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月差±5秒（＋25℃）時計精度
水晶発振基準発振
時計：30日以上（0℃～＋40℃）停電補償
西暦年、月、日、曜日、時（24時）、分、秒時刻表示
4000ステップ総ステップ数
99パターン（1パターンあたり最大999ステップ）パターン数
週間／年間スケジュールが設定可能スケジュール
タイマースケジュール設定ソフトウェア付属その他

■主な仕様 ■外形寸法図（単位：mm）
タイマー部

30秒式親時計±24V、ねじ式端子
音声入力（10kΩ、－10dBs）、ねじ式端子

時計校正入力

無電圧メーク接点およびオープンコレクター出力に適合、ねじ式端子制御入力（×2）
リレー接点（DC30V、1A）、ねじ式端子制御出力（×8）
リレー接点（DC30V、1A）、ねじ式端子アンプ電源制御出力
USB標準Bタイプ（本体前面）、RS-232C、D-SUB 9ピンオス（本体後面）通信ポート

入出力部

AC100V、50Hz／60Hz、DC24V電源
11.5W消費電力
0℃～40℃使用温度範囲
幅420mm×高さ44mm×奥行280mm（突起部含まず）外形寸法
約3.8kg質量
フロントパネル：ライトグレーABS樹脂
（マンセル3Y6／0.6近似、日塗工HN-65［2015年］に近似）
トップカバー：ライトグレー塗装鋼板
（マンセル3Y6／0.6近似、日塗工HN-65［2015年］に近似）

仕上

タイマースケジュール設定ソフトウェア（CD-ROM）×1付属品
ラックマウント金具PA-U11（EIA 1U）適合金具

総合部

PCM音源（サンプリング周波数44.1kHz 16ビットモノラルまたは
サンプリング周波数22.05kHz 16ビットモノラルまたはステレオ）

音源

46種類（工場出荷時：ウェストミンスターの鐘、よろこび、あおぞら、
ディンドン、ラジオ体操第一、他）、最大99曲収録可能

チャイム音・楽曲数

CFカード実装済みデジタルチャイムカード

【選択】上、下、右、左ボタン   【機能】1、2、3、4ボタン   【メニュー】ボタン
【決定／実行】ボタン   【戻る／停止】ボタン

操作スイッチ

出力レベル：基準－10dBs、最大8.2dBs±3dB（メインボリューム最大時）
端子：L／Rステレオ、RCAピンジャック（モノラル使用時はLに接続）

チャイム出力

出力レベル：3mW（8Ω～32Ω）
端子：φ3.5複式ミニジャック

ヘッドホン出力

チャイム部

LCD表示：20文字×2行（バックライト付き）
電源表示：緑色LED×1
チャイム動作表示：LED×1

表示部
操作部

■リアパネル

DIGITAL PROGRAM CHIMEDIGITAL PROGRAM CHIME

PA-DT600
デジタルプログラムチャイム

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

週間／年間を通してのスケジュール管理に対応。
高音質かつ多彩なチャイムで幅広い施設運営をサポート。

カタログ番号　K/AVT5042281  Z　　2015年4月作成

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●WindowsおよびWindows Mediaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標
です。●その他、記載された社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。●本カタログ掲載商品の（希望小売）価格は税抜価格にて表記しています。

プロフェッショナルシステムセグメント
国内事業統括部　ソリューション企画部
プロオーディオ戦略グループ

希望小売
価 格 195,000 円（税抜き）



毎日耳にするチャイムを、もっと美しい音色で。
パソコンとの連携でスケジュール管理もより簡単に。

P A - D T 6 0 0P A - D T 6 0 0

●46種類の多彩な音源を内蔵
「ウェストミンスターの鐘」などの定番チャイム音はもちろん、「ラジオ

体操第一」なども付属のデジタルチャイムカード（CFカード）に内蔵

しています。

●用途に合わせて音源を追加
パソコンを使って、校歌や社歌などのオリジナル音源の追加が

可能です。※1

●CDクオリティの高音質
PCM音源（サンプリング周波数44.1kHzまたは22.05kHz 16ビット）

により高音質の再生が可能です。

※1：お客様が新規チャイム登録として新たな楽曲を追加登録する場合には、その楽曲の著作権者などの使用
許諾を得る必要があります。

施設ごとのニーズに合わせて使える多彩な運用形態

外部の演奏機器の再生や自動アナウンス機器の起動が可能です。

4つの「機能ボタン」に任意の動作を割り当てておくことで、ワン

タッチでチャイム鳴動やスケジュール変更が可能です。

●年間スケジュール管理に対応
曜日単位（週間タイムスケジュール管理）のほか、一日単位の設定

（年間タイムスケジュール管理）にも対応。臨時の催しなどにも対応

可能です。

●パソコン画面で簡単に設定
タイマースケジュール設定ソフトウェア（付属）※2で、簡単に設定を

行うことができます（フロント部の操作ボタンでの設定も可能）。

※2：＜対応OS＞Windows 8.1（64ビット）、Windows 8（64ビット）、Windows 7 Home Premium
（SP1, 32／64ビット)、Windows Vista Home Premium（SP2, 32ビット）

　　タイマースケジュールソフトウェアの最新バージョンは、製品ホームページよりダウンロードが可能です。

※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。

週間／年間スケジュール管理に対応

週間スケジュール画面

PA-DT600
デジタルプログラムチャイム

チャイム音・楽曲一覧

　ウェストミンスターの鐘チャイム（電子音）

分類 曲名

♪

　ウェストミンスターの鐘♪
　ウェストミンスターの鐘 チューブラベル
“チューブラベル”は、プロ演奏家による鐘の生楽器による音源です。深い響きは電子音にない温かみがある音色です。

♪
　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♪

　ウェストミンスターの鐘（短）♪ 　よろこび♪ 　あおぞら♪ 　ディンドン♪ 　その他 9曲♪

　「ペールギュント」より「朝」朝向け曲 ♪ 　夜が明けた♪ 　「四季」より「春」

　小さな世界昼向け曲

♪

♪ 　線路は続くよどこまでも♪ 　おもちゃの兵隊♪

3曲

3曲

　タやけこやけ夕向け曲 ♪ 　遠き山に日は落ちて♪ 　峠の我が家♪ 3曲

　ア二一口一リ－夜向け曲 ♪

　ラジオ体操第一（号令入り）体操

サイン音

♪

　ティンクル1♪
　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－♪ 　スカイ イン ザ ピース 13曲♪
　リリィ♪ 　リバ－♪ 　グッドラック♪

　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♪

　ほたるの光♪ 2曲

1曲

　ウェストミンスターの鐘 チューブラベルチャイム（楽器） ♪
　あおぞら 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♪

　ディンドン チューブラベル♪ 　チャイム1音 チューブラベル♪ 12曲
　ウェ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♪

曲数

外部制御出力を8回路内蔵

瞬時に対応する「機能ボタン」
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定時放送 音源追加 機能ボタン その他の機能

始業、休憩、下校時
などのチャイムや
楽曲の放送

始業、休憩、
ラジオ体操などの
チャイムや楽曲の放送

開店・閉店時の
チャイムや楽曲の放送

社歌や式典音楽など
事業所独自の
音源の追加

開店・閉店時の
誘導アナウンスの

追加

36時間スケジュール
管理による

深夜営業への対応

緊急事態の告知など
臨時チャイム音の

送出

定時連絡など
自動アナウンス機器
によるメッセージの

送出

校門照明の
点灯・消灯など
外部機器を制御

校歌や
オリジナルチャイム
など学校独自の
音源の追加

不審者侵入時などの
アラーム音の送出

台風などによる
臨時休校への対応

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
告知音楽の放送

豊富な音源に高音質で対応

　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♪

チャイム4種のサンプル音源をホームページで試聴できます。 https://www3.jvckenwood.com/pro/avc/product/pa-dt600/index.html 

要データ支給

年間スケジュール画面
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