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ER-1000 6W

小ER-1103

小小型メガホン　○中中型メガホン　大大型メガホン

3W

小ER-604W 6W
大ER-2130W 30W
大ER-2830W 30W

○中ER-3115 15W
○中ER-2115 15W
○中ER-2115W 15W

ER-1000BK 6W
ER-1000PK 6W

小ER-1106 6W
小ER-1106W 6W
小ER-1106S 6W

○中ER-1115 15W
○中ER-1115W 15W
○中ER-1115S 15W

＊長時間の連続使用ではバッテリーの放電や直流電源の発熱にご注意ください。異状があればすぐにご使用を中止してください。

品 番
電 源
電 池 持 続 時 間
寸 法
質 量（ 電 池 別 ）

単3形乾電池（LR6，R6PU）：6本（DC9V），4本＊1（DC6V）,   単3形充電式ニッケル水素電池（HR15/51）：6本（DC7.2 V），4本＊1（DC4.8 V）
音声時＊2：約8時間（アルカリ乾電池使用時）、AUXステレオ入力時（音楽再生）＊3：約4.5時間（アルカリ乾電池使用時）※電池持続時間は電池6本使用時と4本使用時で変わりません。

133（横幅）×96（高さ）×222（奥行） mm（ベルト部を除く）
約480g（ベルト含む）　※ヘッドセットマイクロホン部：約50g

＊1  付属のバッテリースペーサー使用時　＊2  音声時の電池持続時間は、本器をハウリングさせない最大ボリューム位置で連続使用したときの時間です。 
＊3  AUXステレオ入力時の電池持続時間は、市販のオーディーオプレーヤーを予備入力端子（AUX）に接続し、音楽を連続再生したときの実測値です。外部機器のボリューム位置や音楽ソースの種類などにより変動します。

ER-1000 ER-1000BK ER-1000PK

仕　　様

音声通達距離

ER-1000シリーズは参考規格です。

※1  ER-1000/1000BK/1000PK除く。
※2  ER-604W/2130W/2830W除く。

※1

※2
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単2形乾電池　R14PU×6（DC9V）,   単3形乾電池＊　R6PU×6（DC9V）

単3形乾電池 R6PU×4（DC6V） 単3形乾電池　R6PU×6（DC9V）またはR6PU×4＊（DC6V） 単3形乾電池 R6PU×8（DC12V） DC12V/0.8A
以上（ACアダプターまたは直流電源使用可）

単1形乾電池R20PU×10（DC15V）,   外部電源：12Vバッテリーまたは定格DC12V，3Aの直流電源＊

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

TOA　メガホン早わかり 検索

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。ご購入の前に、ぜひご確認ください。

TOAの各種メガホンのサイズ感がひと目でわかる
TOA メガホン早わかり比較

●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。
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¥15,400（税抜)

ハンズフリー拡声器

ハンズ
フリー

希望小売価格

¥27,000（税抜)

希望小売価格 ¥2,000（税抜)

●外部マイク入力端子に別売の有線マイクロホンやハンズフリーで使用
できるヘッドセットマイクロホン（WH-4000A）を接続して拡声できます。
●AUX入力によりCD、MD、カセットプレーヤー
　などを接続して拡声可能。
●外部電源(DC12V）と接続して
　使用可能。

手を使わない
ハンズフリー型

80

延長ベルト

希望小売価格 ¥2,000（税抜)

ウインドスクリーン

ER-1000PJ

WH-4000S
ER-1000BK
〈ブラック＆オレンジ〉

希望小売価格

¥27,000（税抜)

ER-1000PK
〈ホワイト＆ピンク〉

希望小売価格

¥27,000（税抜)

ER-1000
〈パープル〉

ハンズ
フリー

屋外のイベントや行事などでも使用できる防
水性能（IPX5）です。雨天時でも安心して使用
することができます。※ER-604Ｗを除く。

専用の壁掛金具を用意。身近な場所に設置しておけば、いざ
というときにすぐに使用することが可能です。さらに防塵カバ
ーでマイクロホン部分のほこりを避けることができ、衛生的な
使用が可能になります。※ER-604Wを除く。

電池の交換を簡単にするバッ
テリーケースを採用。ケースに
電池を入れてから本体に装着し
ます。※ER-604Wを除く。

バッテリースペーサーを用いると単
3電池4本でも使用可能（通常は単3
電池6本使用）。軽量化できます。
※ER-1106/1106W/1106Sのみ。

●10個入り。
●適合機種：ER-1000/BK/PK（別売）

※装着した場合、最大ウエストサイズの目安は
　150cmです。

3
付属のバッテリースペーサーを使用すると

MIC/AUX入力端子を装備、

腰にジャストフィット
邪魔にならず、動きながらの使用に最適

（通常は単3電池6本）

RoHSとは、EU（欧州連合）における電気電子機器に含まれる特定有害物質の使
用制限に関する指令です（2006年7月施行）。弊社では、地球環境の保全のた
め、既存製品、新製品を問わず、RoHS指令への対応を進めています。
※RoHS指令の禁止物質と法規制値
カドミウム100ppm未満、鉛1,000ppm未満、水銀1,000ppm未満、
六価クロム1,000ppm未満、ポリ臭化ビフェニル1,000ppm未満、
ポリ臭化ジフェニルエーテル1,000ppm未満

3,800

8,800

12,800
14,800 14,800 22,000

¥25,000（税抜)（電池別売） ¥28,000（税抜)（電池別売） ¥25,800（税抜)（電池別売）

¥23,600（税抜)（電池別売）¥23,600（税抜)（電池別売）¥19,800（税抜)（電池別売）

¥36,000（税抜)（電池別売） ¥44,000（税抜)（電池別売）

¥15,400
                   （税抜) ¥30,000 ¥43,000 ¥49,000 ¥10,000

¥23,600（税抜)（電池別売） ¥14,800（税抜)（電池別売）

【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。 【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。【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。
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バッテリースペーサーを用いると単
3電池4本でも使用可能（通常は単3
電池6本使用）。軽量化できます。
※ER-1106/1106W/1106Sのみ。

●10個入り。
●適合機種：ER-1000/BK/PK（別売）

※装着した場合、最大ウエストサイズの目安は
　150cmです。

3
付属のバッテリースペーサーを使用すると

MIC/AUX入力端子を装備、
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邪魔にならず、動きながらの使用に最適

（通常は単3電池6本）

RoHSとは、EU（欧州連合）における電気電子機器に含まれる特定有害物質の使
用制限に関する指令です（2006年7月施行）。弊社では、地球環境の保全のた
め、既存製品、新製品を問わず、RoHS指令への対応を進めています。
※RoHS指令の禁止物質と法規制値
カドミウム100ppm未満、鉛1,000ppm未満、水銀1,000ppm未満、
六価クロム1,000ppm未満、ポリ臭化ビフェニル1,000ppm未満、
ポリ臭化ジフェニルエーテル1,000ppm未満
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8,800

12,800
14,800 14,800 22,000

¥25,000（税抜)（電池別売） ¥28,000（税抜)（電池別売） ¥25,800（税抜)（電池別売）

¥23,600（税抜)（電池別売）¥23,600（税抜)（電池別売）¥19,800（税抜)（電池別売）

¥36,000（税抜)（電池別売） ¥44,000（税抜)（電池別売）

¥15,400
                   （税抜) ¥30,000 ¥43,000 ¥49,000 ¥10,000

¥23,600（税抜)（電池別売） ¥14,800（税抜)（電池別売）

【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。 【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。【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。
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め、既存製品、新製品を問わず、RoHS指令への対応を進めています。
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【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。 【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。【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。
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＊1  付属のバッテリースペーサー使用時　＊2  音声時の電池持続時間は、本器をハウリングさせない最大ボリューム位置で連続使用したときの時間です。 
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TOAの各種メガホンのサイズ感がひと目でわかる
TOA メガホン早わかり比較

●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。

188916_B-029megaphone_omt.pdf   1   2017/02/22   13:59



80m

ハ
ン
ド
型

シ
ョ
ル
ダ
ー
型

ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
型

ER-1000 6W

小ER-1103

小小型メガホン　○中中型メガホン　大大型メガホン

3W

小ER-604W 6W
大ER-2130W 30W
大ER-2830W 30W

○中ER-3115 15W
○中ER-2115 15W
○中ER-2115W 15W

ER-1000BK 6W
ER-1000PK 6W

小ER-1106 6W
小ER-1106W 6W
小ER-1106S 6W

○中ER-1115 15W
○中ER-1115W 15W
○中ER-1115S 15W

＊長時間の連続使用ではバッテリーの放電や直流電源の発熱にご注意ください。異状があればすぐにご使用を中止してください。

品 番
電 源
電 池 持 続 時 間
寸 法
質 量（ 電 池 別 ）

単3形乾電池（LR6，R6PU）：6本（DC9V），4本＊1（DC6V）,   単3形充電式ニッケル水素電池（HR15/51）：6本（DC7.2 V），4本＊1（DC4.8 V）
音声時＊2：約8時間（アルカリ乾電池使用時）、AUXステレオ入力時（音楽再生）＊3：約4.5時間（アルカリ乾電池使用時）※電池持続時間は電池6本使用時と4本使用時で変わりません。

133（横幅）×96（高さ）×222（奥行） mm（ベルト部を除く）
約480g（ベルト含む）　※ヘッドセットマイクロホン部：約50g

＊1  付属のバッテリースペーサー使用時　＊2  音声時の電池持続時間は、本器をハウリングさせない最大ボリューム位置で連続使用したときの時間です。 
＊3  AUXステレオ入力時の電池持続時間は、市販のオーディーオプレーヤーを予備入力端子（AUX）に接続し、音楽を連続再生したときの実測値です。外部機器のボリューム位置や音楽ソースの種類などにより変動します。

ER-1000 ER-1000BK ER-1000PK

仕　　様

音声通達距離

ER-1000シリーズは参考規格です。

※1  ER-1000/1000BK/1000PK除く。
※2  ER-604W/2130W/2830W除く。

※1

※2
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単2形乾電池　R14PU×6（DC9V）,   単3形乾電池＊　R6PU×6（DC9V）

単3形乾電池 R6PU×4（DC6V） 単3形乾電池　R6PU×6（DC9V）またはR6PU×4＊（DC6V） 単3形乾電池 R6PU×8（DC12V） DC12V/0.8A
以上（ACアダプターまたは直流電源使用可）

単1形乾電池R20PU×10（DC15V）,   外部電源：12Vバッテリーまたは定格DC12V，3Aの直流電源＊

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

TOA　メガホン早わかり 検索

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。ご購入の前に、ぜひご確認ください。

TOAの各種メガホンのサイズ感がひと目でわかる
TOA メガホン早わかり比較

●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。
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