他社製品一覧
パナソニック ES ネットワークス株式会社 製

2017年11月現在

●お問い合わせ先 TEL： 03-6402-5301
https://panasonic.co.jp/es/pesnw/product/index.html
商品情報

リトライト 製
●お問い合わせ先 音響特機株式会社
TEL： 03-3639-7800

関連商品

スイッチングハブ

Switch-M5eGPWR+ (PN28059K)

デジタルミキサー（コンソール型）

WR-DX400
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商品情報

K&M 製
●お問い合わせ先 音響特機株式会社
TEL : 03-3639-7800

関連商品

L型XLR-4ピン式LEDグースネックライト

デジタルミキサー
（コンソール型）

18XR-4-LED
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WR-DX400

商品情報
スピーカースタンド

関連商品
38cm 2ウェイスピーカー

21435

WS-HP400

商品情報

関連商品

スピーカースタンド

20cm 2ウェイスピーカー

21436B

WS-AR080-K,-W

デジタルミキサー（ラックマウント型）

30cm 2ウェイスピーカー

WR-DX100

WS-AR200-K,-W

デジタルパワーアンプ
1000 W×2ch（4 Ω連続出力）

WP-DN700

デジタルパワーアンプ
560 W×4ch（4 Ω連続出力）

WP-DN360
DanteTM カード

WR-PC001

●ポート構成
10 / 100 / 1000 Mbps ×6 Port

●XLR-4ピン式 、L型
●電圧制御による無段階調光が可能 (0 〜 +12 V)

+

●1.5 W 、398 lx @18インチ (約46 cm) 、
色温度 : 4000 K

SFP拡張スロット×2スロット
（10 / 100 / 1000Tポートと排他利用）
●外形寸法 : 210 mm(幅) × 44 mm(高さ) × 260 mm(奥行)
●質量 : 2.2 kg
●最大消費電力 : 168 W（非給電時

17 W)

ENCORE LIGHT

●定格・入力電圧 : AC100 Ｖ 、50 / 60 Ｈｚ 、
2.6 A（電源内蔵）
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●お問い合わせ先 有限会社 パルス
TEL : 027-280-2585

●動作環境 / 動作温度範囲 : 0 〜 ＋40 ℃
動作湿度範囲 : 20 〜 80％ ＲＨ（結露なきこと）

商品情報

●全ポートGiga bit通信
●EEE機能を無効にすること。

デジタルミキサー
（コンソール型）

C4L55B（長さ 55cm / 電球色）
C4L55W（長さ 55cm / 白色）

WR-DX400

●スタンド脚径：Φ1150 mm (開脚時)

●ポール先端径：Φ35 mm

●ポール先端径：Φ35 mm

●耐荷重：50 kg

●耐荷重：40 kg

●質量：5.91 kg

●質量：3.41 kg

●材質：スチール製

●材質：アルミ製

●仕上げ：黒色塗装

●仕上げ：黒色塗装

商品情報
スピーカーマウントポール

20cm 2ウェイスピーカー

21334

WS-AR080-K,-W
WS-AR200-K,-W
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商品情報

38 cm サブウーハー
●ポール径：φ35 mm

46 cm サブウーハー

WS-HP480

●ポールネジ：M20
●質量：1.14 kg

デジタルミキサー
（コンソール型）

●仕上げ：黒色塗装

WR-DX400

(長さ 2m)

WS-HP450

●ポール高さ：880 mm

関連商品

アナログオーディオマルチケーブル
[Dsub25P
（オス）
- NC3
（メス）
×8変換]

関連商品

30cm 2ウェイスピーカー

●お問い合わせ先 TEL： 045-470-5565
http://www.canare.co.jp/

8MCS02-AB1
8MCS03-AB1
8MCS05-AB1

●スタンド高さ：1430 mm 〜 2240 mm

●スタンド脚径：Φ1150 mm (開脚時)

関連商品

XLR-4ピン式LEDグースネックライト

カナレ電気株式会社 製

●スタンド高さ：1430 mm 〜 2240 mm

(長さ 3m)
※イメージです

(長さ 5m)

●OFF/50％/100％の光量切り替えスイッチ付き

iPad 用アプリケーション ※パナソニック製

WR-DX400・WR-DX100 用

RAMSA Mixer2

本ソフトウェアは以下のシステム環境を持つiPadで使用できます。

iPad専用アプリで場内から遠隔操作
●無線LAN
（Wi-Fi）
経由でオーディオミキサーと接続することで、
オーディオミキサーの各種設定や操作を行うことができます。
※イメージです

RAMSA Mixer2

●RTA(リアルタイムアナライザー)機能を搭載し、周波数特性を
確認しながらイコライザーを調整するなど、場内での音響調整
をサポートします。

PC 用ソフトウェア ※パナソニック製

PC専用ソフトで全入出力チャンネルを
リアルタイムに一覧表示
●リモートコントロールソフトは、
オーディオミキサーの各種設定や
操作を行うことができるPC専用ソフトウェアです。
●各種設定はオフラインでも編集可能で、
システム全体のデータを
保存・読み込みするデータ管理機能も搭載しています。

●また、他社商品については当社が品質・性能・動作等について保証するものではありません。
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●

iPad：iPad Air2、9.7インチiPad

●

Wi-Fi : IEEE802.11ac 推奨

●

iOS：iOS 9.2以降

iPadから
「App Store」
にアクセスしてください。
「RAMSA Mixer2（アプリケーションの名前）
」
を検索し、iPadにアプリケーションを
インストールします。インストールが完了したらホーム画面に
「RAMSA Mixer2」の
アイコンが表示されます。

WR-DX400・WR-DX100 用

WR-DX400／DX100リモートコントロールソフト

●ご使用の際は、取扱説明書、工事説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
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https://sol.panasonic.biz/sound/ramsa/dx400/software̲remote1.html
本ソフトウェアは以下のシステム環境を持つPCで使用できます。
● OS

：Microsoft® Windows® 10 Pro 日本語版
Microsoft® Windows® 8.1 Pro 日本語版
● CPU
：上記OSで推奨されているCPUを搭載しているPCであること
● メモリー
：上記OSで推奨されているメモリーを搭載しているPCであること
● ハードディスク容量 ：本ソフトウェアのインストール用として100 MBの容量が必要です。
● 画面
：1600×900ピクセル以上の解像度
※1600×900でのご使用の際はWindowsの設定で
「タスクバーを自動的に隠す」
を有効にしてください。

●ご使用の際は、取扱説明書、工事説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

●また、他社商品については当社が品質・性能・動作等について保証するものではありません。
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