
WD-AF30

WD-M300

WD-M310

WD-TR350 WDA-TR300

WD-MC30

 デジタルワイヤレスインターカムシステム
｢WD-3000｣シリーズをご提案いたします

　

 

□ 比較的騒々しいところでも通話がしたい
□ 緊急時に素早く連絡を取りたい　
□ 盗聴を防ぎたい

業種：アミューズメント
目的：効率化、安全　

ソリューション   No. J002

常時接続で素早く対応できます。

緊急一斉放送に対応
緊急時や不測の事態に対応できる一斉放送
機能を装備しています。常時接続ですので
素早く連絡が可能です。また、複数のスタッフ
の通話中に他のスタッフが割り込むことも
できますので非常時にもスピーディに対応
できます。

1.9GHz帯を使用したデジタル通信
で盗聴対策に優れています。
安心の業務コミュニケーション
1.9GHz帯の使用とメインコントローラーに
登録した子機のみが通話できる子機登録制を
採用し、盗聴や混信などを防ぎます。

クリアーな音声で聞き取り易い会話
ができます。
聞き取りやすいクリアな高音質
明瞭音声でスタッフ間でのコミュニケーション
がスムーズに行えます。広いフロアや多層階
構造でもストレスのない通話が可能です。
タイピン型やヘッドセット型のコントロール
マイクロホンに対応し、ヘッドセット型では
マイクロックによりハンズフリーでの会話に
も対応します。

 アミューズメント  ソリューション

   業務コミュニケーションを円滑にしたい

JVCの
ご提案

お客様の
課題



・最大8グループ設定。
・屋外通話対応。
・自由度の高いグループ運用。
・多彩な通話機能と設定 (グループ連絡、一斉通話、個別通話)。
・無線局の免許・資格一切不要(技術基準適合品)。
・約10時間の連続通話可能。
・ホールシステムなどの外部機器との接続可能。
・外線電話からインカム通話への会話が可能。

 ■ 提案システム

 ■ その他の特長

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
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本システムについてのお問い合わせは

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/



□ 全体に渡って明瞭な音声で聞かせたい
□ 主催者、スタッフ、お客様でマイクを使用したい
□ 用途に応じてマイクの種類を選びたい

業種：アミューズメント
目的：顧客サービス、音響改善

ソリューション          No. J004

アミューズメント ソリューション 

 広いイベント会場で明瞭度が高く多彩なワイヤレスマイクを使用したい

最大

3０波
対応

多彩な
マイクロ
ホン

最大30本※のワイヤレスマイクが
同時に使用可能です。
最大30波対応※
ワイヤレスマイクを同時に30本まで使用でき
ますので、マイクの使用本数制限に気にすること
なく余裕の運用が可能です。
※使用条件があります。標準モードでは最大 6本です。

使い方に合わせて選べる充実のマイク
ラインアップです。
多彩なマイク
自然なアナウンスを実現するスピーチ用ハンド
型 (WM-P970)、心地よく歌えるボーカル用
ハンド型(WM-P902)、プレストーク型(WM-P772)
さらに首掛けタイプのペンダント型(WM-P980)、
に加え、タイピン型(WM-P980＋WT-UM80)、
ヘッドセット型(WM-P980＋WT-UM82)のハンズ
フリータイプなど多彩なマイクロホンを用意
しています。

話しやすさ、聴きやすさを徹底追求
しています。
リアルな音質
低域から高域までの再現性に優れ、より話し
やすく、より聴きやすい自然なアナウンスを
実現。ボーカル使用でもスピーチ使用でも
明瞭性に優れた心地よい音質で拡声ができ
ます。ワイヤレスアンテナの増設でより広い
エリアもカバーできます。

WT-902-B

WM-P970

WM-P980

WT-904-B
WT-UD93×2

 800MHz ワイヤレスシステム
「WT-900」シリーズをご提案いたします

JVCの
ご提案

お客様の
課題



● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

 ■ 提案システム

本システムについてのお問い合わせは

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/

・ 800MHz帯専用周波数帯の採用により混信の少ない明瞭な音声を実現。 
・ PLLシンセサイザ方式によりマイクの増設が簡単にでき、全30チャンネルに対応。 スピーカー
・ ダイバシティ方式の採用により、移動しながらの使用でも音途切れが少なく安定した放送が可能 。
・ コンパンダ方式でノイズの少ないクリア音声を実現 。
・ 混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵。
・ 電界強度がわかるエリアチェックスイッチ内蔵 。
・チューナーユニットは増設の簡単な前面からのプラグイン方式 。
・チューナーユニットごとにグループ/チャンネルの設定可能 。
・アンテナは合計4台接続可能 (α・β各2)。
・周辺機器にマッチするパネル面 (ブラック/ライトグレー)を選択可能。

 ■ その他の特長

ワイヤレスチューナー（4波対応型)

WT‐904‐B WT‐904‐H

ワイヤレスチューナー（2波対応型)

WT‐902‐B WT‐902‐H
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ワイヤレスアンテナ
（天井埋込型）
WT‐Q840 × 2台

ワイヤレスチューナー
WT‐904-B ×4台

チューナーユニット
WT‐UD93 ×7台

アンテナミキサー
WT-D88-B ×1台

アンテナ分配器
WT-D82 ×4台

ワイヤレスアンテナ
（壁取付型）
WT‐Q830 ×4台

ワイヤレスマイクロホン
（スピーチ用ハンド型）
WM‐P970 他 × 15本

30波対応システム
下図のように15波対応システムを2組構築し、それぞれの周波数設定を15Aグループ、15Bグループにすることで30波に対応します。



　

 

□ 音が歪む、音がこもる、ハウリングが起こり易いなどをどうにか改善したい
□ 音場演出を簡単に行いたい
□ きめ細かな設定もしたい

業種：アミューズメント
目的：音響改善　

ソリューション

 アミューズメント  ソリューション

  アミューズメント施設内の音響設備を改善したい

  No. J005

目的に応じたパターン設定が可能
です。
16パターンメモリー内蔵
使用目的に応じて音質、音量、音の方向感、
明瞭性の最適な設定を最大16パターンまで
登録できます。登録したうちの4パターンまで
はワンタッチで呼び出しできます。

パソコンで各種設定が行えます。

設定ソフト「サウンドコーディネーター」
パソコンで各種設定ができます。事務所での
EQ、ディレイなどの各種設定、現場で音出しに
よるハウリング＆ディレイの測定・確認による
再調整が可能です。

心地よいサウンド空間をプロデュース
できます。
高音質デジタルマルチプロセッサ搭載
デジタルイコライザ、ハウリングサプレッサ、
デジタルディレイ、自動ミューティング機能を
内蔵。システムの簡素化と省スペースを実現
し、デジタル特有の音の硬さをJVC独自の高音質
技術でクリアーなサウンドを提供します。

。

 デジタルミキサー｢PS-DM500/PS-DM700｣

PS-DM500

PS-DM700

16
パターン
登録

をご提案いたします
JVCの
ご提案

お客様の
課題



 ■ 提案システム

 ■ その他の特長

・専用ミキサーコントローラー PS-MR50 を2台接続可能。 最大 2ヵ所から音量などの遠隔操作が行えます。
・外部機器との連動が可能なメイク入出力を装備。
・15入力(PS-DM700)、10入力(PS-DM500)に対応。
・5.1chサラウンドに対応 (PS-DM700のみ)。

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
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本システムについてのお問い合わせは

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/

デジタルミキサー (PS‐DM500)接続例

ミキサーコントローラー
PS‐MR50

ミキサーコントローラー
PS‐MR50

デジタルパワーアンプ
PS‐A2004D

デジタルパワーアンプ
PS‐A2004D

スピーカー
PS‐S565

スピーカー
PS‐S214

ワイヤレスチューナー

ワイヤレスマイクロホンワイヤレスアンテナ
WT‐Q830

DVDプレーヤー

パソコン（PC音声）

BGM/有線

外部制御入出力

マイクロホン



　

 

□ 移動が大変、ハンドキャリータイプが欲しい
□ 遠くまで拡声したい
□ ワイヤレスマイクを使用したい

業種：アミューズメント
目的：効率化、音響改善　

ソリューション

 アミューズメント  ソリューション

  イベント時に簡単に拡声したい

  No. J006

PE-W50Bシリーズ

WM-P970

ワイヤレスマイクも2本同時に使え
ます。
　　　　　　　　　　　
ワイヤレスマイク対応
ワイヤレスマイク2本同時使用が可能 (ワイヤ
レスチューナー2台組込時)。追加でコード付き
(有線)のマイクも対応でき、ワイヤレスマイク
は、ハンド型のほかペンダント型/タイピン型/
ヘッドセット型から選択できます。

大音量、明瞭再生で比較的遠くまで
聞こえます。
　　　　　　　　　　　
高音質と大音量を実現
最大出力25W（AC電源時）、キレの良い低音と
力強い中音域のパワフルでクリアなサウンド
を実現。さらに声の子音を強調することで聴き
取り易い「話し上手モード」を搭載しています。

マイク/アンプ/スピーカーがセット
になっているのでイベントや緊急時
に簡単に拡声できます。
コンパクト＆スタイリッシュ
質量約 6kg、B4サイズの軽量＆コンパクト設計、
キャリングハンドル装備で場所を選ばず持ち
運びが容易です。また、本体内部にワイヤレス
マイクを収納可能です。乾電池での駆動も可能
ですので、AC100V 電源コンセントの無い場所
でも使用できます。

 ポータブルワイヤレスアンプ
｢PE-W50B｣シリーズをご提案いたします

JVCの
ご提案

お客様の
課題



 ■ 提案システム

・CDプレーヤー内蔵モデルも用意。
・USBメモリー接続可能。
・本機2台のカスケード接続可能 (CDプレーヤー内蔵モデルのみ)。

 ■ その他の特長

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本システムについてのお問い合わせは

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/
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マイクロホン
(有線)

ポータブルオーディオ 
RC-QS21

ポータブル
ワイヤレスアンプ
PE-W50Bポータブル

オーディオプレーヤー

（最大2波まで） （ＣＤプレーヤー内蔵モデルのみ）

＊音源として接続できます。

or

or

コンパクトディスク USBメモリ

機能で選べる8つの充実ラインアップ

< PE‐W50B シリーズ >

ワイヤレスマイクロホン ダイバシティ
チューナーユニット
WT-UD84

シングル
チューナーユニット
WT-U85

or or

PE-W51SCDB-M

PE-W51SCDB

PE-W51DCDB

PE-W50CDB

PE-W51SB-M

PE-W51SB

PE-W51DB

PE-W50B
ワイヤレス2波組込可能
（別売）

有線
マイク
対応

音源への対応 組込・同梱品区分

ワイヤレス
マイク
対応

CD
再生
対応

USB
メモリー
対応

シングル
チューナー

同梱

ダイバシティ
チューナー

同梱
チューナー

ワイヤレス
マイク
1本同梱

ダイバシティ1波標準対応

シングル1波標準対応

シングル1波標準対応

ワイヤレス2波組込可能
（別売）

ダイバシティ1波標準対応

シングル1波標準対応

シングル1波標準対応



　

 

□ 屋外でも使用したい
□ 丈夫なものが良い
□ 合図や注意喚起のためのアラート音が欲しい

業種：アミューズメント
目的：効率化、安全　

ソリューション

 アミューズメント  ソリューション

 イベント / 誘導で手軽に拡声したい

  No. J007

軽くて丈夫な材質を採用しています。
　　　　
ASA樹脂を使用
メガホン本体に、軽くて丈夫なASA 樹脂の
使用により優れた耐候性・耐衝撃性を発揮
します。

シグナル音内蔵モデルを用意して
います。
ホイッスル/サイレン音内蔵モデル
各シリーズともホイッスル音/サイレン音内蔵
モデルをラインアップ。注意を促す場合や非常
時などに有効です。
ホイッスル付モデル: PE-M306W/M315W、
サイレン付モデル: PE-M306S/M315S。

雨や粉塵の厳しい条件でも使用
できます。
防塵・防水設計
軽量・コンパクトでパワフル 6W出力のPE-M
306 シリーズとハイパワー 15W出力のPE-M
315シリーズの計 6モデルラインアップ。
PE-M306 シリーズは、IP65の耐塵・防噴流形
仕様で激しい雨の中でも使用可能。PE-M315
シリーズは、IP54の防塵・防まつ形仕様で多少
の雨でも使用できます。イベントや防災用設備
機器として最適です。

PE-M306 シリーズ

PE-M315 シリーズ

未着手

メガホン｢PE-M306/ PE-M315｣シリーズ
をご提案いたします  

JVCの
ご提案

お客様の
課題
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● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

・使用電源：
<PE-M306 シリーズ> LR6（単三アルカリ乾電池）×6個、
                                        電池持続時間 約 16 時間（音声）、約 90分間（ホイッスル /サイレン） 
<PE-M315 シリーズ> LR14（単二アルカリ乾電池）×6個、
                                        電池持続時間 約 22 時間（音声）、約100分間（ホイッスル /サイレン） 
・通達距離：
<PE-M306 シリーズ>約 250m（音声）、約315m（ホイッスル /サイレン） 
<PE-M315 シリーズ>約 315m（音声）、約500m（ホイッスル /サイレン）

 ■ その他の特長

PE‐M306 PE‐M306Ｗ ホイッスル付 PE‐M306S サイレン付

PE‐M315 PE‐M315Ｗ ホイッスル付 PE‐M315S サイレン付

 ■ 提案機器

本システムについてのお問い合わせは

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/



　

 

□ 手元まで確認できるきめ細かな映像を見たい
□ 見たい箇所をスムーズにクローズアップしたい
□ 長期間の映像保存をしたい

業種：アミューズメント
目的：防犯　　

ソリューション

 アミューズメント  ソリューション

 フルHDの高精細映像でモニタリングしたい

  No. J008

統合管理システムで操作性を高めて
います。
マップ画面表示による簡単モニタリングを実現

一元管理に対応した統合管理システムで、
。すまえ行に易容が」るす認確「」る録「」る見「

また、マップ表示の組込により操作画面と
マップ画面の2画面で、見たいエリアのモニタ
リングが直感的に操作できます。

高精細で長時間の録画に対応します。

大容量ストレージによる長時間記録が可能

高精細フルHDでカメラ入力16台/32台に対応
するネットワークビデオレコーダーをライン
アップ。さらにカメラライセンスの追加で最大
32 台/64 台のカメラ入力が可能です。標準で
1TBのHDDを搭載し、長時間録画に対応でき
ます。HDDは、内蔵/外付けを合わせ最大14TB
まで増設できます。

次世代のセキュリティ映像品質で安全
をサポートします。　　　
効率H.264 圧縮方式、1920×1080 の高精細
フルHD 映像
高精細フルHD出力で30fps 動画配信が可能
です。高効率圧縮H.264 を採用しMPEG4/JPEG
にも対応。
高感度イメージセンサーの搭載によりカラー
最低被写体照度 0.3 lx（50IRE）を実現、比較的
暗いエリアの映像も映し出せます。
また、白黒モードで対応するデイ&ナイト機能
の装備により夜間のモニタリングも可能です。

フルHD高画質のIPセキュリティシステム
「VANCS-HD」をご提案いたします

14TB14TB最大
高品位
デジタル
記録      

JVCの
ご提案

お客様の
課題
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 ■ 提案システム

 ■ その他の特長

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 個人情報・プライバシーの保護について、本システムの使用の際に撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた
「個人情報」に該当する場合があります。法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。● 本システムをご使用になる場合、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。● 記載されている会社名、
製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

＜ ネットワークカメラ ＞
・約212万画素高性能 1/3 型CMOS センサーを搭載し、1920×1080 の高精細フルHD出力で30fps 配信に対応。
・高効率圧縮H.264 の採用、MPEG4/JPEG にも対応。
・高感度イメージセンサーを搭載し、カラー最低被写体照度 0.3 lx（50IRE）を実現。
・様々な設置環境、条件に対応する豊富なラインアップ。
・プライバシーマスク機能搭載。

＜ ネットワークビデオレコーダー ＞

・フルHD（1920×1080）出力で大画面での分割表示も鮮明・高精細。2画面構成（デュアルディスプレイ）表示も可能。
・VR-X7100/X3200はカメラ32入力、VR-X1600は16入力に対応します。別売カメラライセンスの追加でそれぞれ最大64台/32台の
  カメラ入力に対応できます（カメラ1台毎にライセンスが必要です）。
・内蔵HDD搭載時、RAID1/5/10 に対応し、信頼性の高いストレージを実現。

Hub

アラーム管理PC

遠隔地

ネットワーク
ビデオレコーダー

（アラームモニター） （メイン操作モニター） （サブ操作モニター）

統合管理システム

アラーム/
センサー信号

ルーターNetwork

ルーター

ライブモニター アラーム管理PC

遠隔地

ネットワーク
ビデオレコーダー

ネットワークデコーダー

アラーム/
センサー信号

ルーターNetwork

ルーター

Hub

ネットワークカメラ

VR-X7100 VR-X3200/X1600

本システムについてのお問い合わせは

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3065
営業本部 営業企画部  セキュリティグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/



　

 
業種：アミューズメント
目的：効率化

ソリューション

 アミューズメント  ソリューション

  No. J009

 デジタルワイヤレスインターカムシステム
｢WD-D10｣シリーズをご提案いたします

□ 瞬時に通話したい、複数のスタッフに発信したい
□ 水周りでも扱え、運用が容易なものが良い
□ 作業しながらハンズフリーで通話したい

  サービス向上と効率化が図れるスタッフ間コミュニケーションツールを導入したい

運用スタイルに合わせた充実の通話
機能を装備。
　　　　　　　　　　　
充実のマイクロホン
作業中に手を止めるることなくハンズフリー
での通話やVOX設定が可能です。マイクロ
ホンは、スタンダードな胸元装着タイプ(タイ
ピン型)、帽子などを被った状態で使用できる
耳掛けタイプのヘッドセットを用意していま
す。

素早く複数のスタッフと通話ができ、
業務効率の向上が図れます。比較的
少人数のコンパクトな運用に最適です。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用
デジタルならではの高品位通話で、より快適な
情報伝達を実現。報告、情報共有、指示などの
スタッフ間の連絡がストレスなく行え、スマート
な業務運営をサポートします。騒々しい環境
でも通話でき、複数のスタッフ間で同時通話
が可能なため、業務コミュニケーションツール
として最適です。子機最大10台で同時通話が
できます。

防水＆タフ設計および簡単操作で
様々なシーンで活用できます。　　

IP67相当とMIL規格クリアの耐衝撃ボディ
優れた防塵・防水性能と堅牢設計の子機です。
屋外での雨や埃の環境下でも運用できます。
無線局免許・資格は不要、小型・軽量でシンプル
操作の実現によりどなたでも使用できます。
＊アメリカ国防省軍用規格 MIL-STD-810C～Gの11項目を
クリア

WD-D10TR

WD-D10BS

WD-D10PBS

充実機能

JVCの
ご提案

お客様の
課題



 ■ 提案システム
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 ■ その他の特長

※WD-D10PBSとWD-D10TRでは通話距離が異なります。見通し距離を目安にご使用ください。
　子機の通話距離の目安（見通し）：WD-D10TR 約100m（屋外）/約30～50m（屋内）、WD-D10PBS 約250m（屋外）/約50m（ 屋内）。
　ベースステーションの設置場所、建物の材質、什器などにより通話距離は異なります。

ポータブル
タイプ

据え置き
タイプ

据え置き型
WD-D10BS

ポータブル
WD-D10PBS

子機×10台
WD-D10TR

子機×10台
WD-D10TR

＋

＋

屋外作業などの用途

店舗、施設などの用途

ベースステーション
（据え置き型）を中心に、

グループ内で
同時通話が可能。

親機＆通話相手との距離が
一定であれば、

そのまま場所を移動しながら
同時通話が可能。

場所で固定して使う場合、
ならびに外部音声入出力を

使用する場合。

ベースステーション
（ポータブル）を中心に、

グループ内で
同時通話が可能。

屋外 A
屋外 B

屋外 C

移動

移動

屋外：約 100ｍ　屋内：30～50ｍ

屋内：約 30～50ｍ

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

・コンパクトサイズで約24時間の長時間運用（WD-D10TR）
   名刺サイズで約120g の軽量設計。バッテリーは約24時間の長時間運用が可能です。
・グループ運用機能
    担当別/作業グループ別など最大 4つまでのグループ運用が可能で、必要な情報を必要なスタッフだけに伝達できます。
・リスニングモード
   同時通話できる通常モードに加え、受信専用の子機を最大 64台まで登録でき、多人数での情報共有に対応します。
・設定状況を案内する「音声ガイド」
・バッテリー残量表示
・誤操作防止のキーロック設定
・設定ソフトウェアWD-ZS10 のダウンロードサービス

＜ベースステーション WD-D10BS /ポータブルベースステーション WD-D10PBS（親機）＞
・建物内など固定した場所で運用する際は「据え置きタイプ（WD-D10BS）」、屋外など電源が取れない場所で運用する場合は
　「ポータブルタイプ（WD-D10PBS）」から選択できます。
・最大 4台まで接続でき、通話エリアの拡張が可能（WD-D10BS のみ）。
・音声入出力端子の装備により、放送設備との連携が可能です（WD-D10BS のみ）。
・据え置き運用に加え、軒下設置や壁 /天井にも設置可能（WD-D10BS のみ）。
・KENWOOD無線機と接続し、離れたインターカムシステム間を無線機でつなぐことが可能。

本システムについてのお問い合わせは

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/



　

 
業種：アミューズメント
目的：効率化、音響改善

ソリューション

 アミューズメント  ソリューション

  No. J010

□ 高音質で聴きやすいシステムを導入したい
□ 主催者、スタッフ、お客様で多くのマイクを同時に使用したい
□ タイピン型マイクなど用途に合ったマイクバリエーションは必要

  広いイベント会場で明瞭な音質のデジタルワイヤレスマイクを使用したい

 デジタルワイヤレスマイクシステム
｢WT-1000D｣シリーズをご提案いたします

使用スタイルに合わせたマイクを
選択できます。
4タイプのマイク
ハンド型/ペンダント型/ヘッドセット型/
タイピン型の4 種類のマイクを用意。 使用
スタイルに合わせて選択できます。

最大15波の同時使用が可能です。
　　　　　　　　　　　
多チャンネルモード、セキュリティ機能搭載
チャンネル間の干渉に強く、同一空間で最大
マイク15本の同時使用が可能です。外部から
の妨害波の耐性強化により干渉が起こりにくく
なっています。また、マイクロホンとチュー
ナー間でID認証を行う「セキュリティ機能」
による盗聴防止にも対応しています。

快適な音響空間を作り出し、スムーズ
な進行をサポートします。
デジタル方式採用
デジタルならではの聴き取り易い明瞭音声を
実現しています。隣接会場との混信が無く、
クリアな音質が求められるイベント空間に
最適です。

WM-P1080DWM-P1070D
WT-1002D/WT-1004D

最大15波
対応

4タイプの
マイク
対応

JVCの
ご提案

お客様の
課題
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 ■ 提案システム

 ■ その他の特長

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

・既設機器の流用が可能
   当社アナログ方式の 800MHzワイヤレスマイクシステムWT-900 シリーズの一部関連機器の流用が可能。リニューアル時に
　配線工事と合わせコスト削減ができます。
・設定支援アプリケーションソフト（Windows版）　WT-ZS1000Dのダウンロードサービス
   チューナー/マイクのステータス表示/受信状況の確認、電波状況のリアルタイム確認、ウォークテスト機能によるマイクの
   電波状況 /エラー推移のリアルタイム確認が可能です。
・マイクごとの電池残量をチューナーから確認可能
・混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ搭載
   電界強度が分かるエリアチェックスイッチ内蔵
・マイクは乾電池 /充電式電池の 2ウェイ方式

本システムについてのお問い合わせは

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/

ワイヤレスアンテナ
WT‐Q840 × 2台

デジタルワイヤレスマイクロホン
( WM‐P1080D/WM‐P1070D)× 8台

※アンテナミキサー（WT-D88）の有無にかかわらず、ワイヤレスアンテナからワイヤレスチューナーまでのケーブル長は60m以内で接続してください。
※ワイヤレスアンテナからワイヤレスチューナーまでのケーブル長が60m以上になる場合は、ブースター（WT-A80）を使用してください。

アンテナミキサー
WT‐D88

60m以内（チューナー ⇔ブースター間）

60m以内（チューナー⇔アンテナ間）

アンプなどのライン入力端子へ
（8波混合出力）

60m以内（ブースター⇔アンテナ間）

ブースター
WT‐A80×2台

デジタルワイヤレス
チューナー
WT‐1004D

デジタルワイヤレス
チューナーユニット
WT‐UD1003D×2台

デジタルワイヤレス
チューナー
WT‐1004D

デジタルワイヤレス
チューナーユニット
WT‐UD1003D×2台

ワイヤレスアンテナ
WT‐Q830×4台

混合出力

混合入力

混合出力

β3α3β2α2β1α1

β1α1

β1α1

8波受信システム



　

 
業種：アミューズメント

ソリューション

 アミューズメント  ソリューション

目的：防犯、安全

ソリューション  No.J 011

「VN-H28」シリーズと「VR-X3108」をご提案いたします

□ 夜間対応でき、高画質でモニタリングしたい
□ モバイルでモニタリングしたい
□ 映像の取り出しやネットワーク設定、運用も簡単にしたい

VN-H228 VN-H328

VR-X3108

VN-H28 VN-H228VPR VN-H128WPR

   ネットワーク環境にて、高精細映像と運用が容易なシステムで施設の映像モニタリングや防犯をしたい

フルHD簡単セキュリティパッケージの
IPセキュリティシステム

「VN-H28」シリーズと「VR-X3108」をご提案いたします

使用環境に応じ、3種類の遠隔モニタ
リングに対応します。

モバイルモニタリング無料アプリ「NVR Mobile」
に対応
Web Viewer（Internet Explorer）、Security Center
（付属CD-ROM）、モバイル（Google Play、App 
Store）の3種類の遠隔モニタリングに対応し、
外部からのライブ映像やレコーダーの収録
映像を確認できます。

ネットワークビデオレコーダVR-X3108
の映像エクスポートとウィザード機能
で運用設定が容易です。
スマートウィザード搭載
本体のシリアル端子/Security Center/IE Web
Viewer の 3方式の映像エクスポートに対応。
ネットワークカメラ自動登録機能により煩雑な
初期設定や更新時の設定が容易に行えます。
PTZカメラの各種操作にも対応し、シンプル＆
簡単運用を実現しています。

暗いエリアもモニタリングでき、対象
が識別し易い高精細映像で安心を
サポートします。　　　
フルHD仕様、赤外線LED搭載
高精細フルHDで最大30fpsの収録、モニタリング
に対応。暗闇（0ルクス）での暗視モニタリング
可能な赤外線LED搭載（VN-H128WPR/H228VPR）
をラインアップ、施設内外/駐車場/駐輪場/夜間
監視などに対応できます。VR-X3108は最大8台
までのカメラ入力に対応し、大容量 4TB HDD
による高画質・長時間収録が可能です。

シンプル
＆

簡単運用

JVCの
ご提案

お客様の
課題



 ■ 提案システム
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 ■ 提案システム

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 個人情報・プライバシーの保護について、本システムの使用の際に撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」
で定められた「個人情報」に該当する場合があります。法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。● 本システムをご使用になる場合、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。
● 記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

 ■ その他の特長

VR-X3108カタログまたはWebのシステム構成例を引用
＊型番VR-X3108は削除

USBマウス ・UPS ・マイク ・スピーカー

8画面

2画面（PinP）

4画面

単画面フルHD モニター

モバイル端末

NVRMobile/
NVR Mobile Pro

モバイルアプリ

ビューワソフト

Playback Player

Windows
Internet Explorer

システムソフト

Security Center

Web Viewer

PCクライアントPC

フルHDネットワークカメラ/フルHDネットワークPTZカメラ

LAN

LAN

1 2 3 4 5 6 7 8

＜ ネットワークカメラ （VN-H28シリーズ）＞
・高精細フルHD仕様、箱型/ドーム型/耐衝撃ドーム型/ハウジング一体型/壁面ドーム型をラインアップ。
・屋外対応モデル（VN-H228VPR、VN-H128WPR、VN-H328）も用意。
・micro SDカードスロットを本体に装備。レコーダー無しでH.264 映像を記録可能（VN-H28 はSDカードスロット）。

＜ ネットワークビデオレコーダー（VR-X3108） ＞
・カメラ 8台入力に対応。
・大容量 4TB HDDを搭載。フルHD8chで2週間以上の長時間記録が可能（1080p/ 2Mbps / 30ips、音声あり時）。
・フルHDネットワークカメラVANCS HD もシステム構築に対応可能。
・日時/イベント/カメラ指定による素早く便利な検索機能。
・アラームと連動した動き検出やメール通知機能。
・音声双方向通信可能。　

本システムについてのお問い合わせは

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12 

☎045（443）3064
営業本部 営業企画部  プロオーディオグループ

営業本部 営業企画部　　
☎045（443）3107

http://jkpi.jvckenwood.com/



シンプル構成と柔軟なリニューアル
プランに対応します。

パッケージシステムとハイブリッド対応
カメラ4機種（BOX型/ドーム型/屋外耐衝
撃ドーム型/屋外ハウジング一体型）とレコー
ダー3機種（4ch/8ch/16ch）のラインアップ。
カメラ16台までのパッケージシステムや既設
アナログシステムとのハイブリッドシステム
に対応します。

既設ケーブルの活用と、長距離伝送で
広範囲をカバーします。

500m伝送と赤外線LED搭載
既設の同軸ケーブルを利用でき、500mまでの
長距離伝送に対応（5C-2V 同軸ケーブル使用
時）。カメラは暗闇でもモニタリングできる赤
外線LED照射搭載カメラを用意。昼夜問わず屋
内外の広いエリアをカバーできます。

既設アナログカメラの6倍の高画質
映像です。
　
人物やナンバーが鮮明に確認可能
既設アナログシステム（解像度640×480）の6倍
の高解像度（1920×1080）で、フルHD高精細シ
ステムの構築が可能。人物や車両ナンバーも鮮明
にモニタリングできます。

500m デジタル アナログ

従来カメラ
(640x480)

フルＨＤカメラ
(1920x1080)

TK-HS221WPR TK-HS821WPRTK-HS221RTK-HS920

VR-G2116VR-G2108VR-G2104

リニューアルに最適な「同軸HDカメラシステム」
をご提案いたします。

リニューアルに最適な「同軸HDカメラシステム」
をご提案いたします。

□ フル HD映像でシステムを構築したい
□ 既設ケーブルを活かしてリニューアルしたい　
□ 扱い易く、設置場所に合ったカメラを選びたい

JVCの
ご提案

お客様の
課題

防犯カメラのリニューアルで、コストを抑えて高精細化したい

 アミューズメント  ソリューション

目的：防犯、コスト削減

 
業種：アミューズメント

ソリューション    No. J012
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● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 個人情報・プライバシーの保護について、本システムの使用の際に撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた
「個人情報」に該当する場合があります。法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。● 本システムをご使用になる場合、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。● 記載されている会社名、
製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

 ■ 提案システム ■ 提案システム

 ■ その他の特長

・録画済み映像のエクスポートがUSB 端子／ネットワーク経由で容易に対応できます。
・IP カメラのような映像遅延が無く、リアルタイムでモニタリングが可能。事故やトラブルなど、瞬時の対応が求められる用途にも
 応えます。
・ネットワーク配信機能によりPCやスマートフォンから遠隔モニタリングが可能です。

045-443-3065マーケティング部　セキュリティグループ
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