■構成機器と主な仕様
ポータブルトランシーバー WT-TR60

ホールマスター WT-MC60

ホールマスター WT-MC80

マスタートランシーバー WT-T60

ワイヤレスインターカムシステム

WT-T600シリーズ
オープン価格

※

無線局免許・資格不要
●電源：DC15V
（WT-M60より供給）●外形寸法：幅250mm×高さ
63mm×奥行160mm
（フレキシブルマイクロホン含まず）
●質量：
2.1kg（フレキシブルマイクロホン含む）

マスターコントローラー WT-M60

●空中線電力：10mW●受信感度：0dBμ以下
（12dB SINAD）●電源：DC3.6V
（専用充電式
電池）
●使用時間：約16時間
（満充電、
10％使用
率時）●外形寸法：幅53mm×高さ142mm×
厚さ21.5mm●質量：0.15kg
（専用充電式電池
含む）

コントロールマイクロホン WT-UM8

●型式：エレクトレットコンデンサー型
●ケーブル長：0.85m
（伸長時1.2m）
●質量：43g
（ケーブル含む）

イヤホン
（10個）WT-UE50

●電源：DC15V
（WT-M60より供給）
または、
DC12V
（ACアダプターUN110-1210
［別売］
より
供給）
●外形寸法：幅150mm×高さ410mm×
奥行145mm●質量：0.5kg

●電源：AC100V、
50Hz／60Hz●消費電力：21W●モニター出力：
×2、
φ6.3複式フォンジャック、
0dBs±2dBs、
100Ω、
電子平衡●外部
入力：×2、
端子板、
−20dBs、
10kΩ、
トランス平衡●外形寸法：幅
420mm×高さ44mm×奥行280mm
（突起物含まず）
●質量：3.0kg

●空中線電力：10mW●アンテナ：1/4λホイップ
アンテナ●電源：DC15VまたはDC12V●外形
寸法：φ150mm×高さ160mm●質量：0.285kg
（取付金具を除く）

コントロールマイクロホン WT-UM33

コントロールマイクロホン WT-UM12

コントロールマイクロホン WT-UM50

コントロールマイクロホン WT-UM52

●型式：エレクトレットコンデンサー型
●ケーブル長：マイクコード0.7m、
ツインプラグコード0.9m
●質量：85g
（ケーブル含む）

●型式：エレクトレットコンデンサー型
●ケーブル長：マイクコード0.7m、
ツインプラグコード0.8m
●質量：100g
（ケーブル含む）

●型式：エレクトレットコンデンサー型
●ケーブル長：0.8m
●質量：35g
（ケーブル含む）

●型式：＜マイクユニット＞エレクトレット
コンデンサー型＜イヤホン＞ダイナミック型
●コード：＜イヤホンマイク部＞0.65m
＜トークスイッチ部＞0.5m●質量：35g

チャージャー WD-C11

チャージャー WD-C12

■斡旋品
■WT-MC80用壁掛金具 PA-Z50J（サービスパーツ扱い）

■専用バッテリーパック LS31801-002A-S（サービスパーツ扱い）
■専用ACアダプター UN110-1210（サービスパーツ扱い）

●型式：クローズドダイナミックタイプ
●インピーダンス：公称32Ω
●形状：左耳掛け型●ケーブル長：0.7m
●プラグ：2.5φL型、
金メッキ●質量：8.5g

●電源：AC100V、
50Hz／60Hz●消費
電力：22VA●出力：DC4.2V 400mA
（3回路）
●同時充電可能数：最大3台
（WT-TR60、専用バッテリー自動切替）
●充電時間：最大約4時間●外形寸法：
幅260mm×高さ107mm×奥行120mm
●質量：1.0kg

●電源：AC100V、
50Hz／60Hz●消費
電力：42VA ●出力：DC4.2V 400mA
（9回路）●同時充電可能数：最大9台
（ WT-TR60×6、専 用バッテリー×3）
●充電時間：最大約4時間●外形寸法：
幅360mm×高さ107mm×奥行120mm
●質量：1.4kg

●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。

営業本部 営業企画部
プロオーディオグループ

規模や目的に応じてフレキシブルにシステム構築可能。
連携を深めサービス向上へと導くコミュニケーションツール。
カタログ番号
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※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ●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。

業務を効率化し、
お客様の満足へつなげる。
が実現するコミュニケーション改革。

店舗や施設の規模、運用目的に合わせたシステム構築が可能
既存の店舗や施設にも簡単に導入できるシンプルシステム
マスタートランシーバーWT-T60
（親機）
とポータブルトランシーバーWT-TR60
（子機）
のみのシンプルな組み合わせ。
簡単な工事で設置できるため既存の店舗や施設にも導入しやすく、
ローコストで店内コミュニケーションの改善を図れます。

チームワークの
強化

こんなお客様に最適 居酒屋やカフェなどの小規模飲食店
1エリアタイプ（デュアルマスターシステム）

情報共有速度や緊急時の対応力を高め
スタッフ間の連携を強化します

人員配置の
効率化

2エリアタイプ（シングルマスターシステム）

マスタートランシーバー

マスタートランシーバー

WT-T60

顧客満足の
向上

WT-T60

フロア
A

フロア

ポータブルトランシーバー

ポータブルトランシーバー

WT-TR60

ポータブルトランシーバー

WT-TR60

◯子機2台による同時通話
◯子機から特定子機との個別通話（他子機が送信中はできません）
◯子機からの一斉通話 ◯子機台数は無制限

少人数でもムリなくムダもない
事業運営体制を確立します

フロア
B

WT-TR60

◯広いフロアまたは2層階での運用 ◯子機間の交互通話
◯子機からの一斉通話 ◯子機台数は無制限

操作器からの一斉呼び出しや外部音声の送出ができるスタンダードシステム
迅速かつ的確な対応をサポートし
サービスを向上させます

ホールマスターWT-MC60
（操作器）
を事務所などに設置し、
フロア内とコミュニケーションを図るシステム。
メッセージユニットなど外部機器と連動させて、
音声やアラームなどを子機や外部スピーカーに送出することができます。
スーパー、
宴会場／セレモニーホール、
工場／倉庫
こんなお客様に最適 ファミリーレストランなどの中規模飲食店、

1エリアタイプ（デュアルマスターシステム）

子機をグループ別に分けた独立運用が可能
担当別、
フロア別、
売り場別などシステムを2つに分けて運用する

ポータブ ルトランシーバー

特定の機能を設定できる機能ボタン

マスター
トランシーバー

ことにより、
必要な情報を必要なスタッフだけに伝達することができ

「子機の個別通話」
「グループ運用時の一斉通話」
「外部機器の
制御」
の3つの機能のうち、
いずれか1つの機能を設定して子機の

操作により、
そのグループでの通話が可能になります。

機能スイッチで起動させることができます。
1つのシステムの中に異

ホールマスター

事務所

WT-MC60

なった設定の子機を混在させて使用することができるので、
担当者

ボイススクランブル機能
（簡易秘匿機能）
は、
インカムグループ以外
の子機が電波を受信しても、
通話内容を判別できない機能です。

ポータブルトランシーバー

WT-TR60

マスタートランシーバー

操作器の2台設置やグループ運用などが可能なフル機能システム

約80メートル四方のスペースをカバー
1エリアでマスタートランシーバーを中心に半径約60mの範囲を

マスターコントローラーWT-M60を使用することにより、
2系統の

カバー、
約80m×約80mのスペースでの通話が可能です。
2エリア
設置すると約80m×約160mという広い通話スペースとなり大規

2ヵ所からの一斉呼出しや各種アラーム機器との連動、
さらに子機のグループ別の運用といった
ワイヤレスインターカムWT-T600シリーズの機能をフルに活用した充実のコミュニケーションシステムです。
こんなお客様に最適 パチンコパーラー／アミューズメント施設、大型スーパー、養護施設
1エリアタイプ（デュアルマスターシステム）
◯操作器から子機への一斉送信に、
子機1台が応答する2者間通話
◯操作器から子機への個別通話
（最大20台）

模な施設にも余裕で対応します。

外部音声入力とモニター出力が可能になります。
セキュリティ機器

WT-MC60

またはグループ別に知らせることができます。
また外部音声の送出
80m

WT-T60

壁面設置例
約

（他子機、
操作器が送信中はできません）

事務所

◯外部音声入力、
モニター出力各2系統
◯子機台数は無制限

60m
天井設置例

1エリア当りの
通話可能範囲目安
約

80m

◯子機からの一斉送信に子機1台と操作器が
加わった3者間通話
◯子機から特定子機との個別通話

マスター
トランシーバー

WT-T60

マスタートランシーバー

約

の通話状態が保たれます。

（WT-MC80使用の場合）

ホールマスター

と連動させ、
必要に応じてパソコンからのメッセージを流して一斉、
中でも、
子機や操作器の通話に制限が加わることがなく通常どおり

◯外部音声入力、
モニター出力各1系統
◯子機台数は無制限

フロア

の役割別に応じた機能を設定し使い分けることも可能です。

外部に通話内容を聞かれたくないときに便利です。

外部機器の音声やアラームも送出可能

（他子機、
操作器が送信中はできません）

WT-T60

ます。
また別のグループのエリア内へ移動した場合は子機のスイッチ

ボイススクランブル機能を搭載

◯操作器から子機への一斉送信に、
子機1台が応答する2者間通話
◯子機からの一斉送信に、
子機1台と操作器が加わった3者間通話
◯子機から特定子機との個別通話

フロア
事務所

マスターコントローラー
ホールマスター

WT-MC80

WT-M60

ポータブルトランシーバー

WT-TR60

