
　

 

□ コンパクトで、お洒落なアンプを設置したい　
□ 簡単に最適音場にしたい　
□ アナウンスも連動したい

業種：商業・サービス
目的：顧客サービス、音響改善　

ソリューション

スイッチ1つで最適音場を創り出し
ます。
広範囲に均一な音質でクリアに再生
イコライザー機能により最適音場に調整でき
ます。スピーカー｢PS-S10/PS-S20｣使用時、
音源や空間に合わせて高域から低域まで全体
のバランスを整えることにより、BGMは心地
よく、アナウンス放送時には聞きとりやすい
再生を実現します。

アナウンス放送時、BGM音量を自動的
に下げます。
アナウンス放送優先回路を搭載
マイク放送や電話ページング時に、BGM
（ライン入力）の音量を自動的に下げることが
できます。

空間にマッチするスマート&スタイ
リッシュデザインを採用しています。
横幅25cmのコンパクトサイズ
誤操作防止のためスイッチ類はフロントドア内
に収納し、お店のフィーリングを損なわない
洗練されたデザイン設計です。

 商業・サービス  ソリューション

   BGMを良い音で手軽に流したい

 ｢ショップサウンドシステム｣をご提案いたします

 No.G 003

PS-M30P

PS-S20B/W PS-S10B/W

ワンプッシュ
最適音場

BGM

店内
アナウンス

お客様の
課題

JVCの
ご提案



・BGM＆アナウンス放送に最適な30W出力。
・ハイ/ローインピーダンス対応。
・マイク×1、ライン×2、ページング×1の入力回路。
・有線チューナーなどを接続可能な電源アウトレット装備 (電源非連動)。

 ■ 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。

本システムについてのお問い合わせは

Ｇ003     2016年8月　第四版

〒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/

有線チューナー

BGMアンプ
PS-M30P

コンパクトスピーカー
PS-S10B/ W

シーリングスピーカー
PS-S20B/W

マイクロホン

構内電話交換機

CDプレーヤー

構内電話（ページングユニット必要）

※ハイインピーダンス接続時は、スピーカーの定格
    入力の合計が30W以内であること。
※ローインピーダンス接続時は、入力インピーダンス
     4Ωのスピーカーを１台、または入力インピーダンス
     8Ωのスピーカーを並列で2台接続可能。PS-S10
   （4Ω）の場合は1台。 PS-S20（8Ω）の場合は2台。



　

 

□ チャイム/定例音楽/メッセージ送出をスケジュール管理したい　
□ オリジナル音源も送出したい　　
□ 設定の変更を簡単に行いたい

業種：商業・サービス
目的：効率化、顧客サービス

ソリューション

46種類の内蔵音源に加え用途に合わ
せた音源の追加が可能です。
高音質音源内蔵、オリジナル音源も可能
「ウエストミンスターの鐘」などの定番チャイム音
など46種類の多彩な音源を内蔵しています。
開店･閉店時の誘導アナウンスなどのオリジナル
音源をパソコンを使用して追加できます。

スケジュールをパソコンで設定でき
ます。
タイマースケジュール設定ソフトウェア
1日分スケジュールのパターン設定、週間スケ
ジュール、特定日に対応した年間スケジュール
の設定に加え、PA-DT600（B）本体の各種設定
やユーザー独自のチャイムや楽曲登録が行え
ます。

豊富な音源で年間/週間スケジュール
の送出管理ができます。
タイマー内蔵
定時放送（タイムサービス時の特定CD/BGM
の放送）、曜日単位（週間タイムスケジュール
管理）・一日単位の設定（年間タイムスジュール
管理）が可能です。不審者発見時などの警告
音楽の送出、降雨など天候変化の告知音楽
の送出も可能です。

   商業施設のチャイムや音楽の送出を年間で管理したい

 No.G 004

 デジタルプログラムチャイム
「PA-DT600（B）」をご提案いたします

46種類

音源内蔵

オリジナル

音源追加＋

 商業・サービス  ソリューション

タイマー
内蔵

PA-DT600（B）

お客様の
課題

JVCの
ご提案



・深夜営業に便利な36時間スケジュール管理にも対応。
・PCM音源によるCDクオリティの高音質再生。
・指定時間に照明など外部機器を8系統までコントロール可能。
・センサーの接続により防犯システムと連動した緊急放送が可能。
・業務放送設備とのシステム運用が可能。

 ■ チャイム音・楽曲一覧／デジタル音源シリーズ

 ■ 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

Ｇ004     2016年8月　第五版

〒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/

チャイム(電子音) ♪ウエストミンスターの鐘　♪ウエストミンスターの鐘（短）　♪よろこび　♪あおぞら　♪ディドン　その他

♪「ペールギュント」 より 「朝」　♪夜が明けた　♪「四季」 より 「春」

♪小さな世界　♪線路は続くよどこまでも　♪おもちゃの兵隊

♪夕やけこやけ　♪遠き山に日は落ちて　♪峠の我が家

♪アニーローリー　♪ほたるの光

♪ラジオ体操第一（号令入り）

※工場出荷時に本機に挿入されているデジタルチャイムカード（ＣＦカード）に収録

♪ウエストミンスターの鐘　チューブラベル　♪ウエストミンスターの鐘（短）チューブラベル
♪よろこび　チューブラベル　♪あおぞら　チューブラベル　♪ディドン　チューブラベル
♪チャイム1音　チューブラベル　♪チャイム上り3音　チューブラベル　♪チャイム下り3音　チューブラベル
♪アマリリス　ビブラフォン　♪メロディ　ビブラフォン　♪よろこび　グロッケン　♪あおぞら　グロッケン

♪ティンクル1　♪ティンクル2　♪ティンクル3　♪ティンクル4　♪フラワーゴブリン1　♪フラワーゴブリン2
♪フラワーゴブリン 3　♪ベルズオーバーチェア　♪ベルズシンパシー　♪スカイ　イン　ザ　ピース　♪リリィ
♪リバー　♪グッドラック

チャイム(楽器)

朝向け曲

昼向け曲

夕向け曲

夜向け曲

体操

サイン音

分　類 曲　名 曲　数

9 曲

12曲

3曲

3曲

3曲

2曲

1曲

13曲

デジタルボイスファイル
PA ‐ DR600

チャイム音・楽曲一覧

デジタル音源シリーズ
長時間録音再生のアナウンスに対応したデジタルボイスファイル PA‐DR600。



　

 

□ 高画質カメラでモニタリングしたい、離れたところからでも確認したい
□ ゲートやセンサーシステムの外部機器と連動したい　　
□ カメラの映像を保存したい

業種：商業・サービス
目的：防犯、安全

ソリューション

 商業・サービス  ソリューション

   スーパーや小売店の映像監視システムを強化したい

 No.G 006

ゲートシステムなどによるアラーム
対応が可能です。

万引き防止や防犯システムとの連動可能
万引き防止用のゲートシステムや立入禁止
区域への侵入などを検知するセンサーシステム
と連動し、アラーム出力が可能です。モーション
デテクター機能搭載カメラ（ミドル/ハイグレード
モデルに搭載）では、設定範囲内の不審な動き
を自動検知し、アラーム表示/アラーム信号出力
に対応します。

カメラ複数台の映像を高画質収録
できます。

充実の記録装置
カメラ入力6/9/16台に対応するハードディスク
レコーダーをラインアップ。長時間収録やDVDへ
のコピーも可能です。さらにモーションデテクター
（動き検出）機能や音声記録にも対応します。

高解像度カメラによる鮮明映像での
確認、遠隔モニタリングに対応します。

業界最高レベルの高画質とLAN対応HDR
水平解像度 650TV/580TV本の高解像度と
カラー最低被写体照度 0.05 ルクスの高感度
を実現。見たいところを鮮明に映し出します。
ハードディスクレコーダー（HDR）にLAN端子
を装備し、汎用ブラウザ（Internet Explorer）での

遠隔モニタリングと記録済み画像のチェックも
PCで可能です。

 セキュリティカメラシステム
｢ ValueJ ｣ シリーズをご提案いたします 

お客様の
課題

JVCの
ご提案



● 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

＜ カメラ ＞
・36種類 (3段階の機能・仕様グレード、3 種類のレンズ、5 種類のカメラ形状、3種類電源) の豊富なカメララインアップ。

・逆光の黒ツブレを補正するワイドダイナミックレンジ機能。
・音声のマイクユニット対応モデルを用意。
・プライバシーマイク機能。
・昼夜連続モニタリングの「デイ＆ナイト」機能。
・パン/チルト/ズーム操作が可能なコンビネーションカメラも接続対応。

＜ ハードディスクレコーダー ＞
・カメラ毎の高画質記録や長時間記録の選択が可能。
・日時検索やアラーム検索などの充実した検索機能。
・増設用HDD接続可能。
・アラームによる連続記録機能。
・コンビネーションカメラのパン/チルト/ ズーム操作に対応。
・PCネットワーク対応機能対応。

本システムについてのお問い合わせは

Ｇ006     2015年6月　第三版

〒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/



 商業・サービス  ソリューション

　

 
業種：商業・サービス
目的：効率化、安全

ソリューション  No.G 007

□ お客様対応を迅速にしたい、スタッフ間の業務連絡を効率良く行いたい　
□ 多層階や広いエリアで使用したい
□ 非常時や緊急時に一斉連絡をしたい

広域・多層階での情報伝達ニーズに
フレキシブルに対応します。
広範囲で安定した通信のセルステーション
屋外で約100m（屋内は設置条件により約30m
～60m）の通話エリアをカバーするセルステー
ションWD-T300を最大64台まで設置できます。
多層階や広い敷地の施設での使用が可能と
なっています。

緊急を要する指示も報告も素早く
対応可能です。
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。常時接続ですのでストレスなく
素早く連絡が可能です。1.9GHz帯デジタル
通信により漏洩・盗聴対策にも優れています。
また、使用スタイルに応じ、タイピン型、ヘッド
セット型のマイクロホン選択が可能です。さらに、
ロック付マイクロホンはハンズフリー通話に
も対応します。

業務効率を向上させるコミュニケー
ションツールです。
一歩進んだスタッフ間の情報共有に最適
混雑状況などスタッフ全員が情報を共有
することで効率的なお客様対応が可能です。
お問い合わせに対する素早い対応やお客様に
聞かせたくない業務連絡も確実に行えます。
最大96者の同時通話が可能ですので一度に
多くのスタッフ間で情報の共有ができます。
無線局の免許・資格不要ですのでどなたでも
ご使用できます。

   スタッフの業務コミュニケーションを円滑に行いたい

1F

2F

3F

4F

5F

 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

WD-AF30

WD-M300

WD-M310

WD-TR350 WD-TR300

WD-MC30

お客様の
課題

JVCの
ご提案



・最大8グループ設定など自由度の高いグループ運用に対応。
・屋外通話対応。
・多彩な通話機能 (グループ連絡、一斉通話、個別通話、召集通話)。
・外線電話からインカムへ通話可能。
・リチウムイオン電池の採用により、約10時間(WD-TR350)、約15 時間(WD-TR300) の連続通話可能。

 ■ 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

Ｇ007     2015年6月　第二版

 ■ 提案システム

〒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/



　

 

□ レジ周り、ブラインドスポット、バックヤード、駐車場など重点エリアをモニタリングしたい
□ パソコンで管理したい　　
□ カメラ映像の収録や映像の取り出しをしたい

業種：商業・サービス
目的：防犯、安全

ソリューション

 商業・サービス  ソリューション

   パソコンを使用して店舗防犯したい

 No.G 009

汎用パソコンでコントロールでき
ます。
ライブ映像・記録映像もパソコンで操作
カメラの登録も自動設定で簡単に設定でき
ます。操作や映像モニタリングもパソコン画面
で行えます。

高精細での録画、映像エクスポート
に対応します。
カメラのSDHCカードに記録可能
カメラにSD カードスロットを装備、カメラ
映像の記録が可能です。SDカードに記録され
た映像は、パソコンで動画や静止画のエクス
ポートに対応しています。

カメラ9台までの高精細システムを
構築できます。
フルHDの高精細、昼夜連続の24時間モニタ
リング対応
高精細フルHD (1920×1080 ) ネットワーク
カメラVANCS-HD9台までのシステムが可能。
高精細ですのでレジでの紙幣やカードの識別
も容易です。取付エリアに応じて、CS レンズ
マウント型/レンズ一体型/ドーム型/屋外ハウ
ジング一体型/耐衝撃屋外ドーム型の5ライン
アップから設置環境や条件に合わせて選択
できます。

 フルHD高画質のIPセキュリティシステム「 VANCS-HD 」と
システムコントロールソフト「 VN-DC500 」

をご提案いたします 

お客様の
課題

JVCの
ご提案



● 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

＜ 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採用。さらに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 0.3lx (50IRE) を実現。
・様々な設置環境・条件に対応する5 モデルをラインアップ。

＜ システムコントロールソフト「 VN-DC500 」 ＞
・簡単設置、設定が可能。「かんたん設定」により接続機器を自動的に登録。
・使いやすいユーザーインターフェースを採用。
・「イベント検索」機能によりアラームイベントを検索して、アラーム発生時の映像を頭出し再生可能。
・2段階のデジタルズーム、拡大表示中に表示位置変更可能。
・オペーレーションロック機能。

 ■ その他の特長

本システムについてのお問い合わせは

Ｇ009     2015年6月　第三版

 ■ 提案システム

〒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/



 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 

　

 

□ 比較的広いエリアの要所をモニタリングをしたい
□ 見たいエリアやスポットの映像を素早く簡単に映し出したい　
□ 夜間の防犯対策もしたい

業種：商業・サービス
目的：防犯、安全

ソリューション

 商業・サービス  ソリューション

   フル HD の高精細映像でショッピングモール全体を映像モニタリングしたい

 No.G 010

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、
「見る」「録る」「確認する」が容易に行えます。
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。

高感度カメラやセンサーによるアラ
ーム連動が可能です。
デイ＆ナイト機能、アラーム対応機能
暗くなると高感度白黒撮影に切換わるデイ＆
ナイト機能により比較的暗いところでも撮影
が可能です。センサーなどによるアラーム入力
時には、アラーム画面を自動ポップアップし、
マップ上にもアラーム箇所を表示できます。
また、音声通信機能により音声自動警告や音声
双方向通信も対応可能です。

ネットワークカメラシステムで広域
モニタリングに対応できます。
1920×1080の高精細フルHD映像モニタリング
・ネットワークカメラ、ネットワークビデオ
レコーダーなどのネットワーク機器で高精細
モニタリングを可能としています。
・カメラには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 0.3lx (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。

お客様の
課題

JVCの
ご提案



● 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

本システムについてのお問い合わせは

Ｇ010     2015年6月　第四版

 ■ その他の特長
＜ 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 0.3lx（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。
・PCレスのシンプル操作。多彩な機能も、マウス一つで簡単操作を実現。
・記録映像をAVIファイル（動画）やJPEG ファイル（静止画）としてUSBメモリー等にエクスポートできます。
・カメラが捉えた被写体の“動き”を自動検知し、記録を開始するモーション検知機能を搭載。

 H.264+Full HD system

LAN

LAN

モニター

ネットワーク
ビデオレコーダー

HDネットワーク
コンビネーションドームカメラ

HDネットワーク
コンビネーションカメラ

Poe HUB

HUB

システムソフト

XPotect

Enterprise

管理・設定・
ビューワソフト

Smart Client

ビューワ
ソフト

Smart Client

PC クライアントPC

 ■ 提案システム

レンズ一体型 ドーム型CSレンズマウント型 屋外ハウジング一体型 耐衝撃・屋外ドーム型

〒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/



　

 

□ 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：商業・サービス
目的：効率化、音響改善

ソリューション

 商業・サービス  ソリューション

 販促用アナウンスやイベント時に簡単に拡声したい

 No.G 011

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
になっているので販売促進活動や
イベント、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

お客様の
課題

JVCの
ご提案



 ■ 提案システム

本システムについてのお問い合わせは

Ｇ011     2016年8月　第三版

 ■ 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。

〒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/

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



PE-M306 シリーズ

PE-M315 シリーズ

　

 

□ 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：商業・サービス
目的：効率化、安全

ソリューション

 商業・サービス  ソリューション

販促 / 誘導 / 防災活動で手軽に拡声したい

 No.G 012

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。販促用途や誘導時など
様々なシーンで活躍します。また、防災用設備
機器にも最適です。

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

お客様の
課題

JVCの
ご提案



本システムについてのお問い合わせは

Ｇ012     2015年6月　第一版

● 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/



　

 

□ 多層階、多棟や遠隔地など広いエリアをカバーしたい
□ 緊急地震速報と連動したい、離れたところでも対応したい
□ 電力消費を抑えたい

業種：商業・サービス
目的：安全、環境

ソリューション

改正消防法に適用した緊急地震速報
に対応し、離れた所からでも放送でき
る無線機との連動も可能です。
トランシーバー連携、緊急地震速報JEITAガイ
ドライン対応
トランシーバーとの連動で、現場や離れた所
からでも拡声放送ができます。また、非常放送
の放送中でも地震速報を放送したり、停電中
でも非常用バッテリーを使用して地震速報
メッセージを優先して放送できます。

消費電力の大幅低減を実現した放送
設備です。

高効率デジタルパワーアンプEM-A842D/EM-A
822Dの採用
定格出力の1/8W(10W）※1時の消費電力が、
アナログパワーアンプに比べて60％以上※2

低減。非常電源( バッテリー）容量も約40％
削減します。環境に配慮し、ランニングコスト
を大幅に節約できる業務放送を実現します。
※１：世界標準規格 IEC60065 に準拠した通常稼動状態
  　　（BGM などを歪みなく常時放送できる出力レベル）。
※２：当社アナログパワーアンプEM-A083 との比較。

ショッピングセンターや複合商業
施設などに対応します。

多元、多棟の大規模・複雑な業務放送に対応
デジタルマトリックスユニットによる多元放
送、多棟対応ユニットによる多棟放送に対応
でき、組み合わせによる大規模で複雑な業務
放送も可能です。さらに、IPオーディオユニット
によるシステム構築も可能で、ネットワーク
環境による敷設や遠隔地対応などの優位性を
発揮できます。

   大型商業店舗や複合ビルなど大規模施設に非常・業務用放送設備を導入したい

 No.G 013

 商業・サービス  ソリューション

低消費
電力

約60%約60%
消費電力消費電力

デジタルパワーアンプ

ダウン

PN-AP150 EM-1500 シリーズ

非常・業務用放送設備 ｢EM-1500｣シリーズ、
IPオーディオユニット「PN-AP150」をご提案いたします

お客様の
課題

JVCの
ご提案



・320 回線対応
   地震速報の優先放送対応機で、大型施設にも対応可能。
・業務停電放送を標準品で対応
    電源切替ユニットの使用で停電時でもアナウンス放送や地震速報のカウントダウン放送が可能です。
・業務メッセージ内蔵
   あらかじめ20種類を内蔵。最大45種類まで登録可能。
・入力ソース優先順位 23段階
・操作練習モードを搭載
・「一斉マイナス1」＆「一斉はずし」機能
・動作点検機能の強化
・緊急放送のローカル放送遮断

「PN-AP150」
・高品質な音声や音楽、制御信号を LAN/WANを介してリアルタイムに遠隔地に伝送可能
・広域・多地点・多元・通話・高音質を実現し、本部と支部間の遠隔地通話など用途に応じた 4つのモードに対応

 ■ 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。

本システムについてのお問い合わせは

Ｇ013     2016年8月　第二版

〒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/

IPオーディオユニット
PN-AP150PN-AP150

IPオーディオユニット

ネットワーク

多棟仕様 業務放送設備

スピーカー最大320回線

自動火災報知設備

緊急地震速報受信端末

非常業務遠隔操作器
EM-C1500シリーズ(最大320回線)

階別信号（EL)+火災確認信号（EF)
誘導音装置鳴動停止信号（EB)

ラックタイプ非常用放送設備
EM-E1500シリーズ
(最大320回線、2,880W)

非常RM

回線/ブロックRM

一斉RM

インターフェース

構内電話自動電話交換機

マルチリモートマイクロホン
PA-C620

リモートマイクロホン
PA-C50

非常用追加電力ラック
EM-A200シリーズ
(最大2,880W(1ラック))

最大
８台

最大
８台

最大
6台

PA-C51
PA-C52
PA-C53

PA-C51（５回線/ブロック）

PA-C52（10回線/ブロック）

PA-C53（20回線/ブロック）

ページング
トランク

ＰＢＸ

スピーカー

デジタル簡易無線機



　

 
業種：商業・サービス
目的：効率化

ソリューション

 商業・サービス  ソリューション

 お客様へのサービス向上が図れる複数通話が可能なスタッフ連絡用ツールを用意したい

 No.G 014

□ 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

 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

クリアな音声で、素早く複数のスタッフ
と通話が可能ですので、顧客サービス
を満足させるとともに業務効率の改善
が図れます。
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、スムーズ
な接客対応をサポートします。ボタン一つで
瞬時に通話でき、複数のスタッフ間で同時通話
が可能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

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。

充実機能

お客様の
課題

JVCの
ご提案



 ■ 提案システム

本システムについてのお問い合わせは

Ｇ014     2015年7月　第一版

 ■ 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。●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

 ■ 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

〒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/

・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。



　

 
業種：商業・サービス
目的：防犯、安全

ソリューション

 商業・サービス  ソリューション

   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店舗のモニタリングや防犯をしたい

 No.G 015

□ 夜間監視にも対応し、高画質でモニタリングや記録をしたい
□ 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

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防犯を
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

VN-H228 VN-H328

VR-X3108

VN-H28 VN-H228VPR VN-H128WPR

「VN-H28」シリーズと「VR-X3108」をご提案いたします

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

お客様の
課題

JVCの
ご提案



● 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。

本システムについてのお問い合わせは
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 ■ 提案システム ■ 提案システム

 ■ 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

〒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/

＜ 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。　



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

 商業・サービス  ソリューション

目的：防犯、コスト削減　

 
業種：商業・サービス

ソリューション  No.G 016
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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

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

同軸HDカメラ

カメラ電源ユニット

ハードディスクレコーダー

LAN



認証精度の向上が図れます。

IVA（インテリジェントビデオ解析）、顔認証連携
広範囲画角、超高精細に捉えることで認証/解析
システムへの展開が可能で、セキュリティ用途の
強化に対応します。

フルHDの４倍の圧倒的な高精細映像
です。

4K映像（3860×2160）、最大 30fps 配信
4K による全体モニタリングに加え、重点確認
エリアをフルHD/VGA サイズで切り出しでき
る部分詳細モニタリングが可能です。

ショッピングモールなど大規模な商
業施設の広範囲撮影や細部の識別な
どに有効です。
microSDカードに4K映像記録
商業施設のエントランス、大型駐車場な
どの広範囲撮影に適しています。また、紙
幣などの細かい文字の識別に活用できま
す。MicroSD カードスロットをカメラ本
体に装備し、音声付 4K 映像の常時上書き
記録が可能。VMS サーバーやネットワー
クレコーダーへのバックアップも対応で
きます。

FULL HD

VGA

(3860×2160）

(1920×1080）

①ターゲットの
　顔情報を登録

②記録映像から顔検索

③顔情報を元に
　人物を抽出

VN-U178WPRVN-U78

□ フル HDよりも、さらに識別レベルを高めたい
□ より広範囲の撮影をしたい
□ 認証システムと連携したい

   超高精細セキュリティシステムを導入したい

圧倒的高精細の
         「4Kネットワークカメラシステム」をご提案いたします

お客様の
課題

JVCの
ご提案

 商業・サービス  ソリューション

目的：防犯、安全　　

 ソリューション  No.G017
業種：商業・サービス



● 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。

045-443-3065マーケティング部　セキュリティグループ

撮影から表示までのすべてを４Ｋで

「フルサイズ」「縮小」「特定領域」など、多様なサイズで効率的に運用可能

4K撮影 4K記録 4K表示・運用

VGA (640x480) で切り出し

特定領域 の切り出し
フルHD(1920x1080) にリサイズ

縮小

4K(3840x2160) で撮影

フルサイズ

 ■ その他の特長
・パン/チルト/ ズーム操作やプリセットポジションによるオートパトロールも可能な「デジタルPTZ」にも対応。
・双方向音声（マイク内蔵）、各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステム  
　と連携する充実のインタフェースを装備。
・VN-U178WPR はIP66 防塵防水対応の小型筐体を採用した屋外ハウジング一体設計。赤外LED（照射距離約 25m）と電動変倍レンズ 
　搭載。

 ■ 提案システム

G017     2017年9月　第一版



無線機との連動が可能です。

デジタル簡易無線機連携
無線機（別売）からEM-K150 を起動して、
緊急一斉放送ができます。緊急時には、避難
誘導しながら建物内に遠隔放送が可能です。

週間プログラムに対応した館内放送
が行えます。
プログラムタイマー内蔵
開店・閉店などの定時にチャイムやサイン
ミュージックを設定した曜日/時刻/放送エリ
アに放送できます。スケジュールは、曜日毎の
7種類に加え、特別デーなど臨時的な 2種類も
登録可能です。また、多彩な音源も内蔵し、テー
マ曲などのオリジナル音源の追加に対応しま
す。

非常放送／緊急地震放送／業務放送
の 3種類の放送に対応します。
改正消防法に対応
緊急地震の優先放送に対応し、緊急地震速報
を受信すると自動的に放送します。非常時の
メッセージは、日本語と英語の 2ヶ国語を標準
装備しています。 非常時の緊急放送はもちろ
ん、通常は放送設備として報時放送やスタッ
フの呼び出しなどの業務放送に使用できます。

Calender曜日毎の

7種類

臨時の

2種類

EM-K150シリーズ

お客様の
課題

□ 緊急地震速報に対応したい
□ 呼び出しなど業務放送にも使用したい
□ 離れた場所からでも放送したい

業務放送にも使用できる非常用放送設備を導入したい

火災や地震の非常放送に加え、チャイムなど業務放送機能を強化した
「  EM-K150 」シリーズをご提案いたします 

JVCの
ご提案

 商業・サービス  ソリューション

　

 
業種：商業・サービス
目的：安全、防災対策

ソリューション  No.G018



 ■ 提案システム

・前面パネルのライン入力からの放送が可能。
・エネルギー効率に優れたデジタルアンプ（EM-KA80D/KA160D/KA240D/KA400D）に対応。
・音声警報メッセージ日本語/英語（131 種類内蔵、151 種類搭載可能）、業務放送メッセージ最大 43種類（工場出荷時 38種類内蔵）。

 ■ 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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045-443-3064マーケティング部　プロオーディオグループ

非常業務遠隔操作器
EM-C150-20

非常業務遠隔操作器
EM-C154

全棟一斉式
集中リモートマイクユニット
TZ-51536

緊急地震速報端末
火災報知盤など

追加電源ユニット

壁掛型非常業務放送装置
EM-K150シリーズ

デジタルパワーアンプ

ユニットケース

ラックマウント金具

アタッチメント金具

バッテリー

組込可能ユニット

スピーカー

リモートマイクロホン
ラジオチューナーユニット

ワイヤレスチューナーユニット

バッテリー



無線機端末から、直接放送アンプを起動して、館内放送が行えます。

業務放送用のバッテリーやUPSなどを追加することにより、停電時でも放送することが可能です。
平常時は、業務連絡用の無線機として活用できます。

特長

無線機からの拡声放送で、移動/ 避難しながら指示、伝達、誘導できます。

A出口が倒壊！
B出口から避難してください。

A出口が倒壊！
B出口から避難してください。無線機から館内放送する

EM-K150シリーズ

TCP-D251

TCP-D251

緊急時に無線機端末から館内放送できる
「移動通信放送誘導ソリューション」をご提案いたします 

□ 緊急時に、リアルタイムの変化に応じた内容で、離れた所から館内に伝達したい。
□ 緊急時に、放送する本人も避難しながら、避難誘導の館内放送を続けたい。

非常業務放送設備と無線機を連携させ安全対策を進化させたい

お客様の
課題

JVCの
ご提案

 商業・サービス  ソリューション

　

 
業種：商業・サービス

ソリューション  No.G 019

目的：安全



システム構成図例

デジタル無線システム
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045-443-3064マーケティング部　プロオーディオグループ

UPS
（無停電電源装置）

基地型無線機
UHFデジタル簡易無線機
TCM-D244CR

EM-N103

アンテナ

壁掛型非常業務放送装置
（バッテリー搭載）

I/F

　　 ＜防災担当者＞
UHFデジタル簡易無線機
TCP-D251C

　＜危機管理責任者＞
UHFデジタル簡易無線機
TCP-D251C

館内放送
管理者専用機能※1

※2

※2

※2

通話

※1：管理者所有無線機から無線遠隔放送が可能。（管理者専用機能）
※2：簡易無線機（免許局)をご利用の場合は、総務省の免許が必要となります。




