設定するためのオーディオレベルコントロールを提供します。インストーラーが用意する６コンダクターケーブルを経由

し、ＳＡＳ－８２からリスニングステーションへオーディオデータそして電源接続します。各ＳＡＳ－８２は２つのＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™リスニングステ

ーションをコントロールできます。全体で１２台以上のリスニングステーションをもつシステムの場合は、ＳＡＳ－８２の代わりにＳＡＳ－８Ｃ

を使用します。 

 

 

仕様： 

入力バス：   ＳＡＳ－８ｉまたはＳＡＳ－８８（または他のＳＡＳ－８２／ＳＡＳ－８Ｃループスルー 

ジャック、ＳＡＳ－８２に付属の入力ケーブル）から駆動される 

２４ピンリボンケーブルのヘッダー 

出力バス：   追加のＳＡＳ－８２／ＳＡＳ－８Ｃで駆動する２４ピンリボンケーブルヘッダー 

ループスルー出力 

リモート出力（２、８）：  ６ポジションのユーロ型ターミナルブロック（リモートリスニングステーションへ接 

   続） 

オーディオ出力ゲインレンジ： ４０ｄＢ（トリムポット調整可能） アンバランス 

インジケーター（２、８）：  ＬＥＤ  －リモート出力の出力電圧表示 

電源仕様：   接地準拠 、２４Ｖｄｃ＠４５０ｍＡ（ＳＡＳ－８２）／接地準拠、２４Ｖｄｃ＠２Ａ（ＳＡＳ－８Ｃ） 

周辺動作環境：  ０℃～５５℃ 



 

 

ＳＡＳ－ＨＣ８ＳＡＳ－ＨＣ８ＳＡＳ－ＨＣ８ＳＡＳ－ＨＣ８    

ヘッドフォンアンプ  －ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™ディストリビューションオーディオシステム用ソース選択機能付き 

 

特徴： 

・ 運動器具やカウンター用ヘッドフォンリスニングステーション 

・ ソース選択とボリューム調整ボタン 

・ 密閉型タッチコントロールにより内部回路を保護 

・ ULTRASTYLE™設計の頑丈な金属製エンクロージャー 

・ 取り付け金具はパイプ、ハンドルバーまたはテーブルに対応 

・ ヘッドホンを外した時、自動的に安全なレベルにボリュームダウン 

 

用途： 

ＳＡＳ－ＨＣ８ヘッドホンコントロールステーションは運動器具、テーブル等で使用する為のＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™ヘッドホンアンプです。ユニッそれ

ぞれ、番号表示とボリューム調整ボタン、ソース選択ボタンを備えています。密封型タッチコントロールは、ホコリと湿気から内部回路を保

護します堅牢な金属製ケースは魅力的かつ耐久性に優れます。ＳＡＳ－ＨＣ８からヘッドホンが外れた時、内部のプロセッサは安全なリス

ニングレベルにボリュームをリセットします。これはヘッドホンが差し込まれたとき、大音量、オーディオバーストを避け、適正な音量を保つ

為です。 

 

仕様： 

周辺動作環境：                    ０℃～５５℃  

 

 

 

 

ＳＡＳ－ＰＭＳＡＳ－ＰＭＳＡＳ－ＰＭＳＡＳ－ＰＭ    

ＳＡＳ－ＳＭ８Ａ用ポータブルマウント 

 



 

 

ＳＡＳ－ＲＣ８ＳＡＳ－ＲＣ８ＳＡＳ－ＲＣ８ＳＡＳ－ＲＣ８    

ルームコントロールステーション  －ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™ディストリビューションオーディオシステム用 

 

特徴： 

・ 壁面用１ルームリスニングステーション 

・ ソースの選択とボリューム調整ボタン 

・ 米国式２ギャング電気ボックスまたはＲＤＬ®ＷＢ－２Ｕ使用し、壁に取り付け 

・ １．５Ｗ内臓パワーアンプ及び、バランス ライン出力 

・ 音楽・ページングを備えたオフィスのサウンド分配システムに最適 

・ 密封されたタッチコントロールを備えたＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザイン 

 

用途： 

ＳＡＳ－ＲＣ８ルームコントロールステーションは、部屋の壁掛け用ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘリスニングステーションです。ソース選択とボリューム調整

ボタンが密封されたタッチパネル上に設けられています。番号表示は、選択されたソースを示しています。ユニットの背面にある 2 系統の

オーディオ出力があります。バランスオーディオ出力は、外部パワーアンプに供給するために使用されます。出力は８Ωスピーカーに１．５

Ｗ ＲＭＳまで供給出来ます。ＳＡＳ－ＲＣ８は、ＢＧＭやページングソースを持つ、オフィスのサウンド分配システムに最適です。インストー

ルは非常にシンプルです。ほとんどの設置において必要なのは、配線と外部８オームスピーカーのみです。 

 

仕様： 

周辺動作環境：                    ０℃～４０℃  



 

 

ＳＡＳ－ＲＣ８ＮＳＡＳ－ＲＣ８ＮＳＡＳ－ＲＣ８ＮＳＡＳ－ＲＣ８Ｎ    

ルームコントロールステーション  －ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™ディストリビューションオーディオシステム用  

ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル 

 

特徴： 

・ 壁面用１ルームリスニングステーション 

・ ソースの選択とボリューム調整ボタン 

・ 米国式２ギャング電気ボックスまたはＲＤＬ®ＷＢ－２Ｕ使用し、壁に取り付け 

・ １．５Ｗ内臓パワーアンプおよび、バランス ライン出力 

・ 音楽・ページングを備えたオフィスのサウンド分配システムに最適 

・ 密封されたタッチコントロールを備えたＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™デザイン 

 

用途： 

ＳＡＳ－ＲＣ８ルームコントロールステーションは、部屋の壁掛け用ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™リスニングステーションです。ソース選択とボリューム調整

ボタンが密封されたタッチパネル上に設けられています。番号表示は、選択されたソースを示しています。ユニットの背面にある 2 系統の

オーディオ出力があります。バランスオーディオ出力は、外部パワーアンプに供給するために使用されます。出力は８Ωスピーカーに１．５

Ｗ RMS まで供給出来ます。ＳＡＳ－ＲＣ８は、ＢＧＭやページングソースを持つ、オフィスのサウンド分配システムに最適です。インストー

ルは非常にシンプルです。ほとんどの設置において必要なのは、配線と外部８オームスピーカーのみです。 

 

仕様： 

周辺動作環境：                    ０℃～４０℃  

 

 

ＳＡＳ－ＲＨＰＳＡＳ－ＲＨＰＳＡＳ－ＲＨＰＳＡＳ－ＲＨＰ    

ヘ ッ ド フ ォ ン ジ ャ ッ ク プ レ ー ト  － Ｓ ｏ ｕ ｒ ｃ ｅ Ｆ ｌ ｅ ｘ ™ デ ィ ス ト リ ビ ュ ー シ ョ ン オ ー デ ィ オ シ ス テ ム 用

 

 

特徴： 

・ ＳＡＳ－ＲＣ８ルームコントロールと合わせて使用するヘッドフォンジャックプレート 

・ ＳＡＳ－ＲＣ８ルームコントロールを魅力的なＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラルカラーの壁掛けヘッドフォンコントロー

ルに変換 



ＥＺＥＺＥＺＥＺ    ＳＥＲＩＥＳＳＥＲＩＥＳＳＥＲＩＥＳＳＥＲＩＥＳ    

ＲＤＬ ＥＺシリーズの製品はＡ／Ｖのプロフェッショナル及び、プロ品質を要求する A/V ユーザーに最高水準の価

値を提供します。プロフェッショナルＡ／Ｖ及び、設置された音やビデオで長期にわたり業界をリードする技術を基

にＥＺ製品は卓越した価値をもたらすＲＤＬの有名な自動加工製造に活用します。ＥＺ製品はほかのメーカーのユ

ーティリティモジュールからのステップアップであり、消費者向け製品からの飛躍です。 

 

ＥＺ製品は圧倒的な柔軟性を提供します。各ユニットには完成品として、またはユーティリティモジュールとして前

面と背面にラベルが付いています。複数の製品のインストールには、ＥＺラックマウント、シャシー、ベゼル、引き出

しやアクセサリーを総合的に使用することで、迅速かつ簡単に行えます。高品質のフルサイズスイッチ、長寿命コ

ントロール、上質のコネクター、オーディオとビデオのソリッドステート切り替え、金メッキそして優れたエンジニアリ

ングが組み合わさり、ＥＺに業界最高の価値を生み出します。ＥＺ製品は魅力的で信頼性が高く、機能が詰まって

おり設置及び操作も非常に簡単です。長期間の性能、品質、価値が重要な際、選ぶのはＥＺです。 

 

ＥＺ製品は米国でＲＤＬ（Ａ／Ｖ業界へ信頼性の高い製品の世界有数の主要メーカーとして数十年の経験を持つア

プリケーションに特化したモジュールの発明者）により製造されています。 

EZ SERIES モジュールは、米国で設計・製造されています 

 

 



 

 

ＥＺＥＺＥＺＥＺ----ＡＤＡＡＤＡＡＤＡＡＤＡ４４４４    

ステレオオーディオ・ディストリビューションアンプ   －１×４ 

 

特徴： 

・１系統のステレオ入力を４系統のステレオ出力に分配 

・ミニジャックまたは RCA ジャックのアンバランス入力 

・ＲＣＡジャックによるアンバランス出力 

・入出力端子は背面パネルに配置 

・前面パネルにレベル調整 

・各チャンネル用Ｄｕａｌ－ＬＥＤ ＶＵメーター 

 

長所： 

・金メッキコネクターを使用 

・前面パネルにステレオオーディオメーター 

・容易にレベル調整ができるノブ 

 

用途： 

ＥＺ－ＡＤＡ４はゲイン調整とオーディオレベルメーターを備えた、ステレオオーディオ分配アンプです。入力はＲＣＡジャックかミニジャック

を介して接続されます。前面パネルにあるノブは、Ｌ／ＲチャンネルのＬＥＤ ＶＵメーターを使用し、ハイまたはローの入力レベルを調整で

きます。４系統のステレオ出力はＲＣＡジャックにより供給されます。ＥＺ－ＡＤＡ４は、お店や教会、レストラン、クラブ、セキュリティシステム、

ホームコンポーネントシステムおよび民間のサウンドシステムで使用されます 

 

 

仕様： 

入力（２）：   ステレオ：デュアルＲＣＡジャックまたはステレオミニジャック、１０ｋΩ以上  

ノミナル-１０ｄBV, 最大 +２２ｄBV 

レベルコントロール：  ノミナル以上において OFF から１２ｄB  

出力（４）：   ステレオ：デュアルＲＣＡジャック、ノミナル-１０ｄBV、最大+１６ｄBV 

周波数特性：  １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．０１ｄＢ） 

ＴＤＮ：   ０．０３％以下 

クロストーク：  -８０ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

メーター：   Ｌ・Ｒ用Ｄｕａｌ－ＬＥＤ ＶＵメーター、-１０ｄＢ出力にキャリブレーション 

ノイズ：   -８５ｄＢ以下（出力-１０ｄＢ基準） 

２４Ｖｄｃ 電源電流：  ２０ｍＡ（待機中）・６０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行きｃｍ）： １４．６×７．６ 

取り付けサイズ：   １／２ ラック幅 



 

 

ＥＺＥＺＥＺＥＺ----ＡＦＣＡＦＣＡＦＣＡＦＣ２２２２    

オーディオフォーマットコンバーター 

 

特徴： 

・アンバランスからバランスへの変換 

・バランスからアンバランスへの変換 

・アンバランスのＲＣＡコネクタを前面パネルに配置 

・バランスのＸＬＲコネクター背面パネルに配置 

・前面パネルにレベル調整 

・各チャンネル用デュアルＬＥＤ ＶＵメーター 

 

 

用途： 

ＥＺ－ＡＦＣ２はレベル調整ができるステレオ双方向オーディオフォーマットコンバーターです。背面パネルのバランスＸＬＲジャックと前面パ

ネルのアンバランスＲＣＡジャックの間で変換が行われます。ハイまたはローの入力レベルの調整を容易に行えるＬＥＤ ＶＵメーターが全

てのオーディオチャンネルに設けられています。双方向フォーマットはＥＺ－ＡＦＣ２が民生用オーディオ製品のステレオ入力とステレオ出

力をプロ用バランススタンダードに変換できます。 

ＥＺ－ＡＦＣ２はお店や教会、レストラン、クラブ、セキュリティシステム、ホームコンポーネントシステムおよび民間のサウンドシステムで使

用されます 

 

仕様： 

アンバランス－バランス セクション 

入力：   デュアルＲＣＡジャックにステレオ、１０ｋΩ以上、ノミナル-１０ｄBV、最大+１６ｄBV 

レベルコントロール：  ＯＦＦから１２ｄＢゲイン、ノミナル以上 

出力：   デュアルＸＬＲジャックにステレオ、ノミナル+４ｄBV、最大+２６ｄＢＶ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．０１ｄＢ） 

ＴＤ+Ｎ：   ０．０１％以下 

メーター：   Ｌ・Ｒ用Ｄｕａｌ－ＬＥＤ ＶＵメーター+４ｄＢ出力にキャリブレーション 

クロストーク：  -７５ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

ノイズ：   -８５ｄＢ以下（出力+４ｄＢ以下） 

 

バランス – アンバランス セクション 

入力：   デュアルＸＬＲジャックにステレオ、１０ｋΩ以上、ノミナル-１０ｄBV、最大+１７ｄBV 

レベルコントロール：  OFF から１２ｄB ノミナル以上 

出力：   デュアルＲＣＡジャックにステレオ、ノミナル+４ｄBV、最大+２６ｄＢＶ 

周波数特性：  １０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±０．０１ｄＢ） 

ＴＤ+Ｎ：   ０．０３％以下 

クロストーク：  -８０ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

ＣＭＲＲ：   ５０ｄＢ以上（５０Ｈｚ～１２０Ｈｚ） 

メーター：   Ｌ・Ｒ用Ｄｕａｌ－ＬＥＤ ＶＵメーター、–１０ｄＢＶ出力にキャリブレーション 

ノイズ：   -７５ｄＢ（+４ｄＢ出力 以下） 

２４ Ｖｄｃ 電源電流：  ４５ｍＡ（待機中）、９０ｍＡ（最大） 

ケース 寸法幅×奥行きｃｍ： １４．６×７．６ ｃｍ    ； 取付サイズ： １／３ラックマウント 

長所： 

・金メッキコネクターを使用 

・前面パネルにステレオオーディオメーター 

・容易にレベル調整ができるノブ 

・優れたヘッドルームと周波数特性 

 



 

 

ＥＺＥＺＥＺＥＺ----ＡＶＸ４ＡＶＸ４ＡＶＸ４ＡＶＸ４    

コンポジットビデオとステレオオーディオインプットスイッチャー －４×１ 

  

特徴： 

・ ４つの入力ソース選択 

・ ビデオ入力はＮＴＳＣまたはＰＡＬ対応 

・ アンバランスステレオ音声入出力 

・ 同時切り替えのオーディオとビデオ 

・ 色分けされたＲＣＡジャックのオーディオとビデオ 

・ 背面パネルに入出力端子を配置 

・ 前面パネルにフルサイズの連動プッシュボタンを配置 

 

長所： 

・金メッキコネクターを使用 

・押しやすい大きなボタン 

・スイッチノイズが信号の品質に影響を与えない 

 

用途： 

ＥＺ－ＡＶＸ４はステレオオーディオとコンポジットビデオソースセクターです。ラインレベルのオーディオとビデオ出力にはＲＣＡジャックが

提供されます。このユニットは関連するビデオモニターやレコーダーを供給する４系統の入力ソースセレクターとして最適です。ＥＺ－ＡＶＸ

４はお店や教会、レストラン、クラブ、セキュリティシステム、および民間のサウンドシステムで使用されます 

 

 

仕様： 

オーディオセクション 

入力（４）：   ステレオ：デュアルＲＣＡジャック、１０ｋΩ以上、ノミナル-１０ｄBV、最大+１０ｄBV 

ゲイン：   ユニティ、ノミナル 

出力：   ステレオ：デュアルＲＣＡジャック、１０ｋΩ以上、ノミナル-１０ｄBV、最大+１０ｄBV 

周波数特性：  １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．０１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０２％以下 

オフ減衰：   ９５ｄＢ以上 

 

ビデオセクション 

入力（４）：   ＲＣＡジャック、１Ｖｐ-ｐ、７５Ω  

ゲイン：   ユニティ、ノミナル 

出力：   ＲＣＡジャック、１Ｖｐ-ｐ、７５Ω 

バンド幅：   ３５０ＭＨｚ 以上 

差動ゲイン：   ０．１％以下 

差動位相：   ０．１％未満 

オフ減衰：   ４０ｄＢ以上＠１０ＭＨｚ 

ノイズ：   -９０ｄＢ以下 （１Ｖｐ-ｐ ビデオ、７５Ω） 

２４ Ｖｄｃ 電源電流：  ８５ｍＡ（待機中）・１００ｍＡ（最大） 

ケース 寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×１２．７   ；       取付サイズ： １／３ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＨＤＡ４ＡＥＺ－ＨＤＡ４ＡＥＺ－ＨＤＡ４ＡＥＺ－ＨＤＡ４Ａ    

ステレオヘッドフォンディストリビューションアンプ  －１×４前面パネル出力 

  

特徴： 

・１系統のステレオ入力を４系統のステレオ出力に分配 

・背面パネルにアンバランス入力を配置 

・ＭＩＮＩジャック、１/４インチ（６．３ｍｍ)ジャック又はＲＣＡジャックの入力を配置 

・前面パネルにヘッドフォン出力を配置 

・ＭＩＮＩジャックの出力 

・前面パネルに左右出力のＬＥＶＥＬ調整 

 

長所： 

・金メッキのＲＣＡ入力コネクタ 

・個別に動作する各出力 

・容易にレベル調整ができるノブ 

 

用途： 

ＥＺ－ＨＡＤ４Ａは前面パネルに個別のボリューム調整持つ４系統のステレオヘッドフォンアンプを搭載しています。 

ヘッドフォンの出力は前面パネルのＭＩＮＩジャックが使用できます。１つのステレオ入力信号はすべてのアンプに送られます。ステレオＲＣ

Ａジャック、ＭＩＮＩジャック及び１／４インチジャックは入力ソースを接続するために提供されています。ＥＺ－ＨＤＡ４はミュージックストア、教

会、スタジオ、博物館、ホームコンポーネントシステムおよび、民間のサウンドシステムで使われます。 

 

 

仕様： 

入力（３）：   ステレオ：デュアルＲＣＡジャック、ステレオミニジャック、１／４インチ（６．３ｍｍ）ＴＲＳ  

１０ｋΩ以上、ノミナル-１０ｄBV、最大+８．５ｄBV（ＲＣＡ，ＴＲＳ）、-１６ｄＢＶノミナル  

最大+２ｄＢＶ（ステレオミニジャック） 

レベルコントロール：  ＯＦＦから+２．５ｄB ゲイン（ＲＣＡ１／４インチ入力、１００Ω出力負荷）， 

ＯＦＦから+９ｄＢゲイン（ステレオミニジャック入力、１００Ω出力負荷） 

出力（４）：   ミニジャックにステレオ（前面パネル）、６０ｍＷ（１００Ω負荷） 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±１．５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（出力 １０ｍＷ， １００Ω負荷）  

クロストーク：  -７５ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

ノイズ：   -９５ｄＢ以下（出力１０ｍＷ以下、 １００Ω負荷、 最大ゲイン） 

２４ Ｖｄｃ 電源電流：  ４０ｍＡ（待機中）・６５ｍＡ（最大） 

ケース 寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×７．６  

取付サイズ：   １／３ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＨＤＡ４ＢＥＺ－ＨＤＡ４ＢＥＺ－ＨＤＡ４ＢＥＺ－ＨＤＡ４Ｂ    

ステレオヘッドフォンディストリビューションアンプ   －１×４ 背面パネル出力 

  

特徴： 

・１系統のステレオ入力を４系統のステレオ出力に分配 

・背面パネルにアンバランス入力を配置 

・ＭＩＮＩジャック、１/４インチ (６．３ｍｍ)ジャック又はＲＣＡジャックの入力を配置 

・背面パネルにヘッドフォン出力を配置 

・ＭＩＮＩジャックの出力 

・前面パネルに左右出力のＬＥＶＥＬ調整 

 

長所： 

・金メッキのＲＣＡ入力コネクター 

・個別に動作する各出力 

・容易にレベル調整ができるノブ 

 

 

用途： 

ＥＺ－ＨＡＤ４Ｂは前面パネルに個別のボリューム調整持つ４系統のステレオヘッドフォンアンプを搭載しています。 

ヘッドフォンの出力は背面パネルのＭＩＮＩジャックが使用できます。１つのステレオ入力信号はすべてのアンプに送られます。ステレオＲＣ

Ａジャック、ＭＩＮＩジャック及び１／４インチジャックは入力ソースを接続するために提供されています。ＥＺ－ＨＤＡ４はミュージックストア、教

会、スタジオ、博物館、ホームコンポーネントシステムおよび、民間のサウンドシステムで使われます。 

 

 

仕様： 

入力（３）：   ステレオ：デュアルＲＣＡジャック、ステレオミニジャック、１／４インチ（６．３ｍｍ）ＴＲＳ  

１０ｋΩ以上、ノミナル-１０ｄBV、最大+８．５ｄBV（ＲＣＡ、ＴＲＳ）、-１６ｄＢＶノミナル  

最大+２ｄＢＶ（ステレオミニジャック） 

出力（４）：   ミニジャックにステレオ（背面パネル）、６０ｍＷ（１００Ω負荷） 

レベルコントロール：  ＯＦＦから＋２．５ｄB ゲイン（ＲＣＡ及び１／４インチ入力、１００Ω出力負荷）， 

ＯＦＦから+９ｄＢゲイン （ステレオミニジャック入力、１００Ω出力負荷） 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±１．５ｄＢ、１００Ω負荷） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（出力 １０ｍＷ、１００Ω負荷）  

クロストーク：  -７５ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

ノイズ：   -９５ｄＢ以下（出力１０ｍＷ以下、 １００Ω負荷、 最大ゲイン） 

２４ Ｖｄｃ 電源電流：  ４０ｍＡ（待機中）・６５ｍＡ（最大） 

ケース 寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×７．６  

取付サイズ：   １／３ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＨＤＡ６ＥＺ－ＨＤＡ６ＥＺ－ＨＤＡ６ＥＺ－ＨＤＡ６    

ステレオヘッドフォン分配アンプ 

  

特徴： 

・１系統のステレオ入力を６系統のステレオ出力に分配 

・背面パネルにアンバランス入力を配置 

・ＭＩＮＩジャック、１／４インチ (６．３ｍｍ)またはＲＣＡジャックによる入力 

・１／４インチ（６．３ｍｍ）入力用ＬＯＯＰ ＯＵＴジャック 

・背面パネルに１／４インチ（６．３ｍｍ）ヘッドフォン出力を配置 

・背面パネルに左右アウトプットのＬＥＶＥＬ調整 

 

長所： 

・金メッキのＲＣＡ入力コネクター 

・個別に動作する各出力 

・容易にレベル調整ができるノブ 

 

用途： 

ＥＺ－ＨＡＤ６は前面パネルに個別のボリューム調整持つ６系統のステレオヘッドフォンアンプを搭載しています。 

ヘッドフォンの出力は背面パネルの１／４インチジャックが使用できます。１つの入力信号はすべてのアンプに送られます。ステレオＲＣＡ

ジャック、ＭＩＮＩジャック及びデュアル１／４インチジャック（ループアウトの接続のため）は入力ソースを接続するために提供されています。

ＥＺ－ＨＤＡ６はミュージックストア、教会、スタジオ、博物館、ホームコンポーネントシステムおよび、民間のサウンドシステムで使われま

す。 

 

 

仕様： 

入力（３）：  ステレオ：デュアルＲＣＡジャック、ステレオミニジャックまたは１/４インチ（６．３ｍｍ）ＴＲＳ、１０ｋΩ以

上、ノミナル-１０ｄBV、最大+８．５ｄBV（ＲＣＡ、ＴＲＳ）、-１６ｄＢＶノミナル、最大+２ｄＢＶ（ステレオミニ

ジャック） 

ステレオ入力 ＬＯＯＰ ＯＵＴ： １／４インチ（６．３ｍｍ） ＴＲＳ 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～５０ｋＨｚ（±１．５ｄＢ １００Ω負荷） 

 

レベルコントロール：  ＯＦＦから＋２．５ｄB ゲイン（ＲＣＡ及び１／４インチ入力、１００Ω出力負荷）， 

ＯＦＦから+９ｄＢゲイン（ステレオミニジャック入力、１００Ω出力負荷） 

出力（７）：   ステレオ：１／４インチ（６．３ｍｍ） ＴＲＳ（６ 背面パネル）、６０ｍＷ（１００Ω 負荷） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．１％以下（出力１０ｍＷ、１００Ω負荷）  

クロストーク：  -７５ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

ノイズ：   -９５ｄＢ以下（出力１０ｍＷ以下、１００Ω負荷、最大ゲイン） 

２４ Ｖｄｃ 電源電流：  ５０ｍＡ（待機中）、８０ｍＡ（最大） 

ケース 寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×７．６  

取り付けサイズ：   １／３ ラック幅 

ケース 寸法幅×奥行きｃｍ： １４．６×７．６  

取り付けサイズ：   １／３ ラックマウント 



 

 

ＥＺ－ＨＳＸ４ＥＺ－ＨＳＸ４ＥＺ－ＨＳＸ４ＥＺ－ＨＳＸ４    

ヘッドフォンアンプ付き、ステレオオーディオスイッチャ－ 

  

特徴： 

・４系統の入力ソースの選択 

・アンバランス ステレオオーディオの入出力 

・背面パネルのＲＣＡジャックによる入力とライン出力 

・ライン出力は固定（ユニティゲイン）／可変を切り替え可能 

・可変出力は前面パネルでレベル調整可能 

・１/４インチ（６．３ｍｍ）とＭＩＮＩジャックによるヘッドフォン出力 

・ヘッドフォン出力は前面パネルのレベル調整に追従 

・前面パネルにフルサイズの連動プッシュボタンを配置 

 

長所： 

・押しやすい大きなボタンを使用 

・ソリッドステートのオーディオ切り替え 

・スイッチノイズが信号の品質に影響を与えない 

 

用途： 

ＥＺ－ＨＳＸ４は出力ボリューム調整があるステレオオーディオセレクターです。ラインレベルとヘッドフォン出力が使用できます。このユニ

ットは関連するビデオモニターやレコーダーを供給する４系統の入力ソースセレクターとして最適です。ＥＺ-ＨＳＸ４はお店や教会、レストラ

ン、クラブ、セキュリティシステム、および民間のサウンドシステムで使用されます 

 

 

仕様： 

入力（４）：   ステレオ：デュアルＲＣＡジャック、１０ｋΩ以上、ノミナル-１０ｄBV、最大+１０ｄBV 

レベルコントロール：  ＯＦＦから+１２ｄB ゲイン 

出力（３）：   ステレオ：デュアルＲＣＡジャック（ラインレベル、ノミナル–１０ｄＢＶ、固定+１０ｄＢ最大 

可変+１７ｄＢＶ最大）、１／４インチ（６．３ｍｍ）ＴＲＳまたはミニジャック（ヘッドフォン× 

２、３５ｍＷ１００Ω負荷） 

周波数特性：  １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（ライン出力±０．０５ｄＢ、ヘッドフォン出力±1．２５ｄＢ、１００Ω負荷） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０３％以下（ライン出力）、０．１％以下（ヘッドフォン出力１０ｍＷ、１００Ω負荷）  

クロストーク：  -７０ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

ノイズ：   -１００ｄＢ以下（ヘッドフォン１０ｍＷ以下、 １００Ω負荷） 

ノイズ：   -８０ｄＢ以下（可変出力-１０ｄＢ以下、ユニティゲイン） 

   ‐９５ｄＢ以下（固定ゲイン、-１０ｄＢ以下） 

２４ Ｖｄｃ 電源電流：  ４０ｍＡ（待機中）・５０ｍＡ（最大） 

ケース 寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×１２．７ 

取付サイズ：   １／３ ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＨＫ１ＥＺ－ＨＫ１ＥＺ－ＨＫ１ＥＺ－ＨＫ１ 

ステレオオーディオハムキラー 

 

特徴： 

・グラウンドループによるハムノイズを取り除く 

・アンバランスステレオのガルバニック絶縁 

・ＲＣＡジャックとＭＩＮＩジャックの入出力 

・出力ジャックのグラウンドリフトがスイッチ選択可能 

・携帯でも常設でも使用可能 

 

長所： 

・金メッキのＲＣＡコネクタ 

・ＭＩＮＩジャックとＲＣＡフォーマット間の変換 

・グランドリフトスイッチ 

 

用途： 

ＥＺ-ＨＫ１はアンバランスで高インピーダンスオーディオ入力に使用する為の上質なステレオオーディオトランスフォーマーアイソレーショ

ンモジュールです。入出力の接続は金メッキのＲＣＡジャックが提供されます。 

 

左右の入力ジャックのシールド接続はケースと出力グラウンドから電気的に分離されます。各ＯＵＴＰＵＴジャックのシールド接続は、背面

パネルのグラウンドリフトスイッチを通ってケースシールドに接続されます。 

 

ＥＺ－ＨＫ１は、コンピュータやＣＤプレーヤー、カセットプレーヤー、その他の民生用オーディオ製品のようなアンバランスのオーディオソ

ースとオーディオシステムの接地されたアンプの入力間に設置された場合グラウンドループによるハムノイズを取り除きます。 

 

 

仕様： 

入力（2）：   ステレオ：デュアルＲＣＡジャック、ステレオミニジャック、ノミナル-１０ｄＢＶ、グラウンド絶縁 

入力インピーダンス：  １０ｋΩ 

出力（２）：   ステレオ：ＲＣＡフォノジャック、ステレオミニジャック、ノミナル１０ｄＢＶ  

出力インピーダンス：  １０ｋΩ 

出力グラウンド アイソレーション：  スイッチ選択可能 

ゲイン：   ユニティ、ノミナル（パッシブ回路） 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１ｄＢ） 

ＴＨＤ：   ０．０５％以下（１ｋＨｚ） 

クロストーク：  -７５ｄＢ以下（２０Ｈｚ～１０ＫＨｚ）、 -６５ｄＢ以下（１０ＫＨｚ～２０ＫＨｚ） 

ケース 寸法（幅×奥行ｃｍ）： ７．４×７．６ 

取り付けサイズ：   １／６ ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＨＫ２ＥＺ－ＨＫ２ＥＺ－ＨＫ２ＥＺ－ＨＫ２    

コンポジットビデオハムキラー 

 

 

特徴： 

・ビデオ・グラウンドループによるハムノイズを取り除く 

・７５Ωコンポジットビデオのガルバニック絶縁 

・ＲＣＡジャックの入出力 

・出力ジャックのグラウンドリフトがスイッチ選択可能 

・携帯でも常設でも使用可能 

 

・金メッキのＲＣＡコネクタ 

・グランドリフトスイッチ 

・優れた高低ビデオ周波数特性 

 

 

用途： 

ＥＺ-ＨＫ２は標準７５Ωのコンポジットビデオに使用する為の上質なビデオトランスフォーマーアイソレーションモジュールです。入出力の接

続は金メッキのＲＣＡジャックが提供されます。ＩＮＰＵＴジャックのシールド接続はケースと出力グラウンドから電気的に絶縁されます。ＯＵＴ

ＵＴジャックのシールド接続は背面パネルのグラウンドリフトスイッチを通ってケースシールドに接続されます。 

ＥＺ-ＨＫ２は、コンピュータやＤＶＤプレーヤーのようなビデオソースと音響システムやＡ/Ｖに設置されたビデオモニターやプロジェクター

の間に設置された場合グラウンドループによるハムノイズを取り除きます。 

 

 

仕様： 

入力：   コンポジット ビデオ、ノミナル１Ｖｐ-ｐ、 グラウンド絶縁 

入力インピーダンス：  ７５Ω 

入出力コネクター：  ＲＣＡフォノジャック 

出力：   コンポジット ビデオ、ノミナル１Ｖｐ－ｐ 

出力インピーダンス：  ７５Ω 

出力グラウンド アイソレーション：  スイッチにて選択 

ゲイン：   ユニティ、ノミナル（パッシブ回路） 

ビデオバンド幅：  ４０Ｈｚ～５ＭＨｚ以下 

ケース 寸法（幅×奥行ｃｍ）： ７．４×７．６ 

取付サイズ：   １／６ ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＨＫ３ＥＺ－ＨＫ３ＥＺ－ＨＫ３ＥＺ－ＨＫ３    

オーディオ／ビデオハムキラー 

 

 

特徴： 

・オーディオとビデオのグラウンドループによるハムノイズを取り除く 

・アンバランスステレオのガルバニック絶縁 

・７５Ωコンポジットビデオのガルバニック絶縁 

・ＲＣＡジャックによる入出力 

・出力ジャックのグラウンドリフトがスイッチ選択可能 

・携帯でも常設でも使用可能 

 

長所： 

・グランドリフトスイッチ 

・優れた高低ビデオ周波数特性 

 

用途： 

ＥＺ-ＨＫ３はアンバランスのハイインピーダンスオーディオ入力と標準７５Ωのコンポジットビデオに使用する為の上質なステレオオーディ

オ・ビデオトランスフォーマーアイソレーションモジュールです。入出力の接続は金メッキのＲＣＡジャックが提供されます。各ＩＮＰＵＴジャッ

クのシールド接続はケースと出力グラウンドから電気的に絶縁されます。各ＯＵＴＰＵＴジャックのシールド接続は背面パネルのグラウンド

リフトスイッチを通ってケースシールドに接続されます。 

ＥＺ-ＨＫ３はコンピュータやＤＶＤプレーヤーのようなアンバランスなオーディオ/ビデオソースと、接地されたアンプのＩＮＰＵＴそしてＡ／Ｖ

システムのビデオモニターやプロジェクターの間にインストールされたときグラウンドループによるハムノイズを取り除きます。 

 

仕様： 

ビデオ出力：   コンポジットビデオ、ノミナル１Ｖｐ-ｐ 

出力インピーダンス：   ７５Ω 

ビデオバンド幅：   ４０Ｈｚ～５ＭＨｚ以下 

オーディオ入力：   ステレオ：ＲＣＡフォノジャック、ノミナル-１０ｄＢＶ、グラウンド絶縁 

オーディオ入力インピーダンス：  １０ｋΩ 

オーディオ出力：   ステレオ：ＲＣＡフォノジャック、ノミナル-１０ｄＢ 

オーディオ出力インピーダンス：  １０ｋΩ 

オーディオ周波数特性：   ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±１ｄＢ） 

オーディオ ＴＨＤ：   ０．０５％以下（１ＫＨｚ） 

クロストーク（チャンネル間）：  -７５ｄＢ以下（２０Ｈｚ～１０ｋＨｚ）、-６５ｄＢ以下（１０ｋＨｚ～２０ｋＨｚ） 

クロストーク（ビデオ－オーディオ間）： -８０ｄＢ以下（-１０ｄＢ基準） 

クロストーク（オーディオ－ビデオ間）： -８５ｄＢ以下（１Ｖｐ－ｐ基準） 

出力グラウンドアイソレーション：   スイッチにて選択（オーディオとビデオグラウンドのリフト） 

ゲイン（オーディオ・ビデオ）：  ユニティ、ノミナル（パッシブ回路） 

ケース 寸法（幅×奥行ｃｍ）：  ７．４×７．６ 

取り付けサイズ：    １／６ ラック幅 

 



 

 

ＥＺ－ＭＣＰ１ＥＺ－ＭＣＰ１ＥＺ－ＭＣＰ１ＥＺ－ＭＣＰ１    

マイクコンプレッサー 

 

特徴： 

・あらゆるマイクロフォンからも一貫性のあるレベルを生成 

・マイクロフォンとミキサーアンプの間にインストール 

・高速自動レベルコントロールにより明瞭度を改善 

・歪みとクリッピングの原因のオーバーロードをコントロール 

・前面パネルにＬＥＤインジケーターによるセットアップトリマー 

・ＬＥＤ付き自動ファントム電圧切り替えスイッチ 

・ＸＬＲの入出力 

 

用途： 

ＥＺ－ＭＣＰ１はマイクロフォンからの広い変化（最大３０ｄｂ）から、一定のオーディオレベルを生成するインラインマイクロホンコンプレッサ

です。ダイナミック又はコンデンサーマイクロホンとマイクレベルミキサーやアンプ入力の間にインストールされます。必要なセットアップは

前面パネルのレベルトリマーを通常スピーチ中にコンプレッションＬＥＤが点滅し始めるまで調整するだけです。通常ノーマルデフォルトポ

ジションのままにしますが、背面パネル出力レベルトリマーが提供されています。ファンタム電圧（２４Ｖ）は、ＥＺ－ＭＣＰ１の出力がファンタ

ム電圧を供給するマイクジャックに接続された時に自動的にスイッチされます。ＥＺ－ＭＣＰ１は、一貫した音声レベルを生成し、歪みやクリ

ッピングを生み出すオーバーロードを制御することにより、音質と明瞭度を向上させます。ＥＺ－ＭＣＰ１は、教会、レストラン、クラブ、会議

室、教育施設、議事堂や民間のサウンドシステムで、レコーディング、ページング、ＰＡのために使用されます。 

 

仕様： 

入力：   マイクレベル、ノミナル-６０～-３０ｄＢｕ ； 

入力インピーダンス：  １ｋＨｚ以上、バランス ； 入出力コネクタ：ＸＬＲ 

レベル調整：  シングルターンＡカーブ（前面パネル） 

最小入力レベル：  -６０ｄＢｕ（コンプレッサーのスレッショルドを交差）＠最大ゲイン 

   -３０ｄＢｕ（コンプレッサーのスレッショルドを交差）＠最小ゲイン 

最大入力レベル：  ０ｄＢｕ＠最小ゲイン 

出力：   マイクレベル、-５５ｄＢｕ～-３０ｄＢｕ,、調整可能、ＮＯＲＭＡＬ：-４５ｄＢｕ 

出力インピーダンス：  ノミナル１５０Ω、バランス ；  

出力レベル調整：  シングルターンＡカーブ（前面パネル） 

周波数特性：  ５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．５ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．５％以下（コンプレッサースレッショルドにおいて５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ） 

コンプレッション：  ３０ｄＢ、アタック・リリースは自動調整 

ノイズ：   -６３ｄＢ以下（入力：-５６ｄＢｕ、コンプ・スレッショルドにおける基準出力レベル以下） 

ＣＭＲＲ：   ５５ｄＢ以上（５０Ｈｚから１２０Ｈｚ） 

ファンタム：   ２４Ｖ（ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２）、モジュール出力にファンタムが検出された時に供給 

インジケーター（３）：  赤ＬＥＤ：ＣＯＭＭＰＲＥＳＳＩＯＮ、コンプレッサーのアクティビティを表示 

   緑ＬＥＤ：ＰＨＡＮＴＯＭ、ファンタム電圧供給を表示 

   青ＬＥＤ：ＰＯＷＥＲ 

２４ Ｖｄｃ 電源電流：  ５５ｍＡ（待機中）、６０ｍＡ（最大）、７０ｍＡ（最大+ファンタム） 

パワーサプライ入力電圧： １００～２４０ＶＡＣ 

ケース 寸法（幅×奥行ｃｍ）： ７．４×７．６；取り付けサイズ：１／６ラック幅   保証：３年、ＲＤＬ技術サポートに連絡してください。 

長所： 

・金メッキのコネクタ接点 

・ＬＥＤインジケーターを使った簡単なセットアップ 

・優れたレベルコントロールレンジ（３０ｄｂ） 



 

 

ＥＺ－ＭＰＡ１ＥＺ－ＭＰＡ１ＥＺ－ＭＰＡ１ＥＺ－ＭＰＡ１    

マイクプリアンプ  －コンプレッサー付きのステレオ出力  

 

特徴： 

・背面パネルにＸＬＲバランスマイク入力を設置 

・背面パネルでファンタムのスイッチ選択が可能 

・ＭＩＮＩかＲＣＡ背面パネルジャックにアンバランス出力を設置 

・プリアンプは左右出力チャンネルを供給 

・前面パネルにコンプレッサーの有効／無効スイッチを配置 

・オーバーロードを制御するオーディオコンプレッサー 

・前面パネルにレベル調整 

・デュアルＬＥＤ ＶＵメーターの表示 

 

長所： 

・ダイナミック又はコンデンサーマイク用に最適化 

・高い入力レベルに対応するヘッドルーム 

・低いゲイン設定でヘッドルームが増加 

・広いダイナミックレンジ以上はコンプレッサーがクリッピングを制限 

 

用途： 

ＥＺ－ＭＰＡ１は前面パネルにボリューム調整とレベルメーターを備えたマイクロフォンプリアンプです。前面パネルスイッチはマイクロフォ

ンからのハイレベルオーディオのバーストやピークの最中オーバーロードとクリッピングを制御するためにオーディオコンプレッサーに連

動します。ダイナミックまたはコンデンサーマイクは両方、背面パネルのファンタム電源切り替えスイッチにてサポートされています。初期

増幅されたマイク信号はＭＩＮＩジャックまたはＲＣＡジャックのラインアウトの両チャンネルに供給されます。ＬＥＤ ＶＵメーターは容易なレ

ベル調整を促します。ＥＺ－ＭＰＡ１はミキサーやライン入力を持つアンプにマイク端子を追加するのに最適です。ＥＺ－ＭＰＡ1 は教会やレ

ストラン、クラブ、会議室、教育施設、議事堂、スタジオそして民間のサウンドシステムで使用します。 

 

仕様： 

入力：   １．２ｋΩバランス、ＸＬＲジャック、マイクレベル-１１ｄＢｕ最大 

レベルコントロール：  Ｏｆｆ～５０ｄＢゲイン 

出力（２）：   ノミナル-１０ｄＢＶ：ＲＣＡジャックまたはＭｉｎｉジャック  

+１６ｄＢＶ最大（コンプレッションなし）-４ｄＢＶ最大（２０ｄＢコンプレッション） 

周波数特性：  ８０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±１ｄＢ、マイク入力、-６ｄＢ：２０Ｈｚ、１体型ハイパスフィルター） 

ＴＨＤ＋Ｎ：              ０．１％以下（３５Ｈｚ～２０ＫＨｚ、-５０ｄＢｕ入力） 

コンプレッション：  ２０ｄＢ範囲 スイッチ選択可能 

ＣＭＲＲ：   ５５ｄＢ以上 (２０～２０ＫＨｚ) 

メーター：   デュアルＬＥＤ ＶＵメーター：-１０ｄＢＶの出力に較正 

ファンタム：   ２４Ｖ（ＩＥＣ １９３８：１９６６－１２）スイッチ選択可能 

ノイズ：                -６５ｄＢ以下（-１０ｄＢＶ出力基準、-５０ｄＢｕ入力） 

２４ Ｖｄｃ電源電流:    ５５ｍＡ (待機中)８０ｍＡ（最大）１００ｍＡ (最大、ファンタム電源供給時) 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×７．６           

取り付けサイズ：  １／３ラック幅    



 

 

ＥＺ－ＭＰＡ２ＥＺ－ＭＰＡ２ＥＺ－ＭＰＡ２ＥＺ－ＭＰＡ２    

デュアルマイクプリアンプ  －ステレオ出力コンプレッサー付き 

 

特徴： 

・背面パネルにＬ／Ｒ ＸＬＲバランスマイク入力を設置 

・背面パネルでファンタムのスイッチ選択が可能 

・ＭＩＮＩかＲＣＡジャックにアンバランス出力 

・背面パネルに入出力の接続を配置 

・前面パネルにコンプレッサーの有効／無効スイッチを配置 

・オーバーロードを制御するオーディオコンプレッサー 

・前面パネルに各チャンネル用レベル調整 

・各チャンネル用デュアル ＬＥＤ ＶＵメーターの表示 

 

長所： 

・ダイナミック又はコンデンサーマイク用に最適化 

・高い入力レベルに対応するヘッドルーム 

・低いゲイン設定でヘッドルームが増加 

・広いダイナミックレンジ以上はコンプレッサーがクリッピングを制限 

 

用途： 

ＥＺ－ＭＰＡ１は前面パネルにボリューム調整とレベルメーターを備えたステレオマイクロフォンプリアンプです。前面パネルスイッチはマイ

クロフォンからのハイレベルオーディオのバーストやピークの最中オーバーロードとクリッピングを制御するためにオーディオコンプレッサ

ーに連動します。ダイナミックまたはコンデンサーマイクは両方、背面パネルのファンタム電源切り替えスイッチにてサポートされています。

ライン出力はＭＩＮＩジャックまたはＲＣＡジャックを使用出来ます。Ｌ・ＲチャンネルのＬＥＤ ＶＵメーターは容易なレベル調整を促します。ＥＺ

－ＭＰＡ１はミキサーやライン入力を持つアンプにマイク端子を追加するのに最適です。ＥＺ－ＭＰＡ1 は教会やレストラン、クラブ、会議室、

教育施設、議事堂、スタジオそして民間のサウンドシステムで使用します。 

 

仕様： 

入力（２）：   １．２ｋΩバランス；ＸＬＲジャック、マイクレベルー１１ｄＢｕ 最大 

レベルコントロール（２）：  Ｏｆｆ～５０ｄＢゲイン、各入力ごと 

出力（２）：   ノミナル-１０ｄＢＶ：ＲＣＡジャックまたはミニジャック  

+１６ｄＢＶ最大（コンプレッションなし）、-４ｄＢＶ最大（２０ｄＢコンプレッション） 

周波数特性：  ８０Ｈｚ～４０ｋＨｚ（±１ｄＢ、マイク入力、-６ｄＢ：２０Ｈｚ１体型ハイパスフィルター） 

ＴＨＤ＋Ｎ：              ０．１％以下（３５Ｈｚ～２０ＫＨｚ、-５０ｄＢｕ入力） 

コンプレッション：  ２０ｄＢ範囲スイッチ選択可能 

クロストーク：  ノイズフロア以下（１ｋＨｚ） 

ＣＭＲＲ：   ５５ｄＢ以上 (２０～２０ＫＨｚ) 

メーター：   Ｌ／Ｒ用デュアルＬＥＤ ＶＵメーター、-１０ｄＢＶの出力に較正 

ファンタム：   ２４Ｖ（ＩＥＣ １９３８：１９６６－１２）スイッチ選択可能 

ノイズ：               -６５ｄＢ以下（－１０ｄＢＶ出力基準、-５０ｄＢｕ入力） 

２４ Ｖｄｃ電源電流:    ６５ｍＡ (待機中)、９０ｍＡ（最大）、１１０ｍＡ (最大、ファンタム電源供給時) 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×７．６           

取り付けサイズ：  １／３ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＭＸ４ＬＥＺ－ＭＸ４ＬＥＺ－ＭＸ４ＬＥＺ－ＭＸ４Ｌ....    

ステレオラインレベル・オーディオミキサー  －４×１ 

 

特徴： 

・４系統のラインレベルオーディオミキサー 

・ＲＣＡジャックの３系統のアンバランスライン入力 

・ＭＩＮＩジャックかＲＣＡジャックの１系統のライン入力 

・ＭＩＮＩジャックまたはＲＣＡジャックのアンバランス出力 

・各チャンネル用デュアルＬＥＤ-ＶＵメーターの表示 

 

長所： 

・高い入力レベルに対応するヘッドルーム 

・アンバランスミキサーの為の優れたヘッドルーム 

・金メッキのＲＣＡ入出力ジャック 

・調整を容易にするオーディオＶＵメーター表示 

 

 

用途： 

ＥＺ－ＭＸ４Ｌは４系統のライン入力を備えたステレオオーディオミキサーです。ライン入力はすべてＲＣＡジャック（１系統はＭＩＮＩジャック入

力も含む）を通って接続します。Ｌ／ＲチャンネルＬＥＤ ＶＵメーター表示は、レベル調整を容易にします。ライン出力はステレオＲＣＡジャッ

クかＭＩＮＩジャックが利用可能です。 

ＥＺ－ＭＸ４Ｌは教会やレストラン、クラブ、会議室、スタジオ、ホームコンポーネントシステム、民間のサウンドシステムで使用されます。 

 

 

仕様： 

入力（５）：   １０ｋΩ以上、ノミナル-１０ｄＢＶ（ＲＣＡジャック（４）またはＭＩＮＩジャック （１）） 

+２０ｄＢＶ最大. 

レベル·コントロール（４）： Ｏｆｆ～１２ｄＢゲイン 

出力（2）：   ノミナル-１０ｄＢＶ（ＲＣＡジャック（４）またはＭＩＮＩジャック （１））、+１６ｄＢＶ最大 

周波数特性：  １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．０１ｄＢ、ライン） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下  

クロストーク：  -７２ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

メーター：   Ｌ／Ｒ用デュアルＬＥＤ ＶＵメーター、－１０ｄＢＶの出力に較正 

ノイズ：   -８５ｄＢ以下（-１０ｄＢＶ出力基準） 

２４Ｖｄｃ電源電流：  ３０ｍＡ（待機中）６０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×７．６ 

取り付けサイズ：  １／３ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＭＸ４ＭＬＥＺ－ＭＸ４ＭＬＥＺ－ＭＸ４ＭＬＥＺ－ＭＸ４ＭＬ    

マイクロ＆ステレオラインオーディオミキサ  －４×１ 

 

特徴： 

・４系統の入力ミキサー２系統のマイクと２系統のライン入力 

・２系統のＸＬＲバランスマイク入力 

・１系統のＲＣＡジャックアンバランス入力 

・１系統のＭＩＮＩジャックかＲＣＡジャックのライン入力 

・ＲＣＡジャックによるアンバランス出力 

・マイク入力はファンタム電圧を提供 

・各チャンネルにＬＥＤ ＶＵメーターの表示 

 

長所： 

・ダイナミック又はコンデンサーマイク用に最適化 

・高い入力レベルに対応するヘッドルーム 

・低いゲイン設定でヘッドルームが増加 

・金メッキのＲＣＡ入力と出力ジャック 

 

用途： 

ＥＺ-ＭＸ４ＭＬは２系統のマイクと２系統のライン入力を備えたステレオオーディオミキサーです。マイクはバランスファンタム電圧を提供す

るＸＬＲジャックを介して接続します。両方のライン入力はＲＣＡジャック（１系統はＭＩＮＩジャック入力も含む）を通って接続します。両方のライ

ン入力はＲＣＡジャック（ＭＩＮＩジャック入力も含む）を通って接続します。Ｌ／ＲチャンネルＬＥＤ ＶＵメーター表示は、レベル調整を容易にし

ます。ＥＺ－ＭＸ４ＭＬは教会やレストラン、クラブ、会議室、スタジオ、放送番組、民間のサウンドシステムで使用されます。 

 

仕様： 

マイク入力（２）：  １．２ＫΩバランス、ＸＬＲジャック、マイクレベル、-１１ｄＢＶ最大 

ライン入力（３）：  １０ＫΩ以上、ノミナル-１０ｄＢＶ（ＲＣＡジャック） 

   ノミナル-１０ｄＢＶ（ＲＣＡジャックまたはＭＩＮＩジャック）、+２０ｄＢＶ最大 

レベル調整：  Ｏｆｆ～５０ｄＢゲイン（マイク）、Ｏｆｆ～１２ｄＢゲイン（ライン） 

出力：   ノミナル-１０ｄＢＶ（ＲＣＡジャックまたはＭＩＮＩジャック：ステレオ）、+１６ｄＢＶ最大 

周波数特性：  ８０Ｈｚ～４０ＫＨｚ（±１ｄＢ、マイク入力、-６ｄＢ：２０Ｈｚ一体型ハイパスフィルター） 

   １０Ｈｚ～２０ＫＨｚ（±０．０１ｄＢ、ライン入力） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．１％以下(２０Ｈｚ～２０ＫＨｚ、-５０ｄＢＶマイク入力) 

   ０．０５％以下(２０Ｈｚから２０ＫＨｚ、ライン入力) 

クロストーク：  -７２ｄＢ以下(１ＫＨｚ) 

ＣＭＲＲ：   -５５ｄＢ以上(２０Ｈｚ～２０ＫＨｚ、マイク入力) 

メーター：   Ｌ／Ｒ用デュアルＬＥＤ ＶＵメーター、-１０ｄＢＶ出力に較正 

ファンタム：   ２４Ｖ（ＩＥＣ １９３８： １９９６－１２） 

ノイズ：   -６５ｄＢ以下（-１０ｄＢＶ以下基準、-５０ｄＢｕマイク入力） 

   -７５ｄＢ以下（-１０ｄＢＶ以下基準、-１０ｄＢＶライン入力） 

２４Ｖｄｃ電源電流：  ５０ｍＡ（待機中）・８０ｍＡ（最大）・１００ｍＡ（最大、ファンタム電源供給時） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×７．６ 

取り付けサイズ：  １／３ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＭＸＥＺ－ＭＸＥＺ－ＭＸＥＺ－ＭＸＡＡＡＡ２０２０２０２０    

イコライザー付き２０Ｗステレオオーディオミキサー・アンプ   －８Ω、パワーサプライ付属 

 

特徴： 

・マイクとライン入力ミキサーを備えたオーディオアンプ 

・１チャンネルあたり８Ω１０ＷのＲＭＳ出力 

・１チャンネルあたり４Ω８ＷのＲＭＳ出力 

・背面パネルで負荷インピーダンスがスイッチ選択可能 

・ＸＬＲによるバランスマイク入力 

・ＲＣＡジャックによるアンバランスライン入力 

・マイク入力にファンタムがスイッチ選択可能 

・ＢＡＳＳとＴＥＡＢＬＥのトーン·コントロールＥＱ 

・ＬＥＤインジケータを備えた、一体型オーバーロードリミッター 

・リミッターはクリッピングによるオーバーロードを制御 

 

長所： 

・リミッターはより高いパワーのアンプと同等な出力レベルを生成 

 

用途： 

ＥＺ－ＭＸＡ２０は１系統のマイク入力と２系統のライン入力を備えたステレオミキサーアンプです。ＢＡＳＳとＴＥＡＢＬＥコントロールが含ま

れています。一体型コンプレッサ/ミキサーは標準的なアンプを使うよりもクリップなしで高いサウンド出力レベルを提供します。出力は４Ω

か８Ωのスピーカーを駆動します。ＥＺ－ＭＸＡ２０は教会やレストラン、クラブ、会議室そして民間のサウンドシステムで使用されます。 

 

仕様： 

入力（３）   １．２ＫΩバランスＸＬＲジャック、マイクレベル、-５５ｄＢｕ最小（１０Ｗ出力）、-１１ｄＢｕ最大（１） 

１０ＫΩ以上；ノミナル-１０ｄＢＶ、ＲＣＡジャック、-１３ｄＢＶ最小（１０Ｗ出力）、+２２ｄＢＶ最大（２） 

ゲイン：   Ｏｆｆ～７４ｄＢ（マイク）、Ｏｆｆ～３２ｄＢ（ライン） 

出力（２）：   Ｌ／Ｒ １０Ｗ ＲＭＳ８Ω（１チャンネルあたり）  

８Ｗ ＲＭＳ４Ω（１チャンネルあたり） 

出力インピーダンス スイッチ選択可能 

イコラーザー：  ±１０ｄＢ＠１０ＫＨｚ、±９ｄＢ＠８０Ｈｚ 

周波数特性：  ５０Ｈｚ～２０ＫＨｚ（±１．５ｄＢ、マイク入力、１０Ｗ） 

   ３５Ｈｚ～２０ＫＨｚ（±１．５ｄＢ、ライン入力、１０Ｗ） 

ＴＨＤ＋Ｎ：   ０．２５％以下 

ＣＭＲＲ：   -５５ｄＢ以上（マイク） 

クロストーク：  -６８ｄＢ以下（１ＫＨｚ、ライン入力） 

ファンタム：   ２４Ｖ（ＩＥＣ１９３８：１９９６－１２）スイッチ選択可能 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下（１０Ｗ以下、-１０ｄＢＶライン入力） 

   -６５ｄＢ以下（１０Ｗ以下、-５０ｄＢＶマイク入力） 

２４Ｖｄｃ電源電流：  １７０ｍＡ（待機中）・１０００ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×１２．７ 

取り付けサイズ：  １／３ラック幅 

 



 

 

ＥＺ－ＰＡ２０ＥＺ－ＰＡ２０ＥＺ－ＰＡ２０ＥＺ－ＰＡ２０    

２０Ｗステレオオーディオパワーアンプ   －８Ω、パワーサプライ付属 

 

特徴： 

・前面パネルにレベル調整があるオーディオアンプ 

・１チャンネル８Ω１０ＷのＲＭＳ出力 

・１チャンネル４Ω８ＷのＲＭＳ出力 

・背面パネルで負荷インピーダンスがスイッチ選択可能 

・ＲＣＡジャックによるアンバランスライン入力 

・ＭＯＮＯかステレオモードがスイッチ選択可能 

・ＬＥＤインジケータを備えた、一体型オーバーロードリミッター 

・リミッターはクリッピングによるオーバーロードを制御 

 

長所： 

・リミッターはより高いパワーのアンプと同等な出力レベルを生成 

・モノモードスイッチはＬ／Ｒ入力を合成 

 

 

用途： 

ＥＺ－ＰＡ２０は１系統のライン入力と前面パネルにボリューム調整を備えたステレオオーディオアンプです。一体型コンプレッサ/ミキサー

は標準的なアンプを使うよりもクリップなしで高いサウンド出力レベルを提供します。出力は４Ωか８Ωのスピーカーを駆動します。ＥＺ－Ｐ

Ａ２０は教会やレストラン、クラブ、会議室、教育施設、民間のサウンドシステムで使用されます。 

 

 

仕様： 

入力：   １０ＫΩ以上、ノミナル-１０ｄＢ（ＲＣＡジャック）、-１３ｄＢ最小（１０Ｗ出力） 

   +２２ｄＢ最大 

ゲイン：   Ｏｆｆ～３２ｄＢ 

出力（２）：   Ｌ／Ｒ、８Ωで１０Ｗ ＲＭＳ（１チャンネルあたり） 

   ４Ωで８Ｗ ＲＭＳ（１チャンネルあたり）、 出力インピーダンスがスイッチ選択可能 

周波数特性：  ３５Ｈｚ～２０ＫＨｚ（±１．５ｄＢ、１０Ｗ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．２５％以下 

クロストーク：  -６８ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

ノイズ：   -７０ｄＢ以下（１０Ｗ以下） 

２４Ｖｄｃ電源電流：  １６０ｍＡ（待機中）、１０００ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×１２．７ 

取り付けサイズ：  １／３ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＰＨ１ＥＺ－ＰＨ１ＥＺ－ＰＨ１ＥＺ－ＰＨ１    

ステレオフォノプリアンプ 

 

特徴： 

・金メッキＲＣＡジャックによるフォノ入力 

・金メッキＲＣＡジャックによるライン出力 

・前面パネルに各チャンネルのＧＡＩＮトリマーを配置 

・各チャンネル用デュアルＬＥＤ ＶＵメーター 

・ＲＩＡＡイコライザー 

・ターンテーブルと接地するネジを提供 

 

長所： 

・金メッキコネクターを使用 

・アンプのライン入力にターンテーブルを適合 

・ＣＤレコーダーにターンテーブルを送る 

 

用途： 

ＥＺ－ＰＨ１は前面パネルにボリュームトリマーとオーディオレベルメーターを備えた、ステレオフォノプリアンプです。ステレオＲＣＡジャック

と接地ネジはターンテーブルのトーンアームに接続する為に背面パネルに供給されています。入力はＲＣＡジャックのライン出力に供給す

るため、ＲＩＡＡイコライゼーションおよび初期増幅されます。前面パネルのＬ／ＲチャンネルＬＥＤ ＶＵメーターはレベルトリマーの調整を容

易にします。ＥＺ－ＰＨ１はミキサーとライン入力を備えたアンプフにフォノ入力を追加する為、または他のメディアにレコードをダビングする

録音デッキに直接接続する為に最適です。ＥＺ－ＰＨ１はクラブや教育機関、スタジオで使用されます。 

 

 

仕様： 

入力：   ステレオＲＣＡジャックに４７ｋΩ 

入力レベル：  最大-１８ｄＢＶ 

ゲイン：   Ｏｆｆ～５５ｄＢ（１ｋＨｚ） 

出力：   ノミナル-１０ｄＢＶ、ステレオＲＣＡジャック 

イコライザー：  ＲＩＡＡ 

周波数特性：  ２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．７５ｄＢ、ＲＩＡＡカーブ参照） 

クロストーク：  -７５ｄＢ以下（１ｋＨｚ） 

メーター：   Ｌ／Ｒ用デュアルＬＥＤ ＶＵメーター、-１０ｄＢ出力に較正 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０５％以下（２０～２０ｋＨｚ、３６ｄＢゲイン） 

ノイズ：   -７４ｄＢ以下（３６ｄＢゲイン、１ｋＨｚ）、  

-８０ｄＢ以下（３６ｄＢゲイン、１ｋＨｚ“Ａ－Ｗｅｉｇｈｔｅｄ”） 

２４Ｖｄｃ電源電流：  ３０ｍＡ（待機中）、４５ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）： ７．４×７．６ 

取り付けサイズ：  １／６ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＳＸ４ＥＺ－ＳＸ４ＥＺ－ＳＸ４ＥＺ－ＳＸ４    

ステレオオーディオインプット・スイッチャ- 

 

特徴： 

・４系統の入力ソースの選択が可能 

・アンバランスステレオ音声入出力 

・背面パネルのＲＣＡジャックによる入力とライン出力 

・前面パネルのノブによってライン出力レベルをコントロール 

・前面パネルにフルサイズの連動プッシュボタンを配置 

 

長所： 

・押しやすい大きなボタン 

・ソリッドステートのオーディオ切り替え 

・スイッチノイズは信号品質に影響を与えない. 

・１つの場所でソース選択とボリューム設定可能 

・ユーザーインターフェイスとして直接パワーアンプに接続可能 

・金メッキのＲＣＡ入出力ジャック 

 

 

用途： 

ＥＺ－ＳＸ４はラインレベル出力を調整するためのボリューム調整を備えたステレオオーディオソースセレクターです。このユニットは関連

するオーディオアンプに供給する４系統の入力ソースセレクタ―として最適です。ユーザーは便利に前面パネルでオーディオソース選択と

レベル調整が出来ます。ＥＸ－ＳＸ４はお店や教会、レストラン、クラブ、ホームコンポーネントシステムそして民間のサウンドシステムで使

用されます。 

 

 

仕様： 

入力（４）：   １０ｋΩ以上、ノミナル-１０ｄBV、最大+１０ｄB（ＲＣＡジャックにステレオ） 

レベルコントロール：  Ｏｆｆ～１２ｄＢゲイン 

出力：   ノミナル-１０ｄＢＶ、+１７ｄＢＶ最大（２ ＲＣＡジャック ステレオ、ラインレベル 

周波数特性：  １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（±０．０１ｄＢ） 

ＴＨＤ+Ｎ：   ０．０２％以下 

クロストーク：  -７０ｄＢ以下（１ＫＨｚ） 

ノイズ：   -８０ｄＢ以下（－１０ｄＢＶ基準） 

２４Ｖｄｃ電源電流：  ３０ｍＡ（待機中）・６０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）： １４．６×１２．７ 

取り付けサイズ：  １／３ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＶＤＡ２ＢＥＺ－ＶＤＡ２ＢＥＺ－ＶＤＡ２ＢＥＺ－ＶＤＡ２Ｂ    

ビデオディストリビューションアンプ   －1×２ ＢＮＣ ＮＴＳＣ／ＰＡＬ 

 

特徴： 

・コンポジット入力を２系統のコンポジット出力に分配 

・前面パネルにゲインとＥＱトリマーを配置 

・ＮＴＳＣまたはＰＡＬ信号に対応 

・７５Ωで終端された入力 

・金メッキのＢＮＣジャックによる入出力 

・４００ＭＨｚ以上のワイドな帯域幅 

 

長所： 

・金メッキのプロ仕様ＢＮＣジャック 

・広い帯域幅で高品質のビデオをサポート 

・小さいアンプに優れた性能 

 

 

用途： 

ＥＺ-ＶＤＡ２Ｂは２系統の出力を備えたコンポジットビデオ分配アンプです。入力と出力はすべて７５ΩのＢＮＣコネクターです。出力に長い

同軸ケーブル（通常１００～１０００フィート）が接続された場合、前面パネルのゲインとＥＱトリマーは画面の鮮明さを修復するための調整

が可能です。広い増幅帯域幅は高品質のビデオ分配をサポートします。ＥＺ－ＶＤＡ２Ｂはお店や教会、レストラン、クラブ、セキュリティシス

テム、民間のサウンドシステムで使用されます。 

 

 

仕様： 

入力：    ７５Ω、ＢＮＣジャック 

入力レベル：   ノミナル１Ｖｐ-ｐ 

ゲイン：    ユニティ～+６ｄＢ（調整可能） 

帯域幅：    ４００ＭＨｚ以上 

カップリング：   ＡＣ 

差動ゲイン：    ０．１％以下 

差動位相：    ０．１度未満 

イコライザー：   Ｆｌａｔ～+７ｄＢ＠５０ＭＨｚ（調整可能） 

残留ノイズ：    -９０ｄＢ以下（１Ｖｐ-ｐ基準） 

出力（２）：    ７５Ωソース終端 ＢＮＣジャック、ノミナル１Ｖｐ-ｐ（終端） 

２４Ｖｄｃ電源電流：   ２０ｍＡ（待機中）、３０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）：  ７．４×７．６ 

取り付けサイズ：   １／６ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＶＤＡ２ＲＥＺ－ＶＤＡ２ＲＥＺ－ＶＤＡ２ＲＥＺ－ＶＤＡ２Ｒ    

ビデオディストリビューションアンプ  －1×２ ＲＣＡ ＮＴＳＣ／ＰＡＬ 

 

特徴： 

・コンポジット入力を２系統のコンポジット出力に分配 

・前面パネルにゲインとＥＱトリマーを配置 

・ＮＴＳＣまたはＰＡＬ信号に対応 

・７５Ωで終端された入力 

・金メッキのＢＮＣジャックによる入出力 

・４００ＭＨｚ以上のワイドな帯域幅 

長所： 

・金メッキのプロ仕様ＢＮＣジャック 

・広い帯域幅で高品質のビデオをサポート 

・小さいアンプに優れた性能 

 

 

用途： 

ＥＺ-ＶＤＡ２Ｒは２系統の出力を備えたコンポジットビデオ分配アンプです。入力と出力はすべて７５ΩのＲＣＡコネクターです。出力に長い

同軸ケーブル（通常１００～１０００フィート）が接続された場合、前面パネルのゲインとＥＱトリマーは画面の鮮明さを修復するための調整

が可能です。広い増幅帯域幅は高品質のビデオ分配をサポートします。ＥＺ－ＶＤＡ２Ｂはお店や教会、レストラン、クラブ、セキュリティシス

テム、民間のサウンドシステムで使用されます。 

 

 

仕様： 

入力：    ７５Ω、ＲＣＡジャック 

入力レベル：   ノミナル１Ｖｐ-ｐ 

ゲイン：    ユニティ～+６ｄＢ（調整可能） 

帯域幅：    ４００ＭＨｚ以上 

カップリング：   ＡＣ 

差動ゲイン：    ０．１％以下 

差動位相：    ０．１度未満 

イコライザー：   Ｆｌａｔ～+７ｄＢ＠５０ＭＨｚ（調整可能） 

残留ノイズ：    -９０ｄＢ以下（１Ｖｐ-ｐ基準） 

出力（２）：    ７５Ωソース終端 ＢＮＣジャック、ノミナル１Ｖｐ-ｐ（終端） 

２４Ｖｄｃ電源電流：   ２０ｍＡ（待機中）・３０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）：  ７．４×７．６ 

取り付けサイズ：   １／６ラック幅 

 



 

 

ＥＺ－ＶＤＡ３ＢＥＺ－ＶＤＡ３ＢＥＺ－ＶＤＡ３ＢＥＺ－ＶＤＡ３Ｂ    

ビデオディストリビューションアンプ   －1×３ BNC ＮＴＳＣ／ＰＡＬ 

 

特徴： 

・コンポジット入力を３系統のコンポジット出力に分配 

・前面パネルにゲインとＥＱトリマーを配置 

・ＮＴＳＣまたはＰＡＬ信号に対応 

・７５Ωで終端された入力 

・金メッキのＢＮＣジャックによる入出力 

・４００ＭＨｚ以上のワイドな帯域幅 

 

長所： 

・金メッキのプロ仕様ＢＮＣジャック 

・広い帯域幅で高品質のビデオをサポート 

・小さいアンプに優れた性能 

 

 

用途： 

ＥＺ-ＶＤＡ３Ｂは３系統の出力を備えたコンポジットビデオ分配アンプです。入力と出力はすべて７５ΩのＢＮＣコネクターです。出力に長い

同軸ケーブル（通常１００～１０００フィート）が接続された場合、前面パネルのゲインとＥＱトリマーは画面の鮮明さを修復するための調整

が可能です。広い増幅帯域幅は高品質のビデオ分配をサポートします。ＥＺ－ＶＤＡ３Ｂはお店や教会、レストラン、クラブ、セキュリティシス

テム、民間のサウンドシステムで使用されます。 

 

 

仕様： 

入力：    ７５Ω、ＢＮＣジャック 

入力レベル：   ノミナル１Ｖｐ-ｐ 

ゲイン：    ユニティ～+６ｄＢ（調整可能） 

帯域幅：    ４００ＭＨｚ以上 

カップリング：   ＡＣ 

差動ゲイン：    ０．１％以下 

差動位相：    ０．１度未満 

イコライザー：   Ｆｌａｔ～+７ｄＢ＠５０ＭＨｚ（調整可能） 

残留ノイズ：    -９０ｄＢ以下（１Ｖｐ-ｐ基準） 

出力（２）：    ７５Ωソース終端 ＢＮＣジャック、ノミナル１Ｖｐ-ｐ（終端） 

２４Ｖｄｃ電源電流：   ２０ｍＡ（待機中）、３０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）：  ７．４×７．６ 

取り付けサイズ：   １／６ラック幅 

 



 

 

ＥＺ－ＶＭ１２ＥＺ－ＶＭ１２ＥＺ－ＶＭ１２ＥＺ－ＶＭ１２    

ＶＧＡ／ＸＧＡディストリビューションアンプ  －１×２ 

 

特徴： 

・ＨＤ１５メスコネクタの入力と２系統の出力 

・３６０ＭＨｚ以上の広いＲＧＢ帯域幅 

・ＶＧＡからＱＸＧＡまでの高解像度の互換性 

・ＩＤビット選択の為の信頼性の高いフルサイズの前面パネルスイッチ 

・ＮＯＲＭ ＩＤ ＢＩＴはＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲとＩＮＰＵＴＩＤを接続 

・ＤＣ ＲＧＢカップリング、出力極性とオフセットは入力に従う 

・９１．４４ｃｍの長さのＨＤ１５入力ケーブル付属。 

 

長所： 

・広い帯域幅のリニアリティと低歪みは一般的な広帯域モニター分配アンプより性能が優れています 

・ポータブルコンピュータケースに最適な重さと大きさ 

 

 

用途： 

ＥＺ-ＶＭ１２は２系統の出力を備えた高解像度コンピュータビデオ分配アンプです。入力は様々なコンピュータとの互換性を確保するため、

関連したＢＩＴ ＩＤスイッチが前面パネルにあります。２系統の出力はフラットな広帯域特性を提供するビデオラインアンプによって駆動され

ます。ＥＺ－ＶＭ１２は教会、レストラン、クラブ、会議室、教室、議事堂、店舗そして、民間のＡ/Ｖシステムで使用されます。. 

 

 

仕様： 

入力：    ＶＧＡ-ＱＸＧＡ ＲＧＢＨＶまたはＲＧＢ+ＳＹＮＣ 

出力（２）：    ＬＯＣＡＬＭＯＮＩＴＯＲ（１、ＩＤｂｉｔはＩＮＰＵＴへパススルー）、ＭＯＮＩＴＯＲ（１） 

ゲイン：    ユニティ 

ビデオ帯域幅：   ３６０ＭＨｚ以上 

ビデオインピーダンス：   ７５Ω（入出力） 

シンク（ＨＶ）入力：   ５００ΩＴＴＬ ０．７Ｖ～５Ｖｐ-ｐ 

シンク（ＨＶ）出力：   ５ＶＴＴＬ 

シンク（ＨＶ）伝播遅延：   ４ｎＳ以下標準 

シンク（ＨＶ）ライズタイム：  ４ｎＳ以下標準 

シンク（合成）：   出力は入力に従う 

Ｂｉｔコントロール：   スイッチ選択可能（ピン４、オーバーライドＬＯＣＡＬＭＯＮＩＴＯＲジャック 

ＩＤ ｂｉｔパススルー） 

２４Ｖｄｃ電源電流：   ５０ｍＡ（待機中）、６０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）：  １４．６×７．６ 

取り付けサイズ：   １／３ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＶＭ１３ＥＺ－ＶＭ１３ＥＺ－ＶＭ１３ＥＺ－ＶＭ１３    

ＶＧＡ／ＸＧＡディストリビューションアンプ    －１×３ 

 

特徴： 

・ＨＤ１５メスコネクタの入力と２系統の出力 

・３６０ＭＨｚ以上の広いＲＧＢ帯域幅 

・ＶＧＡからＱＸＧＡまでの高解像度の互換性 

・ＩＤビット選択の為の信頼性の高いフルサイズの前面パネルスイッチ 

・ＮＯＲＭ ＩＤ ＢＩＴはＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲとＩＮＰＵＴＩＤを接続 

・ＤＣ ＲＧＢカップリング、出力極性とオフセットは入力に従う 

・９１．４４ｃｍの長さのＨＤ１５入力ケーブル付属 

 

長所： 

・広い帯域幅のリニアリティと低歪みは一般的な広帯域モニター分配アンプより性能が優れています 

・ポータブルコンピュータケースに最適な重さと大きさ 

 

 

用途： 

ＥＺ-ＶＭ１３は３系統の出力を備えた高解像度コンピュータビデオ分配アンプです。入力は様々なコンピュータとの互換性を確保するため、

関連したＢＩＴ ＩＤスイッチが前面パネルにあります。３系統の出力はフラットな広帯域特性を提供するビデオラインアンプによって駆動され

ます。ＥＺ－ＶＭ１３は教会、レストラン、クラブ、会議室、教室、議事堂、店舗そして、民間のＡ/Ｖシステムで使用されます。 

 

 

仕様： 

入力：    ＶＧＡ-ＱＸＧＡ ＲＧＢＨＶまたはＲＧＢ+ＳＹＮＣ 

出力（３）：    ＬＯＣＡＬＭＯＮＩＴＯＲ（１、ＩＤｂｉｔ ＩＮＰＵＴへパススルー）、ＯＵＴＰＵＴ（２） 

出力（３）：    ローカルモニタ－（入力にビットパススルー）出力（２）   

ゲイン：    ユニティ 

ビデオ帯域幅：   ３６０ＭＨｚ以上 

ビデオインピーダンス：   ７５Ω（入出力） 

シンク（ＨＶ）入力：   ５００ΩＴＴＬ ０．７Ｖ～５Ｖｐ-ｐ 

シンク（ＨＶ）出力：   ５ＶＴＴＬ 

シンク（ＨＶ）伝播遅延：   ４ｎＳ以下標準 

シンク（ＨＶ）ライズタイム：  ４ｎＳ以下標準 

シンク（合成）：   出力は入力に従う 

Ｂｉｔコントロール：   スイッチ選択可能（ピン４、オーバーライドＬＯＣＡＬＭＯＮＩＴＯＲジャック 

Ｄ ｂｉｔパススルー） 

２４Ｖｄｃ電源電流：   ５０ｍＡ（待機中）・６５ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）：  １４．６×７．６ 

取り付けサイズ：   １／３ラック幅 

 



 

 

ＥＺ－ＶＭ１４ＥＺ－ＶＭ１４ＥＺ－ＶＭ１４ＥＺ－ＶＭ１４    

ＶＧＡ／ＸＧＡディストリビューションアンプ   －１×４ 

 

特徴： 

・ＨＤ１５メスコネクタの入力と３系統の出力 

・３６０ＭＨｚ以上の広いＲＧＢ帯域幅 

・ＶＧＡからＱＸＧＡまでの高解像度の互換性 

・ＩＤビット選択の為の信頼性の高いフルサイズの前面パネルスイッチ 

・ＮＯＲＭ ＩＤ ＢＩＴはＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲとＩＮＰＵＴＩＤを接続 

・ＤＣ ＲＰＢカップリング、出力極性とオフセットは入力に従う 

・９１．４４ｃｍの長さのＨＤ１５入力ケーブル付属 

 

長所： 

・広い帯域幅のリニアリティと低歪みは一般的な広帯域モニター分配アンプより性能が優れています 

・ポータブルコンピュータケースに最適な重さと大きさ 

 

 

用途： 

ＥＺ-ＶＭ１４は４系統の出力を備えた高解像度コンピュータビデオ分配アンプです。入力は様々なコンピュータとの互換性を確保するため、

関連したＢＩＴ ＩＤスイッチが前面パネルにあります。４系統の出力はフラットな広帯域特性を提供するビデオラインアンプによって駆動され

ます。ＥＺ－ＶＭ１４は教会、レストラン、クラブ、会議室、教室、議事堂、店舗そして、民間のＡ/Ｖシステムで使用されます。 

 

 

仕様： 

入力：    ＶＧＡ-ＱＸＧＡ ＲＧＢＨＶまたはＲＧＢ+ＳＹＮＣ 

出力（４）：    ＬＯＣＡＬＭＯＮＩＴＯＲ（１、ＩＤｂｉｔはＩＮＰＵＴへパススルー）、ＯＵＴＰＵＴ（３） 

ゲイン：    ユニティ 

ビデオ帯域幅：   ３６０ＭＨｚ以上 

ビデオインピーダンス：   ７５Ω（入出力） 

シンク（ＨＶ）入力：   ５００ΩＴＴＬ ０．７Ｖ～５Ｖｐ-ｐ 

シンク（ＨＶ）出力：   ５ＶＴＴＬ 

シンク（ＨＶ）伝播遅延：   ４ｎＳ以下 標準 

シンク（ＨＶ）ライズタイム：  ４ｎＳ以下 標準 

シンク（合成）：   出力は入力に従う 

Ｂｉｔコントロール：   スイッチ選択可能（ピン４、オーバーライドＬＯＣＡＬＭＯＮＩＴＯＲジャック 

ＩＤ ｂｉｔパススルー） 

２４Ｖｄｃ電源電流：   ５０ｍＡ（待機中）・７０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）：  １４．６×７．６ 

取り付けサイズ：   １／３ラック幅 

 



 

 

ＥＺ－ＶＭ２２ＥＥＺ－ＶＭ２２ＥＥＺ－ＶＭ２２ＥＥＺ－ＶＭ２２Ｅ    

ＶＧＡ／ＸＧＡスイッチャー／イコライザーアンプ   －２入力、２出力 

 

特徴： 

・ ＨＤ１５（Ｄ―ｓａｂ１５ピン）メスコネクタ入出力 

・ ２つの前面パネルスイッチにて入力の選択が可能 

・ ４００ＭＨｚ以上の広いＲＧＢ帯域幅 

・ ＶＧＡからＱＸＧＡまでの高解像度の互換性 

・ ビデオと同期信号をソリッドステートの切り替え 

・ 機能切り替え用の信頼性の高いフルサイズのスイッチ 

・ ＴＴＬまたはビデオ７５Ω入力シンクがスイッチで選択可能 

・ ＮＯＲＭ ＩＤ ＢＩＴはＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲとＩＮＰＵＴＩＤを接続 

・ 各入力用、前面パネル ID ビットの選択 

・ ＤＣ ＲＧＢカップリング、出力極性とオフセットは入力に従う 

・ 背面パネルに GAIN と EQ ピークトリマー 

・ ９１．４４ｃｍの長さのＨＤ１５入力ケーブル付属 

・ ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲおよびＭＯＮＩＴＯＲ出力のための 

独立したビデオラインドライバー 

 

用途： 

ＥＺ－ＶＭ２２Ｅは、２系統の入出力を備えた高解像度のコンピュータービデオソースセレクタ－です。前面パネルのスイッチは入力を選択

します。各入力は様々なコンピュータとの互換性を確保するため、関連したＢＩＴ ＩＤスイッチがあります。ＩＮＰＵＴ１用シンクは、標準ＴＴＬま

たはビデオ間を前面パネルのスイッチで選択可能です。２系統の出力のいずれかが個別にコンピュータのモニタ－を駆動するためバッフ

ァリングされます。２つ目の出力は、背面パネルのゲインと１００メートル（３００フィート）を超えるモニタケーブルの品質を保つため調整可

能なイコライゼーショントリマーを含む独立した出力アンプにより駆動します。全ての切り替え機能は、前面パネルで簡単にアクセスできま

す。入力切り替えは、機械スイッチの帯域限界幅やスイッチノイズを避け、長期的に高い信頼性を保つため、完全にソリッドステートです。 

 

仕様： 

入力（２）：        ＶＧＡ－ＱＸＧＡ  ＲＧＢＨＶまたはＲＧＢ+Ｓｙｎｃ 

出力（４）：    ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲ（１、バッファ, ＩＤ ｂｉｔはＩＮＰＵＴ１へパススルー） 

ＭＯＮＩＴＯＲ(1、ゲイン+ＥＱトリム)  

ゲイン：             ユニティ(ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲ出力)、 ユニティ＋６ｄＢ(ＭＯＮＩＴＯＲ出力) 

イコライザー（ピーク）：   なし（ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲ出力）、０～+８ｄＢ（５０ＭＨｚ）で調整可能（ＭＯＮＩＴＯＲ出力） 

ビデオ帯域幅：          ４７０ＭＨｚ以上 

出力オフセット：   ±５ｍＶ標準（７５Ω負荷） 

ビデオインピーダンス：   ７５Ω（入出力）  

シンク（ＨＶ）入力：   ５００ΩＴＴＬまたは７５Ωビデオ（スイッチ選択可能） ０．７Ｖ～５Ｖｐ-ｐ 

シンク（ＨＶ）出力：          ５Ｖ ＴＴＬ 

シンク（ＨＶ）伝播遅延/ライズタイム：  ４ｎＳ以下 標準 

シンク（合成）：          出力は入力に従う 

Ｂｉｔコントロール：          スイッチ選択可能（入力ごとに個別のセレクター、ピン４、 

オーバーライドＬＯＣＡＬＭＯＮＩＴＯＲジャック ＩＤ ｂｉｔパススルー）  

２４Ｖｄｃ電源電流：   ７０ｍＡ（待機中）、８０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）：  １４．６×１２．７  ； 取り付けサイズ ： １/３ラック幅 

利点： 

・ポータブルコンピュータケースに最適な重さと大きさ 

・容易にアクセスできる前面パネル上のセレクタースイッチ  



 

 

ＥＺ－ＶＭ２４ＥＥＺ－ＶＭ２４ＥＥＺ－ＶＭ２４ＥＥＺ－ＶＭ２４Ｅ    

ＶＧＡ／ＸＧＡスイッチャー／イコライザーディストリビューションアンプ   －２入力、４出力 

  

特徴： 

・ ＨＤ１５（Ｄ―ｓａｂ１５ピン）メスコネクタ入出力 

・ ２つの前面パネルスイッチにて入力の選択が可能 

・ ４００ＭＨｚ以上の広いＲＧＢ帯域幅 

・ ＶＧＡからＱＸＧＡまでの高解像度の互換性 

・ ビデオと同期信号をソリッドステートの切り替え 

・ 機能切り替え用の信頼性の高いフルサイズのスイッチ 

・ ＴＴＬまたはビデオ７５Ω入力シンクがスイッチで選択可能 

・ ＮＯＲＭ ＩＤ ＢＩＴはＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲとＩＮＰＵＴ ＩＤを接続 

・ 各入力用、前面パネル ID ビット選択 

・ ＤＣ ＲＧＢカップリング、出力極性とオフセットは入力に従う 

・ 背面パネルにＧＡＩＮとＥＱピークトリマー 

・ ９１．４４ｃｍの長さのＨＤ１５入力ケーブル付属 

・ ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲおよびＭＯＮＩＴＯＲ出力のための独立した 

ビデオラインドライバー 

用途： 

ＥＺ－ＶＭ２４Ｅは、２系統の入力と４系統の出力を備えた高解像度のコンピュータービデオソースセレクタ－と分配アンプです。前面パネル

のスイッチは入力を選択します。各入力は様々なコンピュータとの互換性を確保するため、関連したＢＩＴ ＩＤスイッチがあります。ＩＮＰＵＴ１

用シンクは、標準ＴＴＬまたはビデオ間を前面パネルのスイッチで選択可能です。４系統の出力のいずれかが個別にコンピュータのモニタ

－を駆動するためにバッファリングされます。その他３つの出力は、背面パネルのゲインと１００メートル（３００フィート）を超えるモニタケー

ブルの品質を保つため調整可能なイコライゼーショントリマーを含む独立した出力アンプにより駆動します。全ての切り替え機能は、前面

パネルで簡単にアクセスできます。入力切り替えは、機械スイッチの帯域限界幅やスイッチノイズを避け、長期的に高い信頼性を保つため、

完全にソリッドステートです。 

 

仕様： 

入力（２）：        ＧＡ－ＱＸＧＡ  ＲＧＢＨＶまたはＲＧＢ+Ｓｙｎｃ 

出力（４）：    ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲ（１、バッファ, ＩＤ ｂｉｔはＩＮＰＵＴ１へパススルー） 

ＭＯＮＩＴＯＲ(３、ゲイン+ＥＱトリム)  

ゲイン：             ユニティ(ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲ出力)、 ユニティ＋６ｄＢ(ＭＯＮＩＴＯＲ出力) 

イコライザー（ピーク）：   なし（ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲ出力）、０～+８ｄＢ（１００ＭＨｚ）で調整可能（ＭＯＮＩＴＯＲ出力） 

ビデオ帯域幅：          ４７０ＭＨｚ以上 

出力オフセット：   ±５ｍＶ標準（７５Ω負荷） 

ビデオインピーダンス：   ７５Ω（入出力）  

シンク（ＨＶ）入力：   ５００ΩＴＴＬまたは７５Ωビデオ（スイッチ選択可能） ０．７Ｖ～５Ｖｐ-ｐ 

シンク（ＨＶ）出力：          ５Ｖ ＴＴＬ 

シンク（ＨＶ）伝播遅延/ライズタイム：  ４ｎＳ以下標準 

シンク（合成）：          出力は入力に従う 

Ｂｉｔコントロール：   スイッチ選択可能（入力ごとに個別のセレクター、ピン４、 

オーバーライドＬＯＣＡＬＭＯＮＩＴＯＲジャック ＩＤ ｂｉｔパススルー）  

２４Ｖｄｃ電源電流：   ７０ｍＡ（待機中）、９０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）：  １４．６×１２．７ ； 取り付けサイズ ： １／３ラック幅 

長所： 

・容易にアクセスできる前面パネル上のセレクタースイッチ  

 



 

 

ＥＺ－ＶＭＤ２ＥＺ－ＶＭＤ２ＥＺ－ＶＭＤ２ＥＺ－ＶＭＤ２    

ＶＧＡ／ＸＧＡ ディストリビューションアンプ 

  

特徴： 

・ ＨＤ１５（Ｄ―ｓａｂ１５ピン）メスコネクタ入出力 

・ ２系統個別のバッファー出力 

・ ４００ＭＨｚ以上の広いＲＧＢ帯域幅 

・ ＶＧＡからＱＸＧＡまでの高解像度の互換性 

・ 機能切り替え用の信頼性の高いフルサイズのスイッチ 

・ ＴＴＬまたはビデオ７５Ω入力シンクがスイッチで選択可能 

・ ＮＯＲＭ ＩＤ ＢＩＴはＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲとＩＮＰＵＴＩＤを接続 

・ 各入力用、前面パネルの ID ビット選択 

・ ＤＣ ＲＧＢカップリング、出力極性とオフセットは入力に従う 

・ ９１．４４ｃｍの長さのＨＤ１５入力ケーブル付属 

 

長所： 

・ 容易にアクセスできる前面パネル上の全てのセレクタースイッチ  

・ ポータブルコンピュータケースに最適な重さと大きさ 

 

用途： 

ＥＺ－ＶＭＤ２は２系統の出力を備えた高解像度コンピュータビデオ分配アンプです。入力は様々なコンピュータとの互換性を確保するため、

関連したＢＩＴ ＩＤスイッチが前面パネルにあります。シンクは、標準ＴＴＬまたはビデオ間を前面パネルのスイッチで選択可能です。２つの

出力のいずれかが個別にコンピュータのモニタ－を駆動するためにバッファリングされます。２つ目の出力はフラットな広帯域特性を提供

する個別の出力アンプによって駆動されます。すべての切り替え機能は、前面パネルにて容易にアクセスできます 

 

仕様： 

入力：        ＶＧＡ－ＱＸＧＡ  ＲＧＢＨＶまたはＲＧＢ+Ｓｙｎｃ 

出力（２）：    ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲ（１、バッファ, ＩＤ ｂｉｔはＩＮＰＵＴへパススルー） 

ＭＯＮＩＴＯＲ(1、個別バッファ) 

ゲイン：             ユニティ 

ビデオ帯域幅：          ４７０ＭＨｚ以上 

ビデオインピーダンス：   ７５Ω（入出力）  

シンク（ＨＶ）入力：   ５００ΩＴＴＬまたは７５Ωビデオ（スイッチ選択可能） ０．７Ｖ～５Ｖｐ-ｐ 

シンク（ＨＶ）出力：          ５Ｖ ＴＴＬ 

シンク（ＨＶ）伝播遅延：   ４ｎＳ以下 標準 

シンク（ＨＶ）ライズタイム：  ４ｎＳ以下 標準 

シンク（合成）：          出力は入力に従う 

Ｂｉｔコントロール：   スイッチ選択可能（ピン４、オーバーライドＬＯＣＡＬＭＯＮＩＴＯＲジャック  

ＩＤ ｂｉｔパススルー）  

２４Ｖｄｃ電源電流：   ７０ｍＡ（待機中）、８０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）：  １４．６×１２．７ 

取り付けサイズ：   １／３ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＶＭＤ４ＥＺ－ＶＭＤ４ＥＺ－ＶＭＤ４ＥＺ－ＶＭＤ４    

ＶＧＡ／ＸＧＡディストリビューションアンプ   －１×４ 

  

特徴： 

・ ＨＤ１５（Ｄ―ｓａｂ１５ピン）メスコネクタ入出力 

・ ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲと３系統のモニター出力用に分かれたビデオラインドライバーアンプ 

・ ４００ＭＨｚ以上の広いＲＧＢ帯域幅 

・ ＶＧＡからＱＸＧＡまでの高解像度の互換性 

・ 機能切り替え用の信頼性の高いフルサイズのスイッチ 

・ ＴＴＬまたはビデオ７５Ω入力シンクがスイッチで選択可能 

・ ＮＯＲＭ ＩＤ ＢＩＴはＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲとＩＮＰＵＴＩＤを接続 

・ 前面パネルの入力ID ビット選択 

・ ＤＣ ＲＧＢカップリング、出力極性とオフセットは入力に従う 

・ ９１．４４ｃｍの長さのＨＤ１５入力ケーブル付属 

 

長所： 

・ 容易にアクセスできる前面パネル上の全てのセレクタースイッチ  

・ ポータブルコンピュータケースに最適な重さと大きさ 

 

用途： 

ＥＺ－ＶＭＤ４は４系統の出力を備えた高解像度コンピュータビデオ分配アンプです。入力は様々なコンピュータとの互換性を確保するため、

関連したＢＩＴ ＩＤスイッチが前面パネルにあります。シンクは、標準ＴＴＬまたはビデオ間を前面パネルのスイッチで選択可能です。４つの

出力のいずれかが個別にコンピュータのモニタ－を駆動するためにバッファリングされます。ほか３つの出力はフラットな広帯域特性を提

供する個別の出力アンプによって駆動されます。すべての切り替え機能は、前面パネルで簡単にアクセスできます 

 

仕様： 

入力：        ＶＧＡ－ＱＸＧＡ  ＲＧＢＨＶ、またはＲＧＢ+Ｓｙｎｃ 

出力（４）：    ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲ（１、バッファ, ＩＤ ｂｉｔはＩＮＰＵＴへパススルー） 

ＯＵＴＰＵＴ（３、ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲから独立バッファ) 

ゲイン：             ユニティ 

ビデオ帯域幅：          ４７０ＭＨｚ以上 

ビデオインピーダンス：   ７５Ω（入出力）  

シンク（ＨＶ）入力：   ５００ΩＴＴＬまたは７５Ωビデオ（スイッチ選択可能） ０．７Ｖ～５Ｖｐ-ｐ 

シンク（ＨＶ）出力：          ５Ｖ ＴＴＬ 

シンク（ＨＶ）伝播遅延：   ４ｎＳ以下 標準 

シンク（ＨＶ）ライズタイム：  ４ｎＳ以下 標準 

シンク（合成）：          出力は入力に従う 

Ｂｉｔコントロール：   スイッチ選択可能（ピン４、オーバーライドＬＯＣＡＬＭＯＮＩＴＯＲジャック  

ＩＤ ｂｉｔパススルー）  

２４Ｖｄｃ電源電流：   ７０ｍＡ（待機中）、９０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）：  １４．６×１２．７ 

取り付けサイズ：   １／３ラック幅 



 

 

ＥＺ－ＶＭＤ４ＥＥＺ－ＶＭＤ４ＥＥＺ－ＶＭＤ４ＥＥＺ－ＶＭＤ４Ｅ    

ＶＧＡ／ＸＧＡイコライザー ディストリビューションアンプ   －１×４ 

  

特徴： 

・ ＨＤ１５（Ｄ―ｓａｂ１５ピン）メスコネクタ入出力 

・ ４００ＭＨｚ以上の広いＲＧＢ帯域幅 

・ ＶＧＡからＱＸＧＡまでの高解像度の互換性 

・ ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲと３系統のモニター出力用に分かれたビデオラインドライバーアンプ 

・ 機能切り替え用の信頼性の高いフルサイズのスイッチ 

・ ＴＴＬまたはビデオ７５Ω入力シンクがスイッチで選択可能 

・ ＮＯＲＭ ＩＤ ＢＩＴはＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲとＩＮＰＵＴＩＤを接続 

・ 各入力用の前面パネルの入力ID ビット選択 

・ ＤＣ ＲＧＢカップリング、出力極性とオフセットは入力に従う 

・ 背面パネルに GAIN と EQ ピークトリマー 

・ ９１．４４ｃｍの長さのＨＤ１５入力ケーブル付属 

 

長所： 

・ 容易にアクセスできる前面パネル上の全てのセレクタースイッチ  

・ ポータブルコンピュータケースに最適な重さと大きさ 

 

用途： 

ＥＺ－ＶＭ２４Ｅは、４系統の出力を備えた高解像度のコンピュータービデオ分配アンプです。入力は、様々なコンピュータとの互換性を確保

するため、関連したＢＩＴ ＩＤスイッチがあります。シンクは、標準ＴＴＬまたはビデオ間を前面パネルのスイッチで選択可能です。４系統の出

力のいずれかが個別にコンピュータのモニタ－を駆動するためにバッファリングされます。その他３つの出力は、背面パネルのゲインと１

００メートル（３００フィート）を超えるモニタケーブルの品質を保つため調整可能なイコライゼーショントリマーを含む独立した出力アンプに

より駆動します。すべての切り替え機能は、前面パネルで簡単にアクセスできます。 

 

仕様： 

入力：        ＶＧＡ－ＱＸＧＡ  ＲＧＢＨＶ、またはＲＧＢ+Ｓｙｎｃ 

出力（４）：    ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲ（１、バッファ、 ＩＤ ｂｉｔはＩＮＰＵＴ１へパススルー） 

ＭＯＮＩＴＯＲ(３、ゲイン+ＥＱトリム)  

ゲイン：             ユニティ(ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲ出力)、 ユニティ＋６ｄＢ(ＭＯＮＩＴＯＲ出力) 

イコライザー（ピーク）：   なし（ＬＯＣＡＬ ＭＯＮＩＴＯＲ出力）、０～+８ｄＢ（１００ＭＨｚ）で調整可能（ＭＯＮＩＴＯＲ出力） 

ビデオ帯域幅：          ４７０ＭＨｚ以上 

出力オフセット：   ±５ｍＶ標準（７５Ω負荷） 

ビデオインピーダンス：   ７５Ω（入出力）  

シンク（ＨＶ）入力：   ５００ΩＴＴＬまたは７５Ωビデオ（スイッチ選択可能） ０．７Ｖ～５Ｖｐ-ｐ 

シンク（ＨＶ）出力：          ５Ｖ ＴＴＬ 

シンク（ＨＶ）伝播遅延/ライズタイム：  ４ｎＳ以下 標準 

シンク（合成）：          出力は入力に従う 

Ｂｉｔコントロール：   スイッチ選択可能（入力ごとに個別のセレクター、ピン４、 

オーバーライドＬＯＣＡＬＭＯＮＩＴＯＲジャック ＩＤ ｂｉｔパススルー）  

２４Ｖｄｃ電源電流：   ７０ｍＡ（待機中）、９０ｍＡ（最大） 

ケース寸法（幅×奥行ｃｍ）：  １４．６×１２．７ ；   取り付けサイズ ： １／３ラック幅 



 

 

 

 

 

 

 

ＥＺ－ＤＣ１ＥＺ－ＤＣ１ＥＺ－ＤＣ１ＥＺ－ＤＣ１    

デスクトップシャシー（１／６ラック幅、ＥＺ製品用） 

 

特徴： 

・１／６幅のＥＺ製品をデスクトップに取り付け可能 

・２つのネジで素早く固定 

・デスクトップにケーブルポートカバー 

・余分なワイヤをしまうスペース 

    

    

ＥＺ－ＤＣ２ＥＺ－ＤＣ２ＥＺ－ＤＣ２ＥＺ－ＤＣ２    

デスクトップシャーシ（１／３ラック幅、ＥＺ製品用） 

  

特徴： 

・１／３幅のＷＺ製品をデスクトップに取り付け可能 

・２つのネジで素早く固定 

・デスクトップにケーブルポートカバー 

・余分なワイヤをしまうスペース 

ＥＺ－ＣＣ６ＥＺ－ＣＣ６ＥＺ－ＣＣ６ＥＺ－ＣＣ６    

コンポーネントシャシー（１／６ラック幅６個用） 

特徴： 

・ すべてのＥＺのＡ／Ｖ製品をマウント 

・ ＥＺ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｄｒａｗｅｒをマウント 

・ 容易な製品取り付けのためのリフトオフカバー。 

・ 強力な滑り止め防止のゴム足 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＺ－ＲＡ６ＥＺ－ＲＡ６ＥＺ－ＲＡ６ＥＺ－ＲＡ６    

ラックアダプター（１／６ラック幅６個用） 

特徴： 

・ すべてのＥＺ・Ａ／Ｖ製品をマウント 

・ ＥＺ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｄｒａｗｅｒをマウント 

・ ベースプレートは製品が取り付けやすいようにスライドします。 

・ 標準１９インチラック １ＲＵ仕様 

ＥＺ－ＦＰ１ＥＺ－ＦＰ１ＥＺ－ＦＰ１ＥＺ－ＦＰ１    

フィラーパネル   - ＥＺ－ＲＡ６又はＥＺ－ＣＣ６用 １／６ラック幅 

特徴： 

・ ＥＺ－ＲＡ６と EZ―ＣＣ６へマウント 

・ ２つのネジで素早く固定 

ＥＺＥＺＥＺＥＺ－Ｈ－Ｈ－Ｈ－ＨＲＲＲＲＡＡＡＡ３３３３        

１／６ラック幅３個用ラックアダプター  

 



 

 

 

    

    

 

特徴： 

・ フィラーパネル内で使用（複数使用可能） 

・ アダプタおよびケーブルを収納 

・ ＥＺ－ＣＣ６またはＥＺ－ＲＡ６に取り付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴： 

・ あらゆる平面な場所にＥＺ製品を取り付け可能 

・ ベゼルカバーは取り付け用にカットアウト 

・ ＥＺ製品は２つのネジで素早くベゼルに固定 

・ ベゼル寸法（幅×高さｃｍ）：１０．４×６．９ 、推奨カットアウト：７．９×４．４ 

ＥＺ－ＳＤ２ＥＺ－ＳＤ２ＥＺ－ＳＤ２ＥＺ－ＳＤ２    

引き出し収納   －ＥＺ―ＲＡ６、ＥＺ―ＣＣ６用１／３ラック幅 

 

特徴： 

・ フィラーパネル内で使用（複数使用可能） 

・ アダプターおよびケーブルを収納 

・ ＥＺ－ＣＣ６またはＥＺ－ＲＡ６に取り付け 

ＥＺ－ＳＭＢ１ＥＺ－ＳＭＢ１ＥＺ－ＳＭＢ１ＥＺ－ＳＭＢ１    

サーフェスマウント・ベゼル（１／６ラック幅、ＥＺ製品用） 

ＥＺ－ＳＤ１ＥＺ－ＳＤ１ＥＺ－ＳＤ１ＥＺ－ＳＤ１    

引き出し収納   －ＥＺ―ＲＡ６、ＥＺ―ＣＣ６用１／６ラック幅 



 

 

 

  

特徴： 

・ あらゆる平面な場所にＥＺ製品を取り付け可能 

・ ベゼルカバーは取り付け用にカットアウト 

・ ＥＺ製品は２つのネジで素早くベゼルに固定 

・ ベゼル寸法（幅×高さｃｍ）：１７．８×６．９ 、推奨カットアウト：１５．２×４．４ 

    

    

    

    

    

ＥＺ－ＵＣＢ２ＥＺ－ＵＣＢ２ＥＺ－ＵＣＢ２ＥＺ－ＵＣＢ２    

アンダーカウンターブラケット ペア（全てのＥＺ製品幅） 

 

特徴： 

・ 容易な調整にＥＺケースに金具をスナップ 

・ ＥＺ製品は２つのネジを使って素早く固定 

・ ブラケットはカウンターや棚の裏側に固定 

 

 

 

 

 

ＥＺ－ＳＭＢＥＺ－ＳＭＢＥＺ－ＳＭＢＥＺ－ＳＭＢ２２２２    

サーフェスマウント・ベゼル（１／３ラック幅、ＥＺ製品用） 



2013新製品新製品新製品新製品

3 ＤＢ-ＴＰＳ８Ａ， ＤＳ－ＴＰＳ８Ａ， Ｄ－ＴＰＳ８Ａ アクティブ２ペア送信機 -ツイストペアＦｏｒmat-Ａ -ミニジャック入力

5 ＦＰ－ＴＰＳ４Ａ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ ２ペアオーディオ送信機

7 ＦＰ－ＴＰＳＲ４Ａ Ｆｏｒｍａｔ－Ａ ２ペアオーディオ送信機／受信機

9 Ｄ－ＨＡ１Ａ， ＤＢ－ＨＡ１Ａ， ＤＳ－ＨＡ１Ａ Ｆｏｒｍａｔ－Ａステレオヘッドフォンアンプ

11 Ｄ－ＴＰＡ１Ａ， ＤＢ－ＴＰＡ１Ａ， ＤＳ－ＴＰＡ１Ａ ３．５Ｗオーディオパワーアンプ

13 ＴＰ－ＨＡ１Ａ Ｆｏｒｍａｔ－Ａステレオヘッドフォンアンプ

15 ＤＢ－ＲＴ２ リモートコントロールセレクター

16 ＤＢ－ＲＬＣ３ リモートレベルコントロール －レベルプリセット型

17 ＤＢ－ＲＬＣ１０， ＤＳ－ＲＬＣ１０ Ｄ－ＲＬＣ１０ リモートレベルコントロール

19 Ｄ－ＲＴ２ リモートコントロールセレクター

20 ＤＳ－ＲＴ２ リモートコントロールセレクター

21 ＤＢ－ＲＣ２‐ＳＴ STICK-ON 用２チャンネルリモートコントロール － オーディオ・ビデオのリモート選択

22 ＤＢ－ＲＣ４‐ＲＵ ４チャンネルリモートコントロール － ＲＡＣＫ－ＵＰ ４ｘ１ オーディオまたはビデオスイッチャー

23 ＤＢ－ＲＣ４-ＳＴ ４チャンネルリモートコントロール －ＳＴ－ＳＸ４ ４ｘ１ オーディオスイッチャ-用

24 ＤＢ－ＲＣＳ４ リモートチャンネルセレクター － 4 チャンネル － ＲＣ－ＳＸ４Ａコントロール用

25 ＤＢ－ＲＬＣ１０Ｋ リモートレベルコントロール －０～１０ｋΩ

26 ＤＢ－ＲＬＣ１０ＫＭ リモートレベルコントロール・ミュート付き

27 Ｄ－ＲＣ４ＲＵ ４チャンネルリモートコントロール － ＲＡＣＫ－ＵＰ ４ｘ１ オーディオまたはビデオスイッチャ-

28 Ｄ－ＲＣ４ＳＴ ４チャンネルリモートコントロール －ＳＴ－ＳＸ４ ４ｘ１ オーディオスイッチャ-用

29 Ｄ－ＲＣＳ４ リモートチャンネルセレクター － 4 チャンネル － ＲＣ－ＳＸ４Ａコントロール用

30 Ｄ－ＲＬＣ１０Ｋ リモートレベルコントロール －０～１０ｋΩ

31 Ｄ－ＲＬＣ１０ＫＭ リモートレベルコントロール・ミュート付き

32 ＤＳ－ＲＣ２ＳＴ STICK-ON 用２チャンネルリモートコントロール － オーディオ・ビデオのリモート選択

33 ＤＳ－ＲＣ４‐ＲＵ ４チャンネルリモートコントロール － ＲＡＣＫ－ＵＰ ４ｘ１ オーディオまたはビデオスイッチャ-

34 ＤＳ－ＲＣ４ＳＴ ４チャンネルリモートコントロール －ＳＴ－ＳＸ４ ４ｘ１ オーディオスイッチャ-用

35 ＤＳ－ＲＣＳ４ リモートチャンネルセレクター － 4 チャンネル － ＲＣ－ＳＸ４Ａコントロール用

36 ＤS－ＲＬＣ１０Ｋ リモートレベルコントロール －０～１０ｋΩ

37 ＤS－ＲＬＣ１０ＫＭ リモートレベルコントロール・ミュート付き

38 ＤＢ－ＲＬＣ２ リモートレベルコントロール －ランプ仕様

39 ＤＢ－ＲＬＣ１０Ｍ， ＤＳ－ＲＬＣ１０Ｍ， Ｄ－ＲＬＣ１０Ｍ リモートレベルコントロール

41 Ｄ－ＲＬＣ２ リモートレベルコントロール －ランプ仕様

42 Ｄ－ＲＬＣ３ リモートレベルコントロール －レベルプリセット型

43 ＤＳ－ＲＬＣ２ リモートレベルコントロール －ランプ仕様

44 ＤS－ＲＬＣ３ リモートレベルコントロール －レベルプリセット型

45 HＲ－ＭＣＰ２ デュアルマイクロフォンコンプレッサー

47 ＲＵ－ＳＭ１６A デュアルチャンネル・オーディオメーター －アベレージ／ピーク／ホールド

49 ＲＵ－ＳＭ１６Ｄ ４チャンネルオーディオメーター

51 ＴＸ－８Ａ ４Ω／８Ω入力インターフェース

53 ＴＸ－ＰＤ８Ｘ スイッチング電源ディストリビューター

54 ＦＰ－ＨＲＡ ＦＬＡＴ－ＰＡＫシリーズ製品用１０．４インチラックマウント

54 ＨＤ－ＨＲＡ１ HD シリーズ製品１個用ラックマウント

54 ＨＲ－ＨＲＡ１ ＨＡＬＦ－ＲＡＣＫシリーズ用ラックアダプタ -１０．４インチラックサイズに適合

55 ＲＣ－ＨＰＳ１ デスクトップ型電源及びＴＸモジュール用１０．４インチラックマウント

55 ＲＣ－ＨＰＳ３ デスクトップ型電源３台用１０．４インチラックマウント

55 ＲＵ－ＨＲＡ１ ＲＡＣＫ-ＵＰシリーズ製品１個用１０．４インチラックマウント

56 ＳＴＲ－Ｈ６Ａ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ製品 ６個用１０．４インチラックマウント

56 TX－ＨＲＡ３ ＴＸシリーズ製品３台用１０．４インチラックマウント

57 ＨＤ－ＷＭ１ HD シリーズ用ウォールマウント ブラケット

57 ＨＤ－ＷＭ２ ＨＤシリーズのウォールマウントブラケット

58 ＤＢ－ＲＣＸ１， ＤＳ－ＲＣＸ１， Ｄ－ＲＣＸ１ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール

58 ＤＢ－ＲＣＸ２， ＤＳ－ＲＣＸ２， Ｄ－ＲＣＸ２ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール

59 ＤＢ－ＲＣＸ１０Ｒ、 ＤＳ－ＲＣＸ１０Ｒ、 Ｄ－ＲＣＸ１０Ｒ ＲＣＸ－５Ｃ用リモートボリュームコントロール

60 ＥＺ－ＰＤ３ 電源ディストリビューター



61 Twisted PairTwisted PairTwisted PairTwisted Pair

62 ＴＸ－ＴＰＲ３Ｃ アクティブ ３ペア受信機 －ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ コンポジットビデオ＆ステレオオーディオ

64 ＴＸ－ＴＰＳ３Ｃ アクティブ ３ペア送信機－ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ －コンポジット ビデオ＆ステレオオーディオ

66 ＡＦ－ＴＰＲ３Ｃ， Ｄ－ＴＰＲ３Ｃ， ＤＳ－ＴＰＲ３Ｃ，ＥＭ－ＴＰＲ３Ｃ アクティブスリーペア受信機－ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ－ コンポジットビデオ＆ステレオオーディオ

68 ＡＦ－ＴＰＳ３Ｃ， Ｄ－ＴＰＳ３Ｃ， ＤＳ－ＴＰＳ３Ｃ， ＥＭ－ＴＰＳ３Ｃ アクティブスリーペア受信機－ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ － コンポジットビデオ＆ステレオオーディオ

70 ＲＵ－ＴＰＤＣ ４出力ディストリビューター － １×４-ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ

72 ＲＵ－ＴＰＳ４Ｃ ４出力送信機/ディストリビュータ －１×４－ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ｃ

74 Ｄ－ＴＰＳ６Ａ， ＤＳ－ＴＰＳ６Ａ パッシブ シングルペア送信機

75 Ｄ－ＴＰＳ７Ａ， ＤＳ－ＴＰＳ７Ａ パッシブ シングルペア送信機

76 ＴＸ－ＴＰＳ１Ａ アクティブ シングルペア送信機 － ツイストペアＦｏｒmat-A －バランスライン入力

78 ＴＸ－ＴＰＳ３Ａ アクティブ シングルペア送信機 － ツイストペアＦｏｒmat-A －バランスライン入力

79 ＡＦ－ＴＰＳ１Ａ，Ｄ－ＴＰＳ１Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ１Ａ，ＥＭ－ＴＰＳ１Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ１Ａ アクティブ シングルペア送信機 － ツイストペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ － ＸＬＲマイク入力 ファンタム付

81 ＡＦ－ＴＰＳ２Ａ，Ｄ－ＴＰＳ２Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ２Ａ，ＥＭ－ＴＰＳ２Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ２Ａ アクティブ ２ペア 送信機 － ツイストペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ － ステレオＲＣＡフォノジャック入力

83 ＡＦ－ＴＰＳ３Ａ，Ｄ－ＴＰＳ３Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ３Ａ，ＥＭ－ＴＰＳ３Ａ，ＤＢ－ＴＰＳ３Ａ アクティブ３ペア送信機 － ツイストペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ － ＸＬＲマイク＆ステレオＲＣＡ入力

85 ＴＸ－ＴＰＲ１Ａ アクティブシングルペア 受信機－ ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ － バランスライン出力

87 ＴＸ－ＴＰＲ３Ａ アクティブ３ペア受信機－ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ－バランスライン出力

89 ＴＸ－ＴＰＲ６Ａ パッシブシングルペア受信機-ツイストペアＦｏｒmat-A-バランスオーディオライン出力

91 ＴＸ－ＴＰＳ６Ａ パッシブシングルペア送信機-ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ-バランスオーディオライン入力

92 ＡＦ－ＴＰＲ１Ａ ，Ｄ－ＴＰＲ１Ａ，ＤＳ－ＴＰＲ１Ａ，ＥＭ－ＴＰＲ１Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ１Ａ アクティブシングルペア受信機 - ツイストペアＦｏｒmat－Ａ － ＸＬＲマイク／ライン出力

94 ＡＦ－ＴＰＲ２Ａ，Ｄ－ＴＰＲ２Ａ，ＤＳ－ＴＰＲ２Ａ，ＥＭ－ＴＰＲ２Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ２Ａ アクティブ２ペア受信機 - ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ － ステレオＲＣＡフォノジャック出力

96 ＡＦ－ＴＰＲ３Ａ，Ｄ－ＴＰＲ３Ａ，ＤＳ－ＴＰＲ３Ａ，ＥＭ－ＴＰＲ３Ａ，ＤＢ－ＴＰＲ３Ａ アクティブ ３ぺア受信機 Ｆｏｒｍａｔ－Ａ － ＸＬＲ＆ステレオＲＣＡ出力

98 ＲＵ－ＴＰＤＡ アクティブディストリビューター -ツイストペアＦｏｒｍａｔ－Ａ – ＲＤＬ Ｆｏｒｍａｔ – A 入力を４出力

100 ＲＵ－ＴＰＳ４Ａ アクティブ送信機/分配器 －ツイストペア Ｆｏｒｍａｔ－Ａ －３オーディオ入力から４出力

102 ＦＰ－ＴＰ４ＰＷ パワーインサーター －ツイストペア － 出力４セット － 信号ループ・スルー

103 ＲＵ－ＴＰ４ＰＷ パワーインサーター －ツイストペア － 出力４セット － 信号ループ・スルー

104 ＴＸ－ＴＰ１ＰＷ パワーインサーター ツイストペア － 出力1 セット － 信号ループ・スルー

105 Ｒｅｍｏｔｅ　Ｐａｎｅｌ　＆　ＣｏｎｔｒｏｌｓＲｅｍｏｔｅ　Ｐａｎｅｌ　＆　ＣｏｎｔｒｏｌｓＲｅｍｏｔｅ　Ｐａｎｅｌ　＆　ＣｏｎｔｒｏｌｓＲｅｍｏｔｅ　Ｐａｎｅｌ　＆　Ｃｏｎｔｒｏｌｓ

106 ＤＢ－１／４Ｆ １／４インチ・フォンジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

106 ＤＳ－１／４Ｆ １／４インチ・フォンジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式 －ステンレス製

106 Ｄ－１／４Ｆ １／４インチ・フォンジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

106 ＤＳ－ＢＮＣ ＢＮＣジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式 －ステンレス製

107 Ｄ－ＢＮＣ ＢＮＣジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

107 ＤＳ－ＢＮＣ／Ｄ ２重絶縁ＢＮＣジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －ステンレス製

107 Ｄ－ＢＮＣ／Ｄ ２重絶縁ＢＮＣジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート

108 ＤＢ－ＸＬＲ２Ｆ デュアルＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート －はんだ式

108 ＤＳ－ＸＬＲ２Ｆ デュアルＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート －はんだ式 －ステンレス製

108 Ｄ－ＸＬＲ２Ｆ デュアルＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート －はんだ式

108 ＤＢ－ＸＬＲ２Ｍ デュアルＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート －はんだ式

109 ＤＳ－ＸＬＲ２Ｍ デュアルＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート －はんだ式 －ステンレス製

109 Ｄ－ＸＬＲ２Ｍ デュアルＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃora®壁掛けプレート －はんだ式

109 ＤＢ－ＢＬＡＮＫ， ＤＳ－ＢＬＡＮＫ， Ｄ－ＢＬＡＮＫ ジャックカットのないＤｅｃora®壁掛けプレート

109 ＤＢ－ＸＬＲ３Ｆ ＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

110 ＤＳ－ＸＬＲ３Ｆ ＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式 －ステンレス製

110 Ｄ－ＸＬＲ３Ｆ ＸＬＲ３ピン・メスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

110 ＤＢ－ＸＬＲ３Ｍ ＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

110 ＤＳ－ＸＬＲ３Ｍ ＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式 －ステンレス製

111 Ｄ－ＸＬＲ３Ｍ ＸＬＲ３ピン・オスジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

111 ＤＢ－ＸＬＲ２ ＸＬＲ３ピンメス＆３ピンオスのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

111 ＤＳ－ＸＬＲ２ ＸＬＲ３ピンメス＆３ピンオスのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式 －ステンレス製

111 Ｄ－ＸＬＲ２ ＸＬＲ３ピンメス＆３ピンオスのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

112 ＤS－Ｆ 両掛けF ジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －ステンレス製

112 Ｄ－Ｆ 両掛けF ジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート

112 ＤＢ－ＰＨＮ１ シングルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

112 ＤＳ－ＰＨＮ１ シングルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式 －ステンレス製

113 Ｄ－ＰＨＮ１ シングルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

113 ＤＢ－ＰＨＮ２ デュアルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

113 ＤＳ－ＰＨＮ２ デュアルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式 －ステンレス製

113 Ｄ－ＰＨＮ２ デュアルＲＣＡジャックのＤｅｃｏｒａ®壁掛けプレート －はんだ式

114 ＤＢ－Ｄ１，ＤＳ－Ｄ１，Ｄ－Ｄ１ 標準及び特殊コネクタ用シングルプレート



114 ＤＢ－Ｄ２，ＤＳ－Ｄ２，Ｄ－Ｄ２ 標準及び特殊コネクタ用ダブルプレート

114 Ｄ－ＭＪＰＴ ミニ・ジャック パス・スルー プレート

115 Ｄ－ＴＰＰ６Ａ，ＤＳ－ＴＰＳ６Ａ ビデオパス・スルー付Ｆｏｒｍａｔ―ＡのＤ－ＴＰＳ６Ａ

115 Ｄ－ＴＰＰ７Ａ，ＤＳ－ＴＰＰ７Ａ モニターパス・スルー付Ｆｏｒｍａｔ―ＡのＤ－ＴＰＳ７Ａ

116 Ｄ－ＡＶＭ４，ＤＳ－ＡＶＭ４ オーディオ・ビデオモニタージャックパネル

117 Ｄ－ＡＶＭＢ２，ＤＳ－ＡＶＭＢ２ オーディオ・ビデオモニター ＢＮＣパネル

118 Ｄ－ＣＩＪ３，ＤＳ－ＣＩＪ３，ＤＢ－ＣＩＪ３ 民生用入力ジャック －モノラル

119 Ｄ－ＣＩＪ３D，ＤＳ－ＣＩＪ３Ｄ，ＤＢ－ＣＩＪ３Ｄ 民生用入力ジャック －ステレオ

120 Ｄ－ＣＶＭＢ２、ＤＳ－ＣＶＭＢ２ コンポジットビデオ／ビデオモニターコネクションプレート

121 Ｄ－ＲＧＢ１、ＤＳ－ＲＧＢ１ コンポーネントビデオＲＧＢコネクションプレート

121 Ｄ－Ａ２、ＤＳ－Ａ２、ＤＢ－Ａ２ ライン入力アセンブリ

122 Ｄ－Ｊ１，ＤＳ－Ｊ１，ＤＢ－Ｊ１ マイクロフォン入力アセンブリ

123 ＲＣＸ－Ａ２ デュアルＲＣＡ出力ウォールプレートアセンブリ －ターミナルブロック

123 ＲＣＸ－Ａ２Ｎ デュアルＲＣＡ出力ウォールプレートアセンブリ －ターミナルブロック －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

123 ＲＣＸ－Ａ２Ｓ デュアルＲＣＡ出力ウォールプレートアセンブリ －ターミナルブロック －ステンレス

125 ＲＣＸ－Ｊ１ ＸＬＲマイクロフォン入力ウォールプレート －ターミナルブロック

125 ＲＣＸ－Ｊ１Ｓ ＸＬＲマイクロフォン入力ウォールプレート －ターミナルブロック －ステンレス

125 ＲＣＸ－Ｊ１Ｎ ＸＬＲマイクロフォン入力ウォールプレート －ターミナルブロック －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

127 Ｄ－Ｊ２，ＤＳ－Ｊ２，ＤＢ－Ｊ２ ライン入力アセンブリ

128 Ｄ－Ｊ３，ＤＳ－Ｊ３，ＤＢ－Ｊ３ マイク/ラインインプットアセンブリ

129 ＲＣＸ－Ｊ２ デュアルＲＣＡ入力ウォールプレート・アセンブリ －ターミナルブロック

129 ＲＣＸ－Ｊ２Ｎ デュアルＲＣＡ入力ウォールプレート・アセンブリ －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

129 ＲＣＸ－Ｊ２S デュアルＲＣＡ入力ウォールプレート・アセンブリ －ステンレス

131 ＲＣＸ－Ｊ３ ＸＬＲマイクロフォン＆デュアルＲＣＡ入力ウォールプレートアセンブリ －ターミナルブロック

131 ＲＣＸ－Ｊ３Ｎ ＸＬＲマイクロフォン＆デュアルＲＣＡ入力ウォールプレートアセンブリ －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

131 ＲＣＸ－Ｊ３S ＸＬＲマイクロフォン＆デュアルＲＣＡ入力ウォールプレートアセンブリ －ステンレス

133 Ｄ－ＥＣＲ1、ＤＳ－ＥＣＲ１ 電源Ｏｎ／Ｏｆｆリモートコントロール

134 Ｄ－ＥＣＲ1Ｌ、 ＤＳ－ＥＣＲ１Ｌ 電源Ｏｎ／Ｏｆｆレベルリモートコントロール

135 Ｄ－ＲＣ２， ＤＳ－ＲＣ２ リモートオーディオミキシングコントロール －

136 Ｄ－ＲＣ２Ｍ， ＤＳ－ＲＣ２Ｍ ミュート付きリモートオーディオミキシングコントロール

137 Ｄ-ＲＣ３， ＤＳ－ＲＣ３ リモートオーディオミキシングコントロール

138 Ｄ-ＲＣ３M，ＤＳ-ＲＣ３M リモートオーディオミキシングコントロール

139 ＲＣ２－ＳＴ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®用２チャンネルリモートコントロール － オーディオ・ビデオのリモート選択

140 ＲＣ２‐ＳＴＳ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®用２チャンネルリモートコントロール －ステンレス －オーディオ・ビデオのリモート選択

141 ＲＣ４－ＲＵ ４チャンネルリモートコントロール －ＲＡＣＫ－ＵＰ®、４ｘ１、オーディオまたはビデオスイッチャ-

142 ＲＣ４－ＲＵＳ ４チャンネルリモートコントロール －ＲＡＣＫ－ＵＰ®、４ｘ１、オーディオ／ビデオ スイッチャ－ ―ステンレス―

143 ＲＣ４－ＳＴ ４チャンネルリモートコントロール －ＳＴ－ＳＸ４、４ｘ１、オーディオスイッチャー用

144 ＲＣ４－ＳＴＳ ４チャンネルリモートコントロール －ＳＴ－ＳＸ４、４ｘ１、オーディオスイッチャー用 －ステンレス

145 ＲＣＳ４ リモートチャンネルセレクター －４チャンネル －ＲＣ－ＳＸ４Ａコントロール用

145 ＲＣＳ４Ｓ リモートチャンネルセレクター －４チャンネル －ＲＵ－ＳＸ４Ａコントロール －ステンレス

146 ＲＬＣ１０Ｋ リモートレベルコントロール －０～１０ｋΩ

147 ＲＬＣ１０ＫＭ， ＲＬＣ１０ＫＭＳ リモートレベルコントロール ・ミュート付き

148 ＲＬＣ１０ＫＳ リモートレベルコントロール －０～１０ｋΩ －ステンレス

149 ＲＬＣ２ リモートレベルコントロール －ランプ仕様

150 ＲＬＣ２Ｓ リモートレベルコントロール －ランプ仕様 －ステンレス

151 ＲＬＣ３ リモートレベルコントロール －レベルプリセット型

152 ＲＬＣ３Ｓ リモートレベルコントロール

153 ＲＴ２ リモートコントロールセレクター

153 ＲＴ２Ｓ リモートコントロールセレクター －ステンレス

154 ＲLＣ－１０R ロータリーレベルコントロール －ロータリーエンコーダー －０～１０Ｖｄｃ出力

154 ＲＬＣ－１０ＲＮ ロータリーレベルコントロール －ロータリーエンコーダー －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ ™ニュートラル－０～１０Ｖｄｃ出力

154 ＲＬＣ－１０ＲＳ ロータリーレベルコントロール －ステンレス －０～１０Ｖｄｃ出力

156 ＲLＣ－１０R ロータリーレベルコントロール －ロータリーエンコーダー －０～１０Ｖｄｃ出力

156 ＲＬＣ－１０ＲＮ ロータリーレベルコントロール －ロータリーエンコーダー －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ ™ニュートラル－０～１０Ｖｄｃ出力

157 ＲＵＣ－４ ＵＬＴＲＡＳＴＹＥ™ユニバーサルリモートコントロール

158 ＲＵＣ－４N ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ユニバーサルリモートコントロール －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ ™ニュートラル



159 Alerting
160 ＡＣＭ－３ ＡＭコンポーネントモニター

160 Ｄ－ＢＺＲ ピエゾアラートモジュール

160 Ｒ－ＢＺＲ ピエゾアラートモジュール

161 Test Equipment
162 ＰＴ－ＡＭＧ２ ポータブルオーディオシグナルジェネレーター＆モニター

163 PT-ASG1 ポータブルオーディオシグナルジェネレーター

164 ＰＴ－ＩＣ１ ＰＴ－ＡＭＧ２またはＰＴ－ＡＳＧ１用キャリングケース

165 Audio
166 ＦＰ－ＣＨ８ チャイムジェネレーター －８電子チャイム

167 ＦＰ－ＭＲ２ メッセージリピーター

169 ＳＴＰ－１ ユニバーサルオーディオアッテネーター －２チャンネル

170 ＳＴ－ＶＰ１ ボイス・オーバー／ページングモジュール－手動

171 ＳＴ－ＶＰ２ オートマチックダッキングモジュール

172 ＳＴ－ＣＸ２ ２バンド・アクティブラインレベル・クロスオーバー

173 ＳＴ－ＣＸ２Ｓ サブウーファー・クロスオーバーフィルター

174 ＳＴ－ＨＰ３ ハイパスフィルター －３００Ｈｚ・５００Ｈｚ

175 ＲＵ－ＭＬＤ４ マイク／ライン用ディストリビューションアンプ －１×４

175 ＲＵ－ＭＬＤ４Ｔ １×４マイク／ライン用ディストリビューションアンプ －１×４ トランス付

177 ＲＵ－ＡＤＡ８Ｄ オーディオディストリビューションアンプ

179 ＲＵ－ＡＤＡ４Ｄ オーディオディストリビューションアンプ

181 ＲＵ－ＵＤＡ４ オーディオ・ディストリビューションアンプ －２×４ ＲＣＡフォノジャック

182 ＳＴ－ＤＡ３ ラインレベルディストリビューションアンプ －１×３

183 ＳＴＭ－ＤＡ３ マイクレベルディストリビューションアンプ－１×３

184 ＧＢ６ ＴＳ－１Ｄモジュール用アース棒

185 ＳＴ－ＦＳ６ フェライトサプレッサー ／ＲＦフィルタ

186 ＴＳ－１Ｄ トランジェントサプレッサ

187 ＦＰ－ＢＵＣ２ バランス‐アンバランス・コンバーター －２チャンネル

188 ＦＰ－ＵＢＣ２ アンバランス―バランス・コンバーター －２チャンネル

189 ＦＰ－ＵＢＣ６ アンバランスからバランスへのコンバーター －６チャンネル

190 ＲＵ－ＭＬＡ２／ＲＵ－ＭＬＡ２Ｔ デュアルマイク／ラインプリアンプ

192 ＲＵ－ＡＦＣ２ ステレオオーディオフォーマット・コンバーター

194 ＳＴ-ＴＣ１ テレホンシステムカプラ －ＣＯラインシミュレーター

195 ＳＴＡ－１ デュアル バランス／アンバランスラインアンプ －１２～２０ｄＢゲイン

196 ＳＴ－ＵＢＡ２ アンバランスからバランスへのアンプ －２チャンネル

197 ＳＴＡ－１Ｍ オーディオラインアンプ －モノ：-１４～１４ｄB ゲイン

198 ＳＴＡ－２Ａ デュアルハイゲインラインアンプ

200 ＦＰ－ＭＰ１ ファンタム付スタジオクオリティ・マイクプリアンプ －端子台＆ＸＬＲ

201 ＲＵ－ＳＭ１６ デュアルチャンネル・オーディオメーター －アベレージ／ピーク／ホールド

202 ＦＰ－ＭＰＡ２ デュアルマイクファンタムアダプター１２Ｖ、２４Ｖ、４８Ｖ －ＸＬＲ

203 ＳＴ－ＭＰＡ２ マイクファンタムアダプター －２チャンネル

204 HＲ－ＭＰ２ デュアルマイクプリアンプ

206 HＲ－ＭＰ２Ａ デュアルマイクプリアンプ

208 ＳＴＭ－1 マイクプリアンプ -５０ｄB ゲイン

209 ＳＴＭ－２ ゲイン調整可能なマイクプリアンプ -３５～６５ｄB ゲイン

210 ＳＴＭ－ＬＤＡ３ ファンタム付・スタジオクオリティ・マイクプリアンプ － ３ライン出力

211 ＦＰ－ＭＸ４ ４チャンネル・オーディオミキサー ―マイク／ライン入出力

212 ＳＴＭ－２Ｘ 切り替え式マイクプリアンプ –３５～６５ｄＢゲイン

213 ＳＴＭ－３ ハイゲインマイクプリアンプ –３５～７５ｄＢゲイン

214 ＦＰ－ＭＸ３Ｒ リモートコントロールランレベルミキサー

216 ＦＰ－ＴＰＸ３Ａ Ｆｏｒｍａｔ－Ａツイストペア・リモートコントロールミキサー

218 ＲＵ－ＭＸ４ ファンタム電源付（マイク／ライン出力）プロ用４チャンネルマイク／ラインミキサー －マイク／ライン出力

218 ＲＵ－ＭＸ４Ｔ ファンタム電源＆トランス付（マイク／ライン出力）プロ用４チャンネルマイク／ラインミキサー －マイク／ライン出力

219 ＲＵ－ＭＸ４ＳＣ ＲＵ－ＭＸ４用セキュリティーカバー

220 ＲＵ－ＭＸ４Ｌ プロオーディオラインレベルミキサー －マイク／ライン出力

220 ＲＵ－ＭＸ４ＬＴ トランス付きプロオーディオラインレベルミキサー －マイク／ライン出力

222 ＲＵ－ＭＸ５ML ファンタム電源付き５チャンネル・マイク／ラインオーディオミキサー

223 ＳＴ－ＭＸ２ ２チャンネルオーディオミキサー –マイク／ライン入出力



224 ＳＴ－ＭＸ３ ３チャンネルオーディオミキサー －ライン入出力

225 ＳＴ－ＵＭＸ３ ３×１ ユニバーサルオーディオミキサー －３マイク／ライン入力×１マイク／ライン出力

226 ＳＴＤ－１０Ｋ パッシブオーディオ ディバイダー／コンバイナー －１０Ｋ

226 ＳＴＤ－１５０ パッシブオーディオ ディバイダー／コンバイナ－ －１５０Ω

226 ＳＴＤ－６００ パッシブオーディオ ディバイダー／コンバイナ－ －６００Ω

227 ＴＸ－ＬＣ２ アンバランス／バランス・ラインコンバイナー

228 ＴＸ－ＭＸ２Ｒ オーディオミキサー／ディストリビューションアンプ

229 ＡＦ－ＳＨ１， ＡＦ－ＳＨ１Ｚ ステレオヘッドホンアンプ－音量コントロール付ＡＰＰＦＬＥＸ™パネル

230 ＳＴ－ＰＨ１ ステレオフォノプリアンプ

231 Ｄ－ＳＨ１， ＤＳ－ＳＨ１， ＤＢ－ＳＨ１ ステレオヘッドフォンアンプ －ユーザーレベルコントロール付きＤｅｃｏｒａ®パネル

232 Ｄ－ＳＨ１Ｍ， ＤＳ－SH１Ｍ，ＤＢ－ＳＨ１Ｍ ステレオヘッドフォンアンプ

233 ＦＰ－ＰＡ１８ １８Ｗモノラルオーディオアンプ －８Ω、パワーサプライ付属

235 ＦＰ－ＰＡ１８H パワーサプライ装備、１８Ｗ高温対応オーディオアンプ －８Ωパワーサプライ付属、

237 ＦＰ－ＰＡ３５Ａ ３５Ｗモノラルオーディオアンプ －２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖパワーサプライ付属

239 ＦＰ－ＰＡ２０ ２０Ｗモノラルオーディオアンプ －８Ω

240 ＦＰ－ＰＡ２０Ａ ２０Ｗモノラルオーディオアンプ－７０Ｖ／１００Ｖ

241 ＦＰ－ＰＡ２０Ｂ ２０Ｗモノラルオーディオアンプ －２５Ｖ

242 ＨＤ－ＭＡ３５ パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ－４Ω／８Ω低インピーダンス出力

246 ＨＤ－ＭＡ３５Ａ パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ －２５Ｖ／７０Ｖ／１００Ｖ定電圧出力

249 ＨＤ－ＰＡ３５ パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ －ローインピーダンス出力４Ω／８Ω

251 ＨＤ－ＰＡ３５Ａ パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ －定電圧出力２５Ｖ／７０Ｖ／１００Ｖ

253 ＨＤ－ＭＡ３５Ｕ パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ－４Ω／８Ω

257 ＨＤ－ＭＡ３５ＵＡ パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ －定電圧出力２５Ｖ／７０Ｖ／１００Ｖ

261 ＨＤ－ＰＡ３５Ｕ パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ －４Ω／８Ω

263 ＨＤ－ＰＡ３５ＵＡ パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ －定電圧出力２５Ｖ／７０Ｖ／１００Ｖ

265 ＨＤ－ＲＡ３５Ｕ パワーサプライ付属３５Ｗリモートミキサーアンプ －４Ω／８Ω

269 ＨＤ－ＲＡ３５ＵＡ パワーサプライ付属３５Ｗミキサーアンプ －２５Ｖ／７０Ｖ／１００Ｖ

273 ＲＵ－ＰＡ４０Ｄ ＶＣＡ付４０Ｗステレオ オーディパワーアンプ －８Ω、パワーサプライ付属

275 ＲＵ－ＰＡ５１８ １０Ｗステレオ／１８Ｗモノラルオーディオアンプ －８Ω

276 ＲＵ－ＳＨ１ ステレオヘッドフォンアンプ －ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ

277 ＳＴ－ＩＣ１ インターコムアンプ

278 ＳＴ－ＭＡ２ ミュート付き２W モノラルオーディオアンプ －８Ω

279 ＳＴ－ＰＡ２ ２Ｗモノラルオーディオアンプ －８Ω

280 ＳＴ－ＰＡ６ ６Ｗパワーモノラルオーディオアンプ －８Ω

281 ＳＴ－ＰＡ１８ １８Ｗモノ・オーディオパワーアンプ －８Ω

282 ＳＴ－ＳＨ２ ステレオヘッドホンアンプ -ＳＴＩＣＫ-ＯＮ®シリーズ

283 ＴＸ－１Ｗ ミュージックオンホールドアンプ -１Ｗ

284 ＦＰ－ＡＬＣ１ 自動レベルコントロール -モノラル -ターミナルブロック

285 ＴＸ－ＰＡ４０Ｄ ４０Ｗステレオ・オーディパワーアンプ －８Ω、パワーサプライ付属

287 ＦＰ－ＡＬＣ２ 自動レベルコントロール -ステレオ -ＲＣＡジャック

288 ＦＰ－ＰＥＱ３ ３バンドパラメトリックイコライザー －ターミナルブロック＆ＲＣＡジャック

289 ＲＵ－ＡＤＬ２ プロフェッショナルオーディオディレイ －０～１３５ｍｓ

290 ＲＵ－ＥＱ２ ノブ付き２バンドイコライザー －ターミナルブロック

291 ＲＵ－ＥＱ３ ノブ付き３バンドイコライザー －ターミナルブロック

292 ＳＴ－ＣＬ２ コンプレッサ／リミッター －ラインレベル

293 ＳＴ－ＧＣＡ３ ゲインコントロールアンプ －ラインレベル

294 ＳＴ－ＧＬＡ１ ゲートラインアンプ －ノイズゲート

295 ＳＴ－ＧＳＰ１ ゲート・スピーチプリアンプ －マイク －ライン

296 ＲＵ－ＯＳＣ４Ａ シーケンス型オシレーター －周波数×４

297 ＳＴ－ＥＱ３ ３バンドイコライザー －ラインレベル

298 ＳＴ－ＬＥＱ１ ラウドネス・イコライザー －ＶＣＡコントロール併用

299 ＲＭ－ＭＰ１２Ａ オーディオ・モニターパネル －１２ライン及びスピーカー入力

300 ＳＴ－ＮＧ１ ホワイト／ピンクノイズジェネレーター

301 ＳＴ－ＯＳＣ２Ａ オーディオオシレーター －１ｋＨｚ／１０ｋＨｚ

301 ＳＴ－ＯＳＣ２Ｂ オーディオオシレーター －１００Ｈｚ／４００Ｈｚ

302 ＲＵ－ＳＰ１ ２W スピーカー －１／３ラックマウント

303 ＲＵ－ＡＶＸ４ オーディオ／ビデオスイッチャー －４×１ －ＲＣＡフォノジャック

305 ＲＵ－ＳＸ４Ａ バランスオーディオスイッチャー －４×１

306 ＳＴ－ＡＣＲ１ オーディオコントロール用リレー －０．５～５秒



307 ＳＴ－ＡＣＲ２ オーディオコントロール用リレー －５～５０秒

308 ＳＴ－ＡＣＲ１Ｍ マイクレベル用オーディオコントロールリレー －０．５～５秒ディレイ

309 ＳＴ－ＲＸ２ オーディオ・ルーティングスイッチャー －１×２

310 ＳＴ－ＳＳＲ１ ラインレベル・オーディオスイッチ －２×１

311 ＳＴ－ＳＸ４ オーディオスイッチャー －４×１

312 ＳＴ－ＶＯＸ１ ボイスオペレートリレー

313 ＳＹＳ－ＩＣ１ ＳＹＳＴＥＭ８４用パラレルインターフェースケーブル

313 ＳＹＳ－ＴＢ ＳＹＳＴＥＭ ８４ターミナルブロックアダプター

314 ＳＹＳＴＥＭ ８４Ａ＆Ｂ オーディオミキシングマトリックス８×４ステレオ、８×４モノ

315 ＳＹＳＴＥＭ８４ＳＭ システム８４ステータスモニター

316 ＳＹＳ－ＣＳ１ ＳＹＳＴＥＭ８４コントロールインターフェース

317 ＴＸ－ＰＣＲ１ ページングコントロールリレー

319 ＴＸ－ＰＳＤ１ ページングサウンドディテクター

321 ＡＶ－ＤＣ４ ラインレベルオーディオディバイダー／コンバイナー グラウンドリフト付き

322 ＡＶ－ＨＫ１ “ＨＵＭキラー”ステレオオーディオ絶縁トランス －デュアルＲＣＡ入出力

323 ＡＶ－ＨＫ１Ｘ “ＨＵＭキラー”ステレオオーディオ絶縁トランス－ＸＬＲ入出力

324 ＡＶ－ＡＣ２ ＡＶ－ＨＫ１用ケーブルキット

325 ＴＸ－１Ａ バランス～アンバランス変換器 －レベル調整機能付き

325 ＴＸ－８ｉ ヘッドホン絶縁トランス

326 ＴＸ－１０Ｂ ブリッジ入力トランス

326 ＴＸ－７０Ａ ２５Ｖ、７０Ｖ、１００Ｖスピーカーレベル入力インターフェース－アンバランスライン出力

327 TX－Ａ２ デュアルオーディオコンバーター －バランス～アンバランス

328 TX－Ａ２Ｄ デュアルオーディオコンバーター －バランス～アンバランス

329 ＴＸ－ＡＦＣ１Ｆ バランス～アンバランス・オーディオトランス －ＸＬＲ、ＲＣＡフォノジャック

329 ＴＸ－ＡＴ１ オーディオ絶縁トランス －６００Ω １：１

330 ＴＸ－Ｊ２ アンバランス入力トランス－アンバランスステレオ入力を合成してバランスモノラルで出力

331 ＲＵ－ＶＣＡ２Ａ デジタルコントロールアッテネータ

333 ＲＵ－ＶＣＡ６Ａ デジタルコントロールアッテネータ

335 ＴＸ－ＡＦＣ１Ｍ アンバランス～バランス・オーディオトランスファー －ＲＣＡフォノジャック、ＸＬＲ

336 ＴＸ－ＡＴ１Ｓ オーディオ絶縁トランス／サプレッサー

336 ＴＸ－ＬＭ２ ラインレベル～マイクレベル・トランスフォーマー

337 ＳＴ－ＲＧ１ ランプジェネレーター －０～１０Ｖｄｃ出力

338 ＳＴ－ＶＣＡ３ 電圧コントロールアンプ

339 ＤｉｇｉｔａｌＤｉｇｉｔａｌＤｉｇｉｔａｌＤｉｇｉｔａｌ

340 ＦＰ－ＤＦＣ２ デジタル・オーディオ・フォーマットコンバーター（２４／１９２）

342 ＦＰ－ＳＰＲ１ ＳＰＤＩＦ リピーター／アンプ

343 ＨＲ－ＡＤＣ１ アナログ－デジタルオーディオコンバーター

345 ＨＲ－ＤＡＣ１ デジタル－アナログオーディオコンバーター －２４ｂｉｔ、１９２ｋＨｚ

347 ＨＲ－ＤＤＡ４ デジタルオーディオディストリビューター －１×４

349 ＨＲ－ＤＳＸ４ デジタルオーディオセレクター －4×１

350 ＨＲ－ＵＤＣ１ ユニバーサル・デジタルオーディオコンバーター ＡＥＳ/ＥＢＵ、Ｓ/ＰＤＩＦコアキシャル/オプチカル、ＡＥＳ－３ＩＤ

351 ＲＵ－ＳＣ２ ＲＳ２３２／４２２シリアルコンバーター（Ｆｕｌｌ－Ｄｕｐｌｅｘ）

352 ＶｉｄｅｏＶｉｄｅｏＶｉｄｅｏＶｉｄｅｏ

353 ＦＰ-ＡＶＤＡ４ ステレオオーディオ／ビデオディストリビューションアンプ －１×４ －ＲＣＡジャック

354 ＦＰ-ＳＶＤＡ４ Ｓ-ビデオディストリビューションアンプ －１×４

355 ＦＰ-ＶＤＡ４ ＮＴＳＣ／ＰＡＬビデオディストリビューションアンプ －１×４ －ＢＮＣ

356 ＲＵ-ＶＡ２ 調整可能なデュアルビデオアッテネーター －ＢＮＣ

357 ＲＵ-ＵＤＡ４ オーディオディストリビューションアンプ

358 ＲＵ-ＶＤＡ４ ＮＴＳＣ／ＰＡＬビデオディストリビューションアンプ －１×４ －ＢＮＣ

359 ＴＸ-ＶＬＡ１ ビデオラインアンプ －調整可能なゲイン＆ＥＱ

360 ＲＵ-ＶＳＱ４ シーケン・ビデオスイッチャー -４×１ -ＢＮＣ

361 ＲＵ－ＶＳＸ４ ビデオスイッチャー －４×１ –ＢＮＣ

362 ＴＸ-ＡＶＸ オートマチックビデオスイッチ -２×１ -ＢＮＣ

363 ＴＸ-ＭＶＸ マニュアルリモートコントロール・ビデオスイッチ -２×１ -ＢＮＣ

364 ＴＸ-ＶＣＲ ビデオコントロールリレー -ＢＮＣ



365 ＳｗｉｔｃｈｉｎｇＳｗｉｔｃｈｉｎｇＳｗｉｔｃｈｉｎｇＳｗｉｔｃｈｉｎｇ

366 ＲＵ２－ＣＳ１ ２３２Ｃシリアルコントロールインターフェース －コンピューター制御

367 ＦＰ－ＥＣＣ１ 省エネルギーコントローラー

369 ＲＵ－ＳＱ６Ａ シーケンスコントローラー －電源オン／オフ

370 ＳＴ-ＬＣＲ１Ｈ 高出力ロジックコントロールリレー －８Ａ

371 ＳＴ-ＬＣＲ１ ロジックコントロールリレー －モメンタリ

372 ＳＴ-ＬＣＲ２ ロジックコントロールリレー －ラッチ

373 ＳＴ－ＬＣＲ３ ロジックコントロールリレー －デュアル交互パルス

374 Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｉｅｓ　ａｎｄ　ＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＰｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｉｅｓ　ａｎｄ　ＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＰｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｉｅｓ　ａｎｄ　ＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＰｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｉｅｓ　ａｎｄ　Ａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ

375 ＦＰ-ＤＣＣ1 １２Ｖｄｃ～２４Ｖdc コンバータ

376 ＰＳ２４－ＡＳ ２４Ｖｄｃ切り替えパワーサプライ －北米ＡＣプラグ、５００ｍＡ、ｄｃプラグ

376 ＰＳ－２４ＡＸ ２４Ｖｄｃ切り替えパワーサプライ －プラグ交換可能ＡＣプラグ、５００ｍＡ、ｄｃプラグ

377 ＰＳ－２４ＫＳ ２４Ｖｄｃ 切り替えパワーサプライ －北米ＡＣプラグ、１Ａ、ｄｃプラグ

377 ＰＳ－２４ＫＸ ２４Ｖｄｃ 切り替えパワーサプライ －プラグ交換可能ＡＣプラグ、１Ａ、ｄｃプラグ

378 ＰＳ－２４Ｖ２ ２４Ｖｄｃ 切り替えパワーサプライ －コードなし、２Ａ、ｄｃプラグ

378 ＰＳ－２４Ｖ２Ａ ２４Ｖｄｃ切り替えパワーサプライ －北米コード、２Ａ、ｄｃプラグ

379 ＥＣ－６ ＡＣ電源 延長コード（６パック） －北米仕様 －６インチ

379 ＦＰ－ＰＳＢ１Ａ デスクトップパワーサプライ取り付け金具

380 ＲＣ－ＰＳ５ ５つのデスクトップパワーサプライ用１９インチラックマウント

380 ＲＵ－ＰＳＢ１Ａ デスクトップパワーサプライ取り付け金具 －ＲＡＣＫ－ＵＰ®の取り付けに適合

381 ＷＨ１ “Ｗａｒｔｈｏｇ”™パワーサプライアダプター －サーフェスマウント

382 ＷＨ－２ “Ｗａｒｔｈｏｇ”™１９インチ・パワーサプライアダプター －ラックマウント

383 ＳＴ-ＰＤ５ 電源ディストリビューター －リニア －（ＰＳ－２４Ａ／Ｂ／Ｅ／Ｋ）

384 ＳＴ-ＰＤ５Ｕ 電源ディストリビューター －切り替え －（ＰＳ－２４ＡＳ／ＫＳ／Ｖ２Ａ）

385 ＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ

386 ＡＣＢ－１ ジャックボックス －ステレオヘッドフォン

386 ＡＣＢ－２ ジャックボックス －デュアルＲＣＡジャック

387 ＡＭＳ-ＸＬＭ ＸＬＲ３ピンオスジャック －すべてのＡＭＳマウントに適合

387 ＡＭＳ-ＸＬＦ ＸＬＲ３ピンメスジャック －すべてのＡＭＳマウントに適合

387 ＡＭＳ－ＰＢ１ モメンタリＳＰＤＴプッシュボタン －すべてのＡＭＳマウントに適合

387 ＡＭＳ－ＳＷ２ ロッカースイッチＤＰＤＴ －すべてのＡＭＳマウントに適合

387 ＡＭＳ－ＦＰ１ フィラープレート －すべてのＡＭＳマウントに適合

387 ＡＭＳ－１ＲＣ シングルＲＣＡジャックアセンブリ －すべてのＡＭＳマウントに適合

388 ＡＭＳ－２ＲＣ デュアルＲＣＡジャックアセンブリ －すべてのＡＭＳマウントに適合

388 ＡＭＳ－ＢＮＣ ＢＮＣジャックアセンブリ －すべてのＡＭＳマウントに適合

388 ＡＭＳ－ＬＥＤＧ ＬＥＤインジケーター －緑

388 ＡＭＳ－ＬＥＤＹ ＬＥＤインジケーター －黄

388 ＡＭＳ－ＬＥＤＢ ＬＥＤインジケーター －青

388 ＡＭＳ－ＬＥＤＲ ＬＥＤインジケーター －赤

389 ＡＭＳ－ＰＪ１ 電源ジャックアセンブリ ：ＰＳ２４Ｖ、ＡＳ，ＫＳ用 －すべてのＡＭＳマウントに適合

389 ＡＭＳ－１／４Ｆ １／４インチ ヘッドフォンジャック －すべてのＡＭＳマウントに適合

389 ＡＭＳ－１０Ｋ １０Ｋ Ｂカーブ ポット＆ノブアセンブリ －すべてのＡＭＳマウントに適合

389 ＡＭＳ－１０ＫＡ １０Ｋ Ａカーブ ポット＆ノブアセンブリ －すべてのＡＭＳマウントに適合

390 ＡＭＳ－ＥＭ１ ヨーロッパ仕様のアダプタープレート

390 ＡＭＳ－ＵＦ１ ユニバーサルフレーム －ＲＡＣＫ－ＵＰ®開口部に適合

390 ＡＭＳ－ＨＲ６ ＡＭＳアクセサリ６個用取り付けパネル

391 ＲＭＳ－４ ＡＭＳシリーズ製品用壁掛けプレート

391 ＲＭＳ－４N ＡＭＳシリーズ製品用壁掛けプレート －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

391 ＲＵ－ＷＨＡ４ ワイヤリングハーネスアダプター －ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ

392 ＭＢ-３ ＳＴ、ＴＸ™シリーズのモジュールをＦＰパネル上にマウントするためのキット

392 ＭＢＲ-１Ｕ １ＲＵサイズ用取り付けキット

393 ＲＣ－１Ｕ １９インチユニバーサルラックシャシー －ＲＵ、ＳＴ、ＴＸ™シリーズ用

393 ＲＣ－ＢＴＲ１，ＲＣ－ＢＴＲ２ ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™壁面コントロール用 ブラス製トリムリング

393 ＲＫ-2Ｕ １９インチユーティリティーラックシャシー －２ＲＵ

394 ＲＫ－２ＵＸ １９インチユーティリティーラックシャシー －２ＲＵ拡張

394 ＲＭ-ＥＭ５ ＥＭモジュール５個用ラックアダプター

394 ＲＭ－ＥＭＦＰ１ ＲＭ－ＥＭ５用フィラーパネル

395 ＤＭＫ５ ＲＤＬモジュール用取り外し可能なマウントキット

395 ＲＭ-ＦＰ１ １ラックユニット用フィラーパネル －１９インチラック



395 ＲＭ-ＦＰ２ ２ラックユニット用フィラーパネル －１９インチラック

396 ＳＲ－４ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズラックマウント －７モジュール用

396 ＳＲ－ＴＢ１０ ＳＲ－４用 ターミナルブロックアセンブリ

397 ＵＣ－１ シングルワイド・エンクロージャー －ＲＡＣＫ－ＵＰ®取り付け

397 ＵＳ－２ ダブルワイド・エンクロージャー －ＲＡＣＫ－ＵＰ®取り付け

397 ＵＳ－Ａ１ ウォールボックスアダプター －シングルユニット―ダブルボックス

397 ＵＳ－Ａ１Ｎ ウォールボックスアダプター －シングルユニット―ダブルボックス －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

398 ＷＢ－１Ｕ ユニバーサルウォールボックス －ＲＤＬリモートコントロールとウォールプレートのマウント

398 ＷＢ－２Ｕ ユニバーサルウォールボックス －ダブル －ＲＤＬ®リモートコントロールとウォールプレートのマウント

399 ＷＤＧ１ ＲＵ、ＳＴ、ＴＸ™シリーズ用卓上シャシー

399 ＷＤＧ１Ｌ デスクトップ用ウェッジ型シャシー

400 ＡＦＭ－Ａ１ ＡＰＰＦＬＥＸモジュール用壁掛けアダプタープレート －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™

400 ＡＦＭ－Ａ１Ｎ ＡＰＰＦＬＥＸモジュール用壁掛けアダプタープレート －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

400 AFM-DC１ ＡＰＰＦＬＥＸデスクトップシャシー

400 AFM-DC１N ＡＰＰＦＬＥＸモジュール用デスクトップシャシー －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

401 ＡＦＭ－ＤＣ２ ２つのＡＰＰＦＬＥＸモジュール用デスクトップシャシー －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™グレー

401 ＡＦＭ－ＤＣ２N ２つのＡＰＰＦＬＥＸモジュール用デスクトップシャシー －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

401 ＡＦＭ－ＤＣ２Ｚ ２つのＡＰＰＦＬＥＸモジュール用デスクトップシャシー

402 ＡＦＭ－ＦＰ１ ＡＰＰＦＬＥＸフィラープレート －シングル －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™グレー

402 ＡＦＭ－ＦＰ１Ｎ ＡＰＰＦＬＥＸフィラープレート －シングル －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

402 ＡＦＭ－ＦＰ１Ｚ ＡＰＰＦＬＥＸフィラープレート －シングル

403 ＲＭ－Ｄ３ Ｄｅｃｏｒａ®モジュール３個用１９インチラックマウント

403 ＲＭ－Ｄ９ Ｄｅｃｏｒａ®モジュール９個用１９インチラックマウント

403 ＲＭ－ＤＦＰ１ Ｄｅｃｏｒａ®フィラーーパネル

404 ＣＰ－１ シングルカバープレート －ホワイト

404 ＣＰ－２ ダブルカバープレート －ホワイト

404 ＣＰ－３ トリプルカバープレート －ホワイト

404 ＣＰ－４ クアッドカバープレート －ホワイト

405 ＣＰ－１Ｓ シングルカバープレート －ステンレス製

405 ＣＰ－２Ｓ ダブルカバープレート －ステンレス製

405 ＣＰ－３Ｓ トリプルカバープレート －ステンレス製

405 ＣＰ－４Ｓ クアッドカバープレート －ステンレス製

406 ＣＰ－１Ｇ シングルカバープレート －グレー

406 ＣＰ－２Ｇ ダブルカバープレート －グレー

406 ＣＰ－３Ｇ トリプルカバープレート －グレー

406 ＣＰ－４Ｇ クアッドカバープレート －グレー

407 ＣＰ－１Ｂ シングルカバープレート －ブラック

407 ＣＰ－２Ｂ ダブルカバープレート －ブラック

407 ＣＰ－３Ｂ トリプルカバープレート －ブラック

407 ＣＰ－４Ｂ クアッドカバープレート －ブラック

408 ＤＣ－１Ｇ， ＤＣ－２Ｇ， ＤＣ－３Ｇ， ＤＣ－４Ｇ Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用デスクトップ／壁掛けシャシー

408 ＤＣ－１Ｗ， ＤＣ－２Ｗ， ＤＣ－３Ｗ， ＤＣ－４Ｗ Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用デスクトップ／壁掛けシャシー

408 ＤＣ－１B， ＤＣ－２B， ＤＣ－３B， ＤＣ－４B Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用デスクトップ／壁掛けシャシー

409 ＳＭＢ－１Ｇ， ＳＭＢ－２Ｇ， ＳＭＢ－３Ｇ， ＳＭＢ－４Ｇ Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用サーフェスマウントボックス

409 ＳＭＢ－１Ｗ， ＳＭＢ－２Ｗ， ＳＭＢ－３Ｗ， ＳＭＢ－４Ｗ Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用サーフェスマウントボックス

409 ＳＭＢ－１Ｂ， ＳＭＢ－２Ｂ， ＳＭＢ－３Ｂ， ＳＭＢ－４Ｂ Ｄｅｃｏｒａ®リモートコントロール及びパネル用サーフェスマウントボックス

410 ＤＲＡ３５－１Ｍ ＤＩＮレール

410 ＤＲＡ－３５Ｆ ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™用ＤＩＮレールアダプター

410 ＤＲＡ－３５Ｐ デスクトップ型パワーサプライ用ＤＩＮレールアダプター

411 ＤＲＡ－３５Ｒ ＲＡＣＫ－ＵＰ®用 ＤＩＮレールアダプター

411 ＤＲＡ－３５Ｓ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®用 ＤＩＮレールアダプター －１モジュール用

411 ＤＲＡ－３５Ｓ６ ＳＴＩＣＫ-ＯＮ®用ＤＩＮレールアダプター －６モジュール用

412 ＤＲＡ－３５Ｔ TX™シリーズ用 ＤＩＮレールアダプター

412 ＰＭ－１Ｔ ポールマウントトレイ

412 ＰＭ－１Ｖ ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュール用ポールマウントアダプター －垂直

413 ＰＭ－３Ｔ、ＰＭ－３ＴＧ、ＰＭ－３ＴＷ ポールの取り付けトレイ

413 ＰＭ－２０ＨＡ ＦＰ－ＰＡ２０シリーズパワーアンプ＆パワーサプライ用ポールマウントアダプター －水平

413 ＰＭ－２０ＶＡ ＦＰ－ＰＡ２０シリーズパワーアンプ＆パワーサプライ用ポールマウントアダプター －垂直

414 ＦＰ－ＣＴ１ ＦＰ－ＲＲＡ＆FＰ－ＲＲＡＨ用ケーブルタイブラケット



414 ＦＰ－ＲＲＡ、 ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュール用背面ラックアダプター －１９インチ固定

414 ＦＰ－ＲＲＡＨ ＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュール用背面ラックアダプター －１９インチヒンジ付き

414 ＦＰ－ＲＲＢ１ あらゆるＦＬＡＴ－ＰＡＫ™モジュール用背面ラックレール取り付けキット

415 ＨＤ－ＡＳＣ１ アンプセキュリティーカバー

415 ＨＤ－ＢＰ１ ＢＡＣＫ－ＰＡＣＫ用背面カバー

415 ＨＤ－ＦＰ１ フィラーパネル

416 ＨＤ－ＦＰ２Ｌ レンズ付きフィラーパネル

416 ＨＤ－ＲＡ２ ラックアダプター

416 ＨＲ－ＦＰ１ ＨＡＬＦ－ＲＡＣＫフィラーパネル

417 ＨＲ－ＲＡ２ ＨＡＬＦ－ＲＡＣＫシリーズ用ラックアダプター

417 ＨＲ－ＲＵ１ ＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュール用マウントアダプターキット

418 ＲＵ－ＲＡ３ ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ製品３個用１９インチラックマウント

418 ＲＵ－ＲＡ３Ａ ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ製品３個用１９インチラックマウント

418 ＭＢ－１ ＲＵ、ＳＴ、ＴＸ™シリーズ用マウントキット

419 ＲＵ－ＢＲ１ ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ用取り付け金具

419 ＲＵ－ＦＰ１ ＲＡＣＫ－ＵＰ®用フィラーパネル （およびリバースマウントキット）

419 ＲＵ－ＲＡ３ＨＤ ＲＡＣＫ－ＵＰ®／ＭＡＸ ＲＡＣＫ－ＵＰ®製品３個用１９インチラックマウント

420 ＲＵ－ＳＭＡ１ ＲＡＣＫ－ＵＰ®用マウントプレート －キャビネットや平面な場所にあらゆるＲＡＣＫ－ＵＰ®モジュールをマウント

420 ＲＵ－ＷＭＰ１ ＲＵ－ＷＭＰ１： ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ製品用壁掛けプレート

420 ＲＵ-ＷＭＰ1Ｎ ＲＵ-ＷＭＰ1Ｎ： ＲＡＣＫ－ＵＰ®シリーズ製品用壁掛けプレート －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

420 ＭＢ－２ ＲＵ、ＴＸ™シリーズ用マウントキット

421 ＳＭＫ－１２ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®マウントプレート

421 ＳＲ－１０ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ用１９インチマウントラック －モジュール１０個用

421 ＳＲ－１２Ａ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ用１９インチマウントラック －モジュール１２個用

422 ＳＴ－ＰＢＲ４ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®用取り付け金具

422 ＳＴＲ－１９Ａ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ用１９インチラックシステム －２モジュール１２個用

422 ＳＴＲ－１９Ｂ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ用１９インチラックシステム －モジュール１０個用

422 ＳＴＲ－Ｈ６Ａ ６ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ製品用の１０．４インチラックマウント

423 ＳＴ－ＲＲＢ１ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®モジュール用背面ラックレールマウントキット

423 ＤＴＢ ＳＴＩＣＫ－ＯＮ®シリーズ用ユーロ型ターミナルブロック

423 ＴＸ－ＲＡ５ ＴＸシリーズ用１９インチラックシステム － １ＲＵサイズモジュール５個用

423 ＴＸ－ＲＲＢ１ あらゆるＴＸ™モジュール用背面ラックレールマウントキット

424 Engineered SystemsEngineered SystemsEngineered SystemsEngineered Systems

425 ＲＣＸ－５Ｃ ＲＣＸルームコンバイニングシステムコントローラー

425 ＲＣＸ－５Ｍ ＲＣＸルームコンバイニングシステムコントローラー －ミュート機能付き

425 ＲＣＸ－ＢＺＬ ＲＣＸ－ＣＤ１用ベゼル

426 ＳＡＳ－ＳＭ８Ａ 卓上リスニングステーション －ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™オーディオ分配システム用

427 ＳＡＳ－ＴＣ８ 壁掛けリスニングステーション －ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™オーディオ分配システム用

427 ＳＡＳ－ＴＥＭ ＳＡＳ－ＴＣ８用マウンティングブラケット

428 ＲＣＸ－ＣＤ１、 ＲＣＸ－ＣＤ１Ｌ ＲＣＸリモートコントロールＲＣＸ－５用ルームコンバイナー

428 ＲＣＸ－１ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール

428 ＲＣＸ－１Ｎ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ ニュートラル

428 ＲＣＸ－１Ｓ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ステンレス

429 ＲＣＸ－２ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール

429 ＲＣＸ－２Ｎ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ ニュートラル

429 ＲＣＸ－２Ｓ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ステンレス

429 ＲＣＸ－３ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール

429 ＲＣＸ－３Ｎ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ ニュートラル

428 ＲＣＸ－３Ｓ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ステンレス

430 ＲＣＸ－３Ｒ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール

430 ＲＣＸ－３ＲＮ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

430 ＲＣＸ－３ＲＳ ＲＣＸ－５Ｃルームコンバイナー用ルームコントロール －ステンレス

430 ＲＣＸ－１０Ｒ ＲＣＸ－５Ｃ用リモートボリュームコントロール

430 ＲＣＸ－１０ＲＮ ＲＣＸ－５Ｃ用リモートボリュームコントロール －ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™ニュートラル

430 ＲＣＸ－１０ＲＳ ＲＣＸ－５Ｃ用リモートボリュームコントロール －ステンレス

431 ＳＡＳ－８Ｃ ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™分配オーディオシステム用８ステーションオーディオコントローラー

431 ＳＡＳ－８ｉ ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™分配オーディオシステム用オーディオ入力シャシー

432 ＳＡＳ－８２ ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™分配オーディオシステム用２ステーション・オーディオコントローラー

433 ＳＡＳ－ＨＣ８ ヘッドフォンアンプ －ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™ディストリビューションオーディオシステム用ソース選択機能付き



433 ＳＡＳ－ＰＭ ＳＡＳ－ＳＭ８Ａ用ポータブルマウント

434 ＳＡＳ－ＲＣ８ ルームコントロールステーション －ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™ディストリビューションオーディオシステム用

435 ＳＡＳ－ＲＣ８Ｎ

ルームコントロールステーション －ＳｏｕｒｃｅＦｌｅｘ™ディストリビューションオーディオシステム用　ＵＬＴＲＡＳＴＹＬＥ™

ニュートラル

435 ＳＡＳ－ＲＨＰ ヘッドフォンジャックプレート － Ｓ ｏ ｕ ｒ ｃ ｅ Ｆ ｌ ｅ ｘ ™ ディストリビューションオーディオシステム用

436 ＥＺ－ＳｅｒｉｅｓＥＺ－ＳｅｒｉｅｓＥＺ－ＳｅｒｉｅｓＥＺ－Ｓｅｒｉｅｓ

437 ＥＺ-ＡＤＡ４ ステレオオーディオ・ディストリビューションアンプ －１×４

438 ＥＺ-ＡＦＣ２ オーディオフォーマットコンバーター

439 ＥＺ-ＡＶＸ４ コンポジットビデオとステレオオーディオインプットスイッチャー －４×１

440 ＥＺ－ＨＤＡ４Ａ ステレオヘッドフォンディストリビューションアンプ －１×４前面パネル出力

441 ＥＺ－ＨＤＡ４Ｂ ステレオヘッドフォンディストリビューションアンプ －１×４ 背面パネル出力

442 ＥＺ－ＨＤＡ６ ステレオヘッドフォン分配アンプ

443 ＥＺ－ＨＳＸ４ ヘッドフォンアンプ付き、ステレオオーディオスイッチャ－

444 ＥＺ－ＨＫ１ ステレオオーディオハムキラー

445 ＥＺ－ＨＫ２ コンポジットビデオハムキラー

446 ＥＺ－ＨＫ３ オーディオ／ビデオハムキラー

447 ＥＺ－ＭＣＰ１ マイクコンプレッサー

448 ＥＺ－ＭＰＡ１ マイクプリアンプ －コンプレッサー付きのステレオ出力

449 ＥＺ－ＭＰＡ２ デュアルマイクプリアンプ －ステレオ出力コンプレッサー付き

450 ＥＺ－ＭＸ４Ｌ. ステレオラインレベル・オーディオミキサー －４×１

451 ＥＺ－ＭＸ４ＭＬ マイクロ＆ステレオラインオーディオミキサ －４×１

452 ＥＺ－ＭＸＡ２０ イコライザー付き２０Ｗステレオオーディオミキサー・アンプ －８Ω、パワーサプライ付属

453 ＥＺ－ＰＡ２０ ２０Ｗステレオオーディオパワーアンプ －８Ω、パワーサプライ付属

454 ＥＺ－ＰＨ１ ステレオフォノプリアンプ

455 ＥＺ－ＳＸ４ ステレオオーディオインプット・スイッチャ-

456 ＥＺ－ＶＤＡ２Ｂ ビデオディストリビューションアンプ －1×２ ＢＮＣ ＮＴＳＣ／ＰＡＬ

457 ＥＺ－ＶＤＡ２Ｒ ビデオディストリビューションアンプ －1×２ ＲＣＡ ＮＴＳＣ／ＰＡＬ

458 ＥＺ－ＶＤＡ３Ｂ ビデオディストリビューションアンプ －1×３ BNC ＮＴＳＣ／ＰＡＬ

459 ＥＺ－ＶＭ１２ ＶＧＡ／ＸＧＡディストリビューションアンプ －１×２

460 ＥＺ－ＶＭ１３ ＶＧＡ／ＸＧＡディストリビューションアンプ －１×３

461 ＥＺ－ＶＭ１４ ＶＧＡ／ＸＧＡディストリビューションアンプ －１×４

462 ＥＺ－ＶＭ２２Ｅ ＶＧＡ／ＸＧＡスイッチャー／イコライザーアンプ －２入力、２出力

463 ＥＺ－ＶＭ２４Ｅ ＶＧＡ／ＸＧＡスイッチャー／イコライザーディストリビューションアンプ －２入力、４出力

464 ＥＺ－ＶＭＤ２ ＶＧＡ／ＸＧＡ ディストリビューションアンプ

465 ＥＺ－ＶＭＤ４ ＶＧＡ／ＸＧＡディストリビューションアンプ －１×４

466 ＥＺ－ＶＭＤ４Ｅ ＶＧＡ／ＸＧＡイコライザー ディストリビューションアンプ －１×４

467 ＥＺ－ＣＣ６ コンポーネントシャシー（１／６ラック幅６個用）

467 ＥＺ－ＤＣ１ デスクトップシャシー（１／６ラック幅、ＥＺ製品用）

467 ＥＺ－ＤＣ２ デスクトップシャーシ（１／３ラック幅、ＥＺ製品用）

468 ＥＺ－ＦＰ１ フィラーパネル - ＥＺ－ＲＡ６又はＥＺ－ＣＣ６用 １／６ラック幅

468 ＥＺ－ＲＡ６ ラックアダプター（１／６ラック幅６個用）

468 ＥＺ－ＨＲＡ３ １／６ラック幅３個用ラックアダプター

469 ＥＺ－ＳＤ１ 引き出し収納 －ＥＺ―ＲＡ６、ＥＺ―ＣＣ６用１／６ラック幅

469 ＥＺ－ＳＤ２ 引き出し収納 －ＥＺ―ＲＡ６、ＥＺ―ＣＣ６用１／３ラック幅

469 ＥＺ－ＳＭＢ１ サーフェスマウント・ベゼル（１／６ラック幅、ＥＺ製品用）

470 ＥＺ－ＳＭＢ２ サーフェスマウント・ベゼル（１／３ラック幅、ＥＺ製品用）

470 ＥＺ－ＵＣＢ２ アンダーカウンターブラケット ペア（全てのＥＺ製品幅）
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