
マスク着用でも声が
はっきり！ 飛沫も抑えられて安心！

両手が自由に使えるTOAの
ハンズフリー拡声器をご提案します。
喉への負担を軽減でき、明瞭に音を届けることができます。喉への負担を軽減でき、明瞭に音を届けることができます。

Bluetooth®搭載機種にスマートフォンで録音した内容を
繰り返し放送することができます。
また、しゃべらずに案内できるため、飛沫を防止できます。

密集しないように
間隔を開けて
お進みください

ER-1000A-BT
希望小売価格 ¥34,800

（税抜）（電池別売）

ハンズフリー
拡声器

※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有しています。TOA株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

■お問い合わせは下記の取扱い店へ

商品の価格•在庫•修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については
取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。
TOAインターネット・ホームページ

https://www.toa.co.jp/

安 全 に 関 す る ご 注 意

設 置 ・ ご 使 用 上 の ご 注 意

ISO14001
ナレッジスクエア

ISO9001
ナレッジスクエア
本社
東京事務所
大阪事務所

2022.04
●このカタログは2022年2月現在の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.D-074 TH03
　価格は2022年4月の改定価格を反映しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費
用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに
掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があ
ります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合がありま
す。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造して
おりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には
電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに
掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度の
ある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることを
お勧めします。●非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられています。
●保守点検・修理の期間、費用等はお買い上げの販売店にご相談ください。

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、
　　　　　　　　　 消費税は含まれておりません。

この印刷物は環境に配慮し、植物油インキで制作しています。

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、環境の
「ISO14001」の認証登録企業です。

JMl-0020 JQA-EM1400

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用い
たします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに
関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

商品の技術的なお問い合わせ
TOAお客様相談センター

0120-108-117
0570-064-475
0570-017-108

ナビダイヤル
〈通話料有料〉

固定電話専用
〈通話料無料〉

携帯

FAX

受付時間

※ PHS/IP電話からは
　 つながりません。

（土日、祝日除く）9:00   17:00
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イベントでの
拡声や誘導に

ハンズフリーでの
拡声に

防災訓練や
交通教室に

小規模な運動会や
夏祭りなどの
イベントに

自治会、町内会、
協議会等の集会に

宝くじ助成金を
活用して拡声機器が
購入できます！

助成制度についてのさらに詳しい説明は、一般財団法人 自治総合センターホームページ （https://www.jichi-sogo.jp/）をご覧ください。

申
請
か
ら
決
定
ま
で
の
流
れ

コミュニティ組織
（自治会、町内会、協議会等）

コミュニティ組織
（自治会、町内会、協議会等）

コミュニティ組織（自治会、町
内会、協議会等）が所轄の市区
町村に「コミュニティ助成事業 
助成申請書」を提出します。

市区町村
市区町村の担当部署が、コミュ
ニティ組織より申請された申請
書の照会・取りまとめを行い、
都道府県に申請します。

都道府県
都道府県の担当部署が、市区
町村より申請された申請書の
精査を行い、（財）自治総合セン
ターに申請書を提出します。

（財）自治総合センター
（財）自治総合センターが助成
事業の採択を決定します。

実績報告書を提出します。

※内容等により不採択となる場合が
　ありますので、ご注意ください。

※広報誌等での
　「宝くじ助成金で整備した」等の
　広報活動が必要です。

決定助成金
還元

「宝くじ助成金（通称：コミュニティ助成事業）」とは、「一般財団法人 自治総合センター」が行っている宝くじの社会

貢献広報事業です。地域のコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、

地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動

の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するための制度になります。

宝くじ助成金ご存知
ですか？

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、
地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げる事を目指すもので、
コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業。

一般コミュニティ助成事業

助成対象団体
市区町村（政令指定都市は除
く。以下同様）広域連合、一部
事務組合及び地方自治法の
規定に基づき設置された協
議会。

助成金額 助成対象経費
コミュニティ活動
に直接必要な設備
（建築物、消耗品
は除く）の整備に
要する経費。

助成事業の要件
一般コミュニティ助成事業

事 業 実 施 主 体
が、市区町村、ま
たは市区町村が
認めるコミュニ
ティ組織。

一般コミュニティ助成事業
100万円から250万円までの
10万円単位
（10万円未満は
切り捨て）。



メガホンメガホン
各種催しや集会などでの拡声、防災備品としてさまざまに活用。各種催しや集会などでの拡声、防災備品としてさまざまに活用。

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
※通達距離はJEITA（電子情報技術産業協会）規格に基づいています。音声時の通達距離です。

到達距離
約100mハンズフリー拡声器

※装着した場合、
　最大ウエスト
　サイズの目安は
　150cmです。

ハンド型メガホン 到達距離
約315～400m中型

中型 大型

到達距離
約125 ～160m

到達距離
約250mハンド型メガホン 小型小型メガホン

メガホン 到達距離
約400m メガホン 到達距離

約800m

TOA メガホン早わかり比較
TOAの小型、中型、大型の各種メガホンのサイズを、
実際に手に持った状態、肩にかけた状態の比較ができます。

https://www.toa.co.jp/products/megaphone/hikaku/

TOA　メガホン早わかり 検　索

両手が自由に使えるメガホン。 伸縮ベルト（ワンタッチバックル）を採用。腰にジャストフィット。
簡単に操作できる大型スイッチを採用。 本体重量約480gの軽量タイプ。

10個入り。

Bluetooth®対応

ER-1000A-BK
希望小売価格 ¥28,000

（税抜）（電池別売）

スタイリッシュなブラック

ER-1115
希望小売価格 ¥21,800

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン

ER-2115
希望小売価格 ¥27,500

（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン
ER-2115W
希望小売価格 ¥30,800

（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン

ER-1115W
希望小売価格 ¥26,000

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1115S
希望小売価格 ¥26,000

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-3115
希望小売価格 ¥28,400

（税抜）（電池別売）

ハンドル付ショルダーメガホン

ER-1103
希望小売価格 ¥9,700

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1106
希望小売価格 ¥14,100

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1106W
希望小売価格¥16,300

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1106S
希望小売価格 ¥16,300

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン

ER-604W
希望小売価格 ¥24,200

（税抜）（電池別売）

ショルダー型
コンパクトメガホン

ER-1000A-WH
希望小売価格 ¥28,000

（税抜）（電池別売）

定番のホワイト

ER-1000A-YL
希望小売価格 ¥28,000

（税抜）（電池別売）

視認性が高く安全色のイエロー

ER-1000A-BT
希望小売価格 ¥34,800

（税抜）（電池別売）

Bluetooth®機能搭載

関連商品

WTU-1720

¥31,500（税抜）

ワイヤレス
チューナーユニット

希望小売価格
WM-1220

¥45,200（税抜）

ワイヤレス
マイクロホン

希望小売価格
WH-4000A

¥11,000（税抜）

ヘッドセット
マイクロホン

希望小売価格
ST-16A

¥16,900（税抜）

スピーカー
スタンド

希望小売価格
SP-1100

¥4,200（税抜）

壁掛金具

希望小売価格

ER-1000PJ

¥2,000（税抜）

延長ベルト

希望小売価格

WH-4000S

¥2,200（税抜）

ウインドスクリーン

希望小売価格

AUX入力 ・
マイク入力可、
WH-4000A
使用可。

関連商品

ER-2130W
希望小売価格 ¥39,600

（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン

AUX入力 ・ マイク入力可。

ER-2830W
希望小売価格 ¥48,400（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン

AUX入力 ・ マイク入力可。

ワイヤレスチューナーユニットWTU-1720を装着することで、
WM-1220をご使用になれます。

ポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカーポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカー
屋外での拡声や広い部屋での会議に。持ち運びカンタンで、最適な音をお届け。

ワイヤレスが途切れにくいワイヤレスが途切れにくい コストパフォーマンスに優れたコストパフォーマンスに優れた 屋内外でのさまざまなイベントや会議に

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

周辺機器

増設用

WTU-1720

¥31,500（税抜）

シングルチューナーユニット

希望小売価格

増設用

WTU-1820

¥57,800（税抜）

ダイバシティチューナーユニット

希望小売価格

増設用

WTU-D2810

¥88,000（税抜）

デジタルワイヤレスチューナーユニット

希望小売価格

WM-1220

¥45,200（税抜）

ワイヤレスマイクロホン

希望小売価格

WM-1320

¥51,500（税抜）
希望小売価格

WM-D1310

¥79,400（税抜）
希望小売価格

※ダイバシティ方式とは…アンテナ回路が2系統のものを言います。比較的広い場所（30×30m）や、マイクロホンを持つ人が動き回ったり、ワイヤレスの途切れの多い空間での使用に適しています。

ポータブルワイヤレスアンプ

ワイヤレスマイク充実セット例

ワイヤレスマイクを
3本使用可能

ダイバシティタイプ(WA-2800)は
アルカリ乾電池使用時：約15時間、
ニッケル水素充電池使用時：
約12時間使用可能。

持ち運びしやすいコンパクトサイズ。
2ウェイスピーカー内蔵。最大30W。

ワイヤレスマイクロホン3本、
有線マイク2本まで使用可能
（チューナーユニットの増設が必要）。

WA-2800
希望小売価格 ¥119,000（税抜）
WA-2800CD
希望小売価格 ¥159,000（税抜）
WA-2800SC
希望小売価格 ¥199,000（税抜）

CD・SD・USB付

※ハンドル部のみ抗菌処理を施しています。

WA-2800シリーズ

WA-2700SC
希望小売価格 ¥174,000（税抜）

WA-2700
希望小売価格 ¥86,000（税抜）
WA-2700CD
希望小売価格 ¥134,000（税抜）

WA-2700シリーズ

CD・SD・USB付

CDプレーヤー付

※ハンドル部のみ抗菌処理を施しています。

ワイヤレスアンプ CD/SD/USB付 WA-2800SC ￥199,000（税抜）
ダイバシティチューナーユニット WTU-1820 × 2 ￥115,600（税抜）
ワイヤレスマイク ハンド型 WM-1220 × 2 ￥90,400（税抜）
ワイヤレスマイク タイピン型 WM-1320 × 1 ￥51,500（税抜）
合計金額（希望小売価格）  ￥456,500（税抜）

ダイバシティ方式
だから安心

組込済

基本セット例

ワイヤレスアンプ WA-2800 ￥119,000（税抜）
ワイヤレスマイク ハンド型 WM-1220 ￥45,200（税抜）
合計金額（希望小売価格）     ￥164,200（税抜）

屋外での夏祭り、防災訓練などに。持ち運びも設営もカンタン。

夏祭りや
防災訓練
などに

夏祭りや
防災訓練
などに

ポータブルPAシステム 広さ150～400㎡の場所でのご利用に

スピーカー
別売

最大でワイヤレスマイクロホン４本、有線マイク３本を同時使用可能。

電源はAC100V・DC14V（自動車用12Vバッテリー）の2電源方式。
ワイヤレスマイクロホンは、ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）2台増設で最大4本まで使用可能。

広さ100㎡以下の場所でのご利用に

背面部

組込済
USB

SD

ダイバシティ シングル
抗菌

CDプレーヤー付

ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）1台内臓 抗菌シングルチューナーユニット（WTU-1720）1台内臓

WM-D1210

¥76,000（税抜）
希望小売価格

デジタルワイヤレスマイクロホン
WB-WA2000

¥27,500（税抜）
希望小売価格

ニッケル水素充電池

YR-WA2000

¥5,500（税抜）
希望小売価格

アクセサリーソケット
接続ケーブル

KZ-65A
¥409,500（税抜）
ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）2台内臓
CDプレーヤー内蔵 65W×2ch 4Ω

CDプレーヤー内蔵 30W×2ch 4Ω

希望小売価格

KZ-30A
¥378,000（税抜）
ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）2台内臓

希望小売価格

屋外での夏祭り、防災訓練などに。持ち運びも設営もカンタン。

煩わしいケーブルの引き回しが不要。屋外イベントでの使用にも対応。

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

ワイヤレスマイクミキサー
ワイヤレスパワードスピーカー

ワイヤレス
マイクミキサー

音楽プレーヤー

CDプレーヤー
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屋外の広い場所で
の

催し、イベントに
屋外の広い場所で

の

催し、イベントに

システム例

※チューナーユニットを1台内蔵しています。ワイヤレスマイクロホンを
　2本使用される場合は、チューナーユニットWTU-1820を1台増設
　してください。

ワイヤレスパワードスピーカー
＋

スピーカースタンド

AC100V

ポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカーポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカー

800MHｚ帯

移動用PAシステム 広さ3,000～8,000㎡の場所でのご利用に

広さ400㎡の場所を
超える場所でのご利用に

●入力4CHのミキサー機能を備えた
　800MHz帯のワイヤレスマイク。
●縦横16.6cmのコンパクトボディー。
●収納式本体マイクを1本装備。
●入力3.4はマイク/ライン切替式で
　MD・CDプレーヤーの音声も送信可能。
●内蔵式アンテナを採用。

●防水性能（JIS C 0920 保護等級：IP22）・防塵
　性能を装備し、屋外でも使用可能。
●定格出力100Wのパワーアンプを内蔵、出力音圧
　レベル117dBの大出力で広いエリアに拡声可能。
●取っ手付で持ち運びも簡単、仮設PAにも最適。
●ワイヤレスマイクロホン2本（80OMHz帯
　ダイバシティチューナー搭載※）、 
　有線マイクロホン2本、CDプレーヤー等
　外部機器1台の合計5系統のミキシングが可能。

●高さ：900mm
●質量：約4.6kg

アンプ・スピーカー・スタンド組み合わせ例

コンパクト収納で
持ち運びカンタン コンボ

ジャック！

KZ-120SC／KZ-120SC-H

KZ-534

KZ-120SC
KZ-1200
＋KZ-1200C

KZ-1200
＋KZ-1200C

KZ-1200

KZ-５３４

KZ-１２０SC

KZ‐100WS

KZ‐100ST

KZ-1200 収納時

※ハイインピーダンススピーカーと組み合わせてご使用ください

移動用PAアンプ 
120W×2  CD付
KZ-120CD
希望小売価格¥294,000 （税抜）

移動用PAアンプ
120W×2  SUC付
KZ-120SC
希望小売価格 ¥336,000（税抜）

ワイヤレスマイクミキサー
WM-1510
希望小売価格 
¥73,500（税抜）

ワイヤレスパワードスピーカー
KZ-100WS
希望小売価格 
¥236,500（税抜）

KZ‐100WS用
スピーカースタンド
KZ-100ST
希望小売価格 
¥37,800（税抜）

120W×2ch CDプレーヤー内蔵

120W×2ch SD・USB・CD付

U
SBSD

U
SBSD

4Ω

4Ω

移動用PAアンプ
120W×2  SUC付
KZ-120SC-H
希望小売価格 ¥336,000（税抜）
120W×2ch

マイク付 ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）1台内臓

SD・USB・CD付83Ω

ハイインピーダンススピーカー
対応機種を新たにラインアップ KZ-120CD

本体マイクを
伸ばした状態

組み合わせた状態

●デジタルパワーアンプによる大出力の仮設PAシステムを構築。
●最適な音質を「標準」「屋内」「ダンス」「聞こえサポート」の4パターン
から選択できるシーンモードを搭載。
●音量自動調整機能、ハウリング抑制機能、ミュート機能などの便利な機能を装備。
●CDプレーヤーは、ギャップレス再生に対応（市販のオーディオCDのみ）。
●CDに加えてSD／USBユニットも実装し、幅広い音源再生が可能（MP3、
WMA）。また、再生スピードを変えても自然な音で再生される音程保
持機能を搭載（SD/USBユニットのみ）。

同時使用可
ワイヤレスマイク４本（＊）
有線マイク3本

（＊）Bluetoothユニット使用時は3本

デジタルワイヤレスチューナーユニット（WTU-D2810）組込可

ワイヤレスチューナーユニット（WTU-1820）組込可

Bluetoothユニット（WTU-BT０１）組込可

KZ-120シリーズ
概算価格

シミュレーション

移動用PAシステムKZ-120シリーズのセットシミュレーションを行えるコンテンツを
公開しています。拡声が必要な広さ、用途。必要なマイク本数や演奏機器を
選択することで、ご要望に応じたシステムの概算価格をシミュレーションできます。

TOA　KZ早わかり 検　索

800MHｚ帯800MHｚ帯

800MHｚ帯



メガホンメガホン
各種催しや集会などでの拡声、防災備品としてさまざまに活用。各種催しや集会などでの拡声、防災備品としてさまざまに活用。

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
※通達距離はJEITA（電子情報技術産業協会）規格に基づいています。音声時の通達距離です。

到達距離
約100mハンズフリー拡声器

※装着した場合、
　最大ウエスト
　サイズの目安は
　150cmです。

ハンド型メガホン 到達距離
約315～400m中型

中型 大型

到達距離
約125 ～160m

到達距離
約250mハンド型メガホン 小型小型メガホン

メガホン 到達距離
約400m メガホン 到達距離

約800m

TOA メガホン早わかり比較
TOAの小型、中型、大型の各種メガホンのサイズを、
実際に手に持った状態、肩にかけた状態の比較ができます。

https://www.toa.co.jp/products/megaphone/hikaku/

TOA　メガホン早わかり 検　索

両手が自由に使えるメガホン。 伸縮ベルト（ワンタッチバックル）を採用。腰にジャストフィット。
簡単に操作できる大型スイッチを採用。 本体重量約480gの軽量タイプ。

10個入り。

Bluetooth®対応

ER-1000A-BK
希望小売価格 ¥28,000

（税抜）（電池別売）

スタイリッシュなブラック

ER-1115
希望小売価格 ¥21,800

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン

ER-2115
希望小売価格 ¥27,500

（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン
ER-2115W
希望小売価格 ¥30,800

（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン

ER-1115W
希望小売価格 ¥26,000

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1115S
希望小売価格 ¥26,000

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-3115
希望小売価格 ¥28,400

（税抜）（電池別売）

ハンドル付ショルダーメガホン

ER-1103
希望小売価格 ¥9,700

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1106
希望小売価格 ¥14,100

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1106W
希望小売価格¥16,300

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1106S
希望小売価格 ¥16,300

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン

ER-604W
希望小売価格 ¥24,200

（税抜）（電池別売）

ショルダー型
コンパクトメガホン

ER-1000A-WH
希望小売価格 ¥28,000

（税抜）（電池別売）

定番のホワイト

ER-1000A-YL
希望小売価格 ¥28,000

（税抜）（電池別売）

視認性が高く安全色のイエロー

ER-1000A-BT
希望小売価格 ¥34,800

（税抜）（電池別売）

Bluetooth®機能搭載

関連商品

WTU-1720

¥31,500（税抜）

ワイヤレス
チューナーユニット

希望小売価格
WM-1220

¥45,200（税抜）

ワイヤレス
マイクロホン

希望小売価格
WH-4000A

¥11,000（税抜）

ヘッドセット
マイクロホン

希望小売価格
ST-16A

¥16,900（税抜）

スピーカー
スタンド

希望小売価格
SP-1100

¥4,200（税抜）

壁掛金具

希望小売価格

ER-1000PJ

¥2,000（税抜）

延長ベルト

希望小売価格

WH-4000S

¥2,200（税抜）

ウインドスクリーン

希望小売価格

AUX入力 ・
マイク入力可、
WH-4000A
使用可。

関連商品

ER-2130W
希望小売価格 ¥39,600

（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン

AUX入力 ・ マイク入力可。

ER-2830W
希望小売価格 ¥48,400（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン

AUX入力 ・ マイク入力可。

ワイヤレスチューナーユニットWTU-1720を装着することで、
WM-1220をご使用になれます。

ポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカーポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカー
屋外での拡声や広い部屋での会議に。持ち運びカンタンで、最適な音をお届け。

ワイヤレスが途切れにくいワイヤレスが途切れにくい コストパフォーマンスに優れたコストパフォーマンスに優れた 屋内外でのさまざまなイベントや会議に

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

周辺機器

増設用

WTU-1720

¥31,500（税抜）

シングルチューナーユニット

希望小売価格

増設用

WTU-1820

¥57,800（税抜）

ダイバシティチューナーユニット

希望小売価格

増設用

WTU-D2810

¥88,000（税抜）

デジタルワイヤレスチューナーユニット

希望小売価格

WM-1220

¥45,200（税抜）

ワイヤレスマイクロホン

希望小売価格

WM-1320

¥51,500（税抜）
希望小売価格

WM-D1310

¥79,400（税抜）
希望小売価格

※ダイバシティ方式とは…アンテナ回路が2系統のものを言います。比較的広い場所（30×30m）や、マイクロホンを持つ人が動き回ったり、ワイヤレスの途切れの多い空間での使用に適しています。

ポータブルワイヤレスアンプ

ワイヤレスマイク充実セット例

ワイヤレスマイクを
3本使用可能

ダイバシティタイプ(WA-2800)は
アルカリ乾電池使用時：約15時間、
ニッケル水素充電池使用時：
約12時間使用可能。

持ち運びしやすいコンパクトサイズ。
2ウェイスピーカー内蔵。最大30W。

ワイヤレスマイクロホン3本、
有線マイク2本まで使用可能
（チューナーユニットの増設が必要）。

WA-2800
希望小売価格 ¥119,000（税抜）
WA-2800CD
希望小売価格 ¥159,000（税抜）
WA-2800SC
希望小売価格 ¥199,000（税抜）

CD・SD・USB付

※ハンドル部のみ抗菌処理を施しています。

WA-2800シリーズ

WA-2700SC
希望小売価格 ¥174,000（税抜）

WA-2700
希望小売価格 ¥86,000（税抜）
WA-2700CD
希望小売価格 ¥134,000（税抜）

WA-2700シリーズ

CD・SD・USB付

CDプレーヤー付

※ハンドル部のみ抗菌処理を施しています。

ワイヤレスアンプ CD/SD/USB付 WA-2800SC ￥199,000（税抜）
ダイバシティチューナーユニット WTU-1820 × 2 ￥115,600（税抜）
ワイヤレスマイク ハンド型 WM-1220 × 2 ￥90,400（税抜）
ワイヤレスマイク タイピン型 WM-1320 × 1 ￥51,500（税抜）
合計金額（希望小売価格）  ￥456,500（税抜）

ダイバシティ方式
だから安心

組込済

基本セット例

ワイヤレスアンプ WA-2800 ￥119,000（税抜）
ワイヤレスマイク ハンド型 WM-1220 ￥45,200（税抜）
合計金額（希望小売価格）     ￥164,200（税抜）

屋外での夏祭り、防災訓練などに。持ち運びも設営もカンタン。

夏祭りや
防災訓練
などに

夏祭りや
防災訓練
などに

ポータブルPAシステム 広さ150～400㎡の場所でのご利用に

スピーカー
別売

最大でワイヤレスマイクロホン４本、有線マイク３本を同時使用可能。

電源はAC100V・DC14V（自動車用12Vバッテリー）の2電源方式。
ワイヤレスマイクロホンは、ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）2台増設で最大4本まで使用可能。

広さ100㎡以下の場所でのご利用に

背面部

組込済
USB

SD

ダイバシティ シングル
抗菌

CDプレーヤー付

ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）1台内臓 抗菌シングルチューナーユニット（WTU-1720）1台内臓

WM-D1210

¥76,000（税抜）
希望小売価格

デジタルワイヤレスマイクロホン
WB-WA2000

¥27,500（税抜）
希望小売価格

ニッケル水素充電池

YR-WA2000

¥5,500（税抜）
希望小売価格

アクセサリーソケット
接続ケーブル

KZ-65A
¥409,500（税抜）
ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）2台内臓
CDプレーヤー内蔵 65W×2ch 4Ω

CDプレーヤー内蔵 30W×2ch 4Ω

希望小売価格

KZ-30A
¥378,000（税抜）
ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）2台内臓

希望小売価格

屋外での夏祭り、防災訓練などに。持ち運びも設営もカンタン。

煩わしいケーブルの引き回しが不要。屋外イベントでの使用にも対応。

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

ワイヤレスマイクミキサー
ワイヤレスパワードスピーカー

ワイヤレス
マイクミキサー

音楽プレーヤー

CDプレーヤー
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屋外の広い場所で
の

催し、イベントに
屋外の広い場所で

の

催し、イベントに

システム例

※チューナーユニットを1台内蔵しています。ワイヤレスマイクロホンを
　2本使用される場合は、チューナーユニットWTU-1820を1台増設
　してください。

ワイヤレスパワードスピーカー
＋

スピーカースタンド

AC100V

ポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカーポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカー

800MHｚ帯

移動用PAシステム 広さ3,000～8,000㎡の場所でのご利用に

広さ400㎡の場所を
超える場所でのご利用に

●入力4CHのミキサー機能を備えた
　800MHz帯のワイヤレスマイク。
●縦横16.6cmのコンパクトボディー。
●収納式本体マイクを1本装備。
●入力3.4はマイク/ライン切替式で
　MD・CDプレーヤーの音声も送信可能。
●内蔵式アンテナを採用。

●防水性能（JIS C 0920 保護等級：IP22）・防塵
　性能を装備し、屋外でも使用可能。
●定格出力100Wのパワーアンプを内蔵、出力音圧
　レベル117dBの大出力で広いエリアに拡声可能。
●取っ手付で持ち運びも簡単、仮設PAにも最適。
●ワイヤレスマイクロホン2本（80OMHz帯
　ダイバシティチューナー搭載※）、 
　有線マイクロホン2本、CDプレーヤー等
　外部機器1台の合計5系統のミキシングが可能。

●高さ：900mm
●質量：約4.6kg

アンプ・スピーカー・スタンド組み合わせ例

コンパクト収納で
持ち運びカンタン コンボ

ジャック！

KZ-120SC／KZ-120SC-H

KZ-534

KZ-120SC
KZ-1200
＋KZ-1200C

KZ-1200
＋KZ-1200C

KZ-1200

KZ-５３４

KZ-１２０SC

KZ‐100WS

KZ‐100ST

KZ-1200 収納時

※ハイインピーダンススピーカーと組み合わせてご使用ください

移動用PAアンプ 
120W×2  CD付
KZ-120CD
希望小売価格¥294,000 （税抜）

移動用PAアンプ
120W×2  SUC付
KZ-120SC
希望小売価格 ¥336,000（税抜）

ワイヤレスマイクミキサー
WM-1510
希望小売価格 
¥73,500（税抜）

ワイヤレスパワードスピーカー
KZ-100WS
希望小売価格 
¥236,500（税抜）

KZ‐100WS用
スピーカースタンド
KZ-100ST
希望小売価格 
¥37,800（税抜）

120W×2ch CDプレーヤー内蔵

120W×2ch SD・USB・CD付

U
SBSD

U
SBSD

4Ω

4Ω

移動用PAアンプ
120W×2  SUC付
KZ-120SC-H
希望小売価格 ¥336,000（税抜）
120W×2ch

マイク付 ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）1台内臓

SD・USB・CD付83Ω

ハイインピーダンススピーカー
対応機種を新たにラインアップ KZ-120CD

本体マイクを
伸ばした状態

組み合わせた状態

●デジタルパワーアンプによる大出力の仮設PAシステムを構築。
●最適な音質を「標準」「屋内」「ダンス」「聞こえサポート」の4パターン
から選択できるシーンモードを搭載。
●音量自動調整機能、ハウリング抑制機能、ミュート機能などの便利な機能を装備。
●CDプレーヤーは、ギャップレス再生に対応（市販のオーディオCDのみ）。
●CDに加えてSD／USBユニットも実装し、幅広い音源再生が可能（MP3、
WMA）。また、再生スピードを変えても自然な音で再生される音程保
持機能を搭載（SD/USBユニットのみ）。

同時使用可
ワイヤレスマイク４本（＊）
有線マイク3本

（＊）Bluetoothユニット使用時は3本

デジタルワイヤレスチューナーユニット（WTU-D2810）組込可

ワイヤレスチューナーユニット（WTU-1820）組込可

Bluetoothユニット（WTU-BT０１）組込可

KZ-120シリーズ
概算価格

シミュレーション

移動用PAシステムKZ-120シリーズのセットシミュレーションを行えるコンテンツを
公開しています。拡声が必要な広さ、用途。必要なマイク本数や演奏機器を
選択することで、ご要望に応じたシステムの概算価格をシミュレーションできます。

TOA　KZ早わかり 検　索

800MHｚ帯800MHｚ帯

800MHｚ帯



メガホンメガホン
各種催しや集会などでの拡声、防災備品としてさまざまに活用。各種催しや集会などでの拡声、防災備品としてさまざまに活用。

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
※通達距離はJEITA（電子情報技術産業協会）規格に基づいています。音声時の通達距離です。

到達距離
約100mハンズフリー拡声器

※装着した場合、
　最大ウエスト
　サイズの目安は
　150cmです。

ハンド型メガホン 到達距離
約315～400m中型

中型 大型

到達距離
約125 ～160m

到達距離
約250mハンド型メガホン 小型小型メガホン

メガホン 到達距離
約400m メガホン 到達距離

約800m

TOA メガホン早わかり比較
TOAの小型、中型、大型の各種メガホンのサイズを、
実際に手に持った状態、肩にかけた状態の比較ができます。

https://www.toa.co.jp/products/megaphone/hikaku/

TOA　メガホン早わかり 検　索

両手が自由に使えるメガホン。 伸縮ベルト（ワンタッチバックル）を採用。腰にジャストフィット。
簡単に操作できる大型スイッチを採用。 本体重量約480gの軽量タイプ。

10個入り。

Bluetooth®対応

ER-1000A-BK
希望小売価格 ¥28,000

（税抜）（電池別売）

スタイリッシュなブラック

ER-1115
希望小売価格 ¥21,800

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン

ER-2115
希望小売価格 ¥27,500

（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン
ER-2115W
希望小売価格 ¥30,800

（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン

ER-1115W
希望小売価格 ¥26,000

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1115S
希望小売価格 ¥26,000

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-3115
希望小売価格 ¥28,400

（税抜）（電池別売）

ハンドル付ショルダーメガホン

ER-1103
希望小売価格 ¥9,700

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1106
希望小売価格 ¥14,100

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1106W
希望小売価格¥16,300

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン
ER-1106S
希望小売価格 ¥16,300

（税抜）（電池別売）

ハンド型メガホン

ER-604W
希望小売価格 ¥24,200

（税抜）（電池別売）

ショルダー型
コンパクトメガホン

ER-1000A-WH
希望小売価格 ¥28,000

（税抜）（電池別売）

定番のホワイト

ER-1000A-YL
希望小売価格 ¥28,000

（税抜）（電池別売）

視認性が高く安全色のイエロー

ER-1000A-BT
希望小売価格 ¥34,800

（税抜）（電池別売）

Bluetooth®機能搭載

関連商品

WTU-1720

¥31,500（税抜）

ワイヤレス
チューナーユニット

希望小売価格
WM-1220

¥45,200（税抜）

ワイヤレス
マイクロホン

希望小売価格
WH-4000A

¥11,000（税抜）

ヘッドセット
マイクロホン

希望小売価格
ST-16A

¥16,900（税抜）

スピーカー
スタンド

希望小売価格
SP-1100

¥4,200（税抜）

壁掛金具

希望小売価格

ER-1000PJ

¥2,000（税抜）

延長ベルト

希望小売価格

WH-4000S

¥2,200（税抜）

ウインドスクリーン

希望小売価格

AUX入力 ・
マイク入力可、
WH-4000A
使用可。

関連商品

ER-2130W
希望小売価格 ¥39,600

（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン

AUX入力 ・ マイク入力可。

ER-2830W
希望小売価格 ¥48,400（税抜）（電池別売）

ショルダー型メガホン

AUX入力 ・ マイク入力可。

ワイヤレスチューナーユニットWTU-1720を装着することで、
WM-1220をご使用になれます。

ポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカーポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカー
屋外での拡声や広い部屋での会議に。持ち運びカンタンで、最適な音をお届け。

ワイヤレスが途切れにくいワイヤレスが途切れにくい コストパフォーマンスに優れたコストパフォーマンスに優れた 屋内外でのさまざまなイベントや会議に

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

周辺機器

増設用

WTU-1720

¥31,500（税抜）

シングルチューナーユニット

希望小売価格

増設用

WTU-1820

¥57,800（税抜）

ダイバシティチューナーユニット

希望小売価格

増設用

WTU-D2810

¥88,000（税抜）

デジタルワイヤレスチューナーユニット

希望小売価格

WM-1220

¥45,200（税抜）

ワイヤレスマイクロホン

希望小売価格

WM-1320

¥51,500（税抜）
希望小売価格

WM-D1310

¥79,400（税抜）
希望小売価格

※ダイバシティ方式とは…アンテナ回路が2系統のものを言います。比較的広い場所（30×30m）や、マイクロホンを持つ人が動き回ったり、ワイヤレスの途切れの多い空間での使用に適しています。

ポータブルワイヤレスアンプ

ワイヤレスマイク充実セット例

ワイヤレスマイクを
3本使用可能

ダイバシティタイプ(WA-2800)は
アルカリ乾電池使用時：約15時間、
ニッケル水素充電池使用時：
約12時間使用可能。

持ち運びしやすいコンパクトサイズ。
2ウェイスピーカー内蔵。最大30W。

ワイヤレスマイクロホン3本、
有線マイク2本まで使用可能
（チューナーユニットの増設が必要）。

WA-2800
希望小売価格 ¥119,000（税抜）
WA-2800CD
希望小売価格 ¥159,000（税抜）
WA-2800SC
希望小売価格 ¥199,000（税抜）

CD・SD・USB付

※ハンドル部のみ抗菌処理を施しています。

WA-2800シリーズ

WA-2700SC
希望小売価格 ¥174,000（税抜）

WA-2700
希望小売価格 ¥86,000（税抜）
WA-2700CD
希望小売価格 ¥134,000（税抜）

WA-2700シリーズ

CD・SD・USB付

CDプレーヤー付

※ハンドル部のみ抗菌処理を施しています。

ワイヤレスアンプ CD/SD/USB付 WA-2800SC ￥199,000（税抜）
ダイバシティチューナーユニット WTU-1820 × 2 ￥115,600（税抜）
ワイヤレスマイク ハンド型 WM-1220 × 2 ￥90,400（税抜）
ワイヤレスマイク タイピン型 WM-1320 × 1 ￥51,500（税抜）
合計金額（希望小売価格）  ￥456,500（税抜）

ダイバシティ方式
だから安心

組込済

基本セット例

ワイヤレスアンプ WA-2800 ￥119,000（税抜）
ワイヤレスマイク ハンド型 WM-1220 ￥45,200（税抜）
合計金額（希望小売価格）     ￥164,200（税抜）

屋外での夏祭り、防災訓練などに。持ち運びも設営もカンタン。

夏祭りや
防災訓練
などに

夏祭りや
防災訓練
などに

ポータブルPAシステム 広さ150～400㎡の場所でのご利用に

スピーカー
別売

最大でワイヤレスマイクロホン４本、有線マイク３本を同時使用可能。

電源はAC100V・DC14V（自動車用12Vバッテリー）の2電源方式。
ワイヤレスマイクロホンは、ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）2台増設で最大4本まで使用可能。

広さ100㎡以下の場所でのご利用に

背面部

組込済
USB

SD

ダイバシティ シングル
抗菌

CDプレーヤー付

ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）1台内臓 抗菌シングルチューナーユニット（WTU-1720）1台内臓

WM-D1210

¥76,000（税抜）
希望小売価格

デジタルワイヤレスマイクロホン
WB-WA2000

¥27,500（税抜）
希望小売価格

ニッケル水素充電池

YR-WA2000

¥5,500（税抜）
希望小売価格

アクセサリーソケット
接続ケーブル

KZ-65A
¥409,500（税抜）
ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）2台内臓
CDプレーヤー内蔵 65W×2ch 4Ω

CDプレーヤー内蔵 30W×2ch 4Ω

希望小売価格

KZ-30A
¥378,000（税抜）
ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）2台内臓

希望小売価格

屋外での夏祭り、防災訓練などに。持ち運びも設営もカンタン。

煩わしいケーブルの引き回しが不要。屋外イベントでの使用にも対応。

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

ワイヤレスマイクミキサー
ワイヤレスパワードスピーカー

ワイヤレス
マイクミキサー

音楽プレーヤー

CDプレーヤー

22

屋外の広い場所で
の

催し、イベントに
屋外の広い場所で

の

催し、イベントに

システム例

※チューナーユニットを1台内蔵しています。ワイヤレスマイクロホンを
　2本使用される場合は、チューナーユニットWTU-1820を1台増設
　してください。

ワイヤレスパワードスピーカー
＋

スピーカースタンド

AC100V

ポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカーポータブルワイヤレスアンプ・ミキサー・スピーカー

800MHｚ帯

移動用PAシステム 広さ3,000～8,000㎡の場所でのご利用に

広さ400㎡の場所を
超える場所でのご利用に

●入力4CHのミキサー機能を備えた
　800MHz帯のワイヤレスマイク。
●縦横16.6cmのコンパクトボディー。
●収納式本体マイクを1本装備。
●入力3.4はマイク/ライン切替式で
　MD・CDプレーヤーの音声も送信可能。
●内蔵式アンテナを採用。

●防水性能（JIS C 0920 保護等級：IP22）・防塵
　性能を装備し、屋外でも使用可能。
●定格出力100Wのパワーアンプを内蔵、出力音圧
　レベル117dBの大出力で広いエリアに拡声可能。
●取っ手付で持ち運びも簡単、仮設PAにも最適。
●ワイヤレスマイクロホン2本（80OMHz帯
　ダイバシティチューナー搭載※）、 
　有線マイクロホン2本、CDプレーヤー等
　外部機器1台の合計5系統のミキシングが可能。

●高さ：900mm
●質量：約4.6kg

アンプ・スピーカー・スタンド組み合わせ例

コンパクト収納で
持ち運びカンタン コンボ

ジャック！

KZ-120SC／KZ-120SC-H

KZ-534

KZ-120SC
KZ-1200
＋KZ-1200C

KZ-1200
＋KZ-1200C

KZ-1200

KZ-５３４

KZ-１２０SC

KZ‐100WS

KZ‐100ST

KZ-1200 収納時

※ハイインピーダンススピーカーと組み合わせてご使用ください

移動用PAアンプ 
120W×2  CD付
KZ-120CD
希望小売価格¥294,000 （税抜）

移動用PAアンプ
120W×2  SUC付
KZ-120SC
希望小売価格 ¥336,000（税抜）

ワイヤレスマイクミキサー
WM-1510
希望小売価格 
¥73,500（税抜）

ワイヤレスパワードスピーカー
KZ-100WS
希望小売価格 
¥236,500（税抜）

KZ‐100WS用
スピーカースタンド
KZ-100ST
希望小売価格 
¥37,800（税抜）

120W×2ch CDプレーヤー内蔵

120W×2ch SD・USB・CD付

U
SBSD

U
SBSD

4Ω

4Ω

移動用PAアンプ
120W×2  SUC付
KZ-120SC-H
希望小売価格 ¥336,000（税抜）
120W×2ch

マイク付 ダイバシティチューナーユニット（WTU-1820）1台内臓

SD・USB・CD付83Ω

ハイインピーダンススピーカー
対応機種を新たにラインアップ KZ-120CD

本体マイクを
伸ばした状態

組み合わせた状態

●デジタルパワーアンプによる大出力の仮設PAシステムを構築。
●最適な音質を「標準」「屋内」「ダンス」「聞こえサポート」の4パターン
から選択できるシーンモードを搭載。
●音量自動調整機能、ハウリング抑制機能、ミュート機能などの便利な機能を装備。
●CDプレーヤーは、ギャップレス再生に対応（市販のオーディオCDのみ）。
●CDに加えてSD／USBユニットも実装し、幅広い音源再生が可能（MP3、
WMA）。また、再生スピードを変えても自然な音で再生される音程保
持機能を搭載（SD/USBユニットのみ）。

同時使用可
ワイヤレスマイク４本（＊）
有線マイク3本

（＊）Bluetoothユニット使用時は3本

デジタルワイヤレスチューナーユニット（WTU-D2810）組込可

ワイヤレスチューナーユニット（WTU-1820）組込可

Bluetoothユニット（WTU-BT０１）組込可

KZ-120シリーズ
概算価格

シミュレーション

移動用PAシステムKZ-120シリーズのセットシミュレーションを行えるコンテンツを
公開しています。拡声が必要な広さ、用途。必要なマイク本数や演奏機器を
選択することで、ご要望に応じたシステムの概算価格をシミュレーションできます。

TOA　KZ早わかり 検　索

800MHｚ帯800MHｚ帯

800MHｚ帯



マスク着用でも声が
はっきり！ 飛沫も抑えられて安心！

両手が自由に使えるTOAの
ハンズフリー拡声器をご提案します。
喉への負担を軽減でき、明瞭に音を届けることができます。喉への負担を軽減でき、明瞭に音を届けることができます。

Bluetooth®搭載機種にスマートフォンで録音した内容を
繰り返し放送することができます。
また、しゃべらずに案内できるため、飛沫を防止できます。

密集しないように
間隔を開けて
お進みください

ER-1000A-BT
希望小売価格 ¥34,800

（税抜）（電池別売）

ハンズフリー
拡声器

※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有しています。TOA株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

■お問い合わせは下記の取扱い店へ

商品の価格•在庫•修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については
取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。
TOAインターネット・ホームページ

https://www.toa.co.jp/

安 全 に 関 す る ご 注 意

設 置 ・ ご 使 用 上 の ご 注 意

ISO14001
ナレッジスクエア

ISO9001
ナレッジスクエア
本社
東京事務所
大阪事務所

2022.04
●このカタログは2022年2月現在の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.D-074 TH03
　価格は2022年4月の改定価格を反映しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費
用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに
掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があ
ります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合がありま
す。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造して
おりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には
電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに
掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度の
ある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることを
お勧めします。●非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられています。
●保守点検・修理の期間、費用等はお買い上げの販売店にご相談ください。

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、
　　　　　　　　　 消費税は含まれておりません。

この印刷物は環境に配慮し、植物油インキで制作しています。

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、環境の
「ISO14001」の認証登録企業です。
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当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用い
たします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに
関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

商品の技術的なお問い合わせ
TOAお客様相談センター

0120-108-117
0570-064-475
0570-017-108

ナビダイヤル
〈通話料有料〉

固定電話専用
〈通話料無料〉

携帯

FAX

受付時間

※ PHS/IP電話からは
　 つながりません。

（土日、祝日除く）9:00   17:00

インフラ営業部

スマートビジュアル営業部
東日本ユニット

西日本ユニット

札 幌
青 森
仙 台
盛 岡
郡 山
新 潟
長 野
水 戸
宇 都 宮
さいたま
千 葉
多 摩
東 京
東京カスタマー
東京マーケット開発課

TEL(011)633-5535
TEL(017)723-3751
TEL(022)256-8100
TEL(019)636-4231
TEL(024)923-7744
TEL(025)246-2316
TEL(026)234-2231
TEL(029)231-9811
TEL(028)633-9661
TEL(048)614-8860
TEL(043)382-6511
TEL(042)523-8405
TEL(03)5621-5761
TEL(03)5621-5782
TEL(03)5621-5765

熊 本
鹿 児 島
那 覇

東 京
大 阪

東京第1
東京第2

名古屋
大 阪

TEL(096)352-0883
TEL(099)256-5245
TEL(098)866-5598

TEL(03)5621-5791
TEL(06)6260-1528

TEL(03)5621-5801
TEL(03)5621-5801

TEL(052)509-7852
TEL(06)6260-1535

ビジネスデザイン課
横 浜
静 岡
金 沢
岐 阜
名 古 屋
大 阪
大阪カスタマー
大阪マーケット開発課
京 都
神 戸
高 松
岡 山
広 島
福 岡

TEL(03)5621-5790
TEL(045)444-3422
TEL(054)251-5350
TEL(076)244-1951
TEL(058)276-1401
TEL(052)509-7851
TEL(06)6260-1526
TEL(06)6260-1525
TEL(06)6260-1521
TEL(075)212-4100
TEL(078)303-5625
TEL(087)866-5995
TEL(086)241-8029
TEL(082)291-3988
TEL(092)431-0061
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イベントでの
拡声や誘導に

ハンズフリーでの
拡声に

防災訓練や
交通教室に

小規模な運動会や
夏祭りなどの
イベントに

自治会、町内会、
協議会等の集会に

宝くじ助成金を
活用して拡声機器が
購入できます！

助成制度についてのさらに詳しい説明は、一般財団法人 自治総合センターホームページ （https://www.jichi-sogo.jp/）をご覧ください。
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コミュニティ組織
（自治会、町内会、協議会等）

コミュニティ組織
（自治会、町内会、協議会等）

コミュニティ組織（自治会、町
内会、協議会等）が所轄の市区
町村に「コミュニティ助成事業 
助成申請書」を提出します。

市区町村
市区町村の担当部署が、コミュ
ニティ組織より申請された申請
書の照会・取りまとめを行い、
都道府県に申請します。

都道府県
都道府県の担当部署が、市区
町村より申請された申請書の
精査を行い、（財）自治総合セン
ターに申請書を提出します。

（財）自治総合センター
（財）自治総合センターが助成
事業の採択を決定します。

実績報告書を提出します。

※内容等により不採択となる場合が
　ありますので、ご注意ください。

※広報誌等での
　「宝くじ助成金で整備した」等の
　広報活動が必要です。

決定助成金
還元

「宝くじ助成金（通称：コミュニティ助成事業）」とは、「一般財団法人 自治総合センター」が行っている宝くじの社会

貢献広報事業です。地域のコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、

地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動

の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するための制度になります。

宝くじ助成金ご存知
ですか？

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、
地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げる事を目指すもので、
コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業。

一般コミュニティ助成事業

助成対象団体
市区町村（政令指定都市は除
く。以下同様）広域連合、一部
事務組合及び地方自治法の
規定に基づき設置された協
議会。

助成金額 助成対象経費
コミュニティ活動
に直接必要な設備
（建築物、消耗品
は除く）の整備に
要する経費。

助成事業の要件
一般コミュニティ助成事業

事 業 実 施 主 体
が、市区町村、ま
たは市区町村が
認めるコミュニ
ティ組織。

一般コミュニティ助成事業
100万円から250万円までの
10万円単位
（10万円未満は
切り捨て）。



マスク着用でも声が
はっきり！ 飛沫も抑えられて安心！

両手が自由に使えるTOAの
ハンズフリー拡声器をご提案します。
喉への負担を軽減でき、明瞭に音を届けることができます。喉への負担を軽減でき、明瞭に音を届けることができます。

Bluetooth®搭載機種にスマートフォンで録音した内容を
繰り返し放送することができます。
また、しゃべらずに案内できるため、飛沫を防止できます。
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お進みください
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ハンズフリー
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■お問い合わせは下記の取扱い店へ

商品の価格•在庫•修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については
取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。
TOAインターネット・ホームページ

https://www.toa.co.jp/
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●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費
用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに
掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があ
ります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合がありま
す。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造して
おりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には
電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに
掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度の
ある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることを
お勧めします。●非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられています。
●保守点検・修理の期間、費用等はお買い上げの販売店にご相談ください。

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、
　　　　　　　　　 消費税は含まれておりません。

この印刷物は環境に配慮し、植物油インキで制作しています。

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、環境の
「ISO14001」の認証登録企業です。
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当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用い
たします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに
関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

商品の技術的なお問い合わせ
TOAお客様相談センター

0120-108-117
0570-064-475
0570-017-108

ナビダイヤル
〈通話料有料〉

固定電話専用
〈通話料無料〉

携帯

FAX

受付時間

※ PHS/IP電話からは
　 つながりません。

（土日、祝日除く）9:00   17:00

インフラ営業部

スマートビジュアル営業部
東日本ユニット

西日本ユニット

札 幌
青 森
仙 台
盛 岡
郡 山
新 潟
長 野
水 戸
宇 都 宮
さいたま
千 葉
多 摩
東 京
東京カスタマー
東京マーケット開発課

TEL(011)633-5535
TEL(017)723-3751
TEL(022)256-8100
TEL(019)636-4231
TEL(024)923-7744
TEL(025)246-2316
TEL(026)234-2231
TEL(029)231-9811
TEL(028)633-9661
TEL(048)614-8860
TEL(043)382-6511
TEL(042)523-8405
TEL(03)5621-5761
TEL(03)5621-5782
TEL(03)5621-5765

熊 本
鹿 児 島
那 覇

東 京
大 阪

東京第1
東京第2

名古屋
大 阪

TEL(096)352-0883
TEL(099)256-5245
TEL(098)866-5598

TEL(03)5621-5791
TEL(06)6260-1528

TEL(03)5621-5801
TEL(03)5621-5801

TEL(052)509-7852
TEL(06)6260-1535

ビジネスデザイン課
横 浜
静 岡
金 沢
岐 阜
名 古 屋
大 阪
大阪カスタマー
大阪マーケット開発課
京 都
神 戸
高 松
岡 山
広 島
福 岡

TEL(03)5621-5790
TEL(045)444-3422
TEL(054)251-5350
TEL(076)244-1951
TEL(058)276-1401
TEL(052)509-7851
TEL(06)6260-1526
TEL(06)6260-1525
TEL(06)6260-1521
TEL(075)212-4100
TEL(078)303-5625
TEL(087)866-5995
TEL(086)241-8029
TEL(082)291-3988
TEL(092)431-0061
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イベントでの
拡声や誘導に

ハンズフリーでの
拡声に

防災訓練や
交通教室に

小規模な運動会や
夏祭りなどの
イベントに

自治会、町内会、
協議会等の集会に

宝くじ助成金を
活用して拡声機器が
購入できます！

助成制度についてのさらに詳しい説明は、一般財団法人 自治総合センターホームページ （https://www.jichi-sogo.jp/）をご覧ください。
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コミュニティ組織
（自治会、町内会、協議会等）

コミュニティ組織
（自治会、町内会、協議会等）

コミュニティ組織（自治会、町
内会、協議会等）が所轄の市区
町村に「コミュニティ助成事業 
助成申請書」を提出します。

市区町村
市区町村の担当部署が、コミュ
ニティ組織より申請された申請
書の照会・取りまとめを行い、
都道府県に申請します。

都道府県
都道府県の担当部署が、市区
町村より申請された申請書の
精査を行い、（財）自治総合セン
ターに申請書を提出します。

（財）自治総合センター
（財）自治総合センターが助成
事業の採択を決定します。

実績報告書を提出します。

※内容等により不採択となる場合が
　ありますので、ご注意ください。

※広報誌等での
　「宝くじ助成金で整備した」等の
　広報活動が必要です。

決定助成金
還元

「宝くじ助成金（通称：コミュニティ助成事業）」とは、「一般財団法人 自治総合センター」が行っている宝くじの社会

貢献広報事業です。地域のコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、

地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動

の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するための制度になります。

宝くじ助成金ご存知
ですか？

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、
地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げる事を目指すもので、
コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業。

一般コミュニティ助成事業

助成対象団体
市区町村（政令指定都市は除
く。以下同様）広域連合、一部
事務組合及び地方自治法の
規定に基づき設置された協
議会。

助成金額 助成対象経費
コミュニティ活動
に直接必要な設備
（建築物、消耗品
は除く）の整備に
要する経費。

助成事業の要件
一般コミュニティ助成事業

事 業 実 施 主 体
が、市区町村、ま
たは市区町村が
認めるコミュニ
ティ組織。

一般コミュニティ助成事業
100万円から250万円までの
10万円単位
（10万円未満は
切り捨て）。


