
好評のロングセラーPAパックがさらにいい音に。
表示文字も大きい、気くばり設計です。

片手でラクラク
持ち運び。

スピーカー
分離型で

使いやすさ満載。

●本カタログ掲載商品の価格には消費税等の税率は5％を適用しています。

スピーカー
分離型で

使いやすさ満載。

片手でラクラク
持ち運び。



操作がカンタンだから、
指導に集中できるワ。

練習曲だけを繰返し再生する。遊戯に合
せて再生速度を変える。多彩な機能がラ
クラク使えるから、練習にも最適です。

使う人と聞く人から、「満
校庭や体育館でも余裕の
ハイパワーが、ウレシイ。

小型・軽量でも最大出力25Ｗのハイパワ
ー。生徒集会や運動会でも、アナウンスや
音楽がハッキリ聴こえるから安心です。

持ち運びはPAパックとマイクだけだから、
荷物にならない。しかも電源コードは巻取
り式。使用後の片づけも簡単です。

ロングセラー・ポータブルPAパック

5つの決め手。
■スピーカー部は、最大10ｍまで本体から分離可能。
操作部とスピーカー部が分離可能。操作部を手元に置いたまま、
スピーカーは最も音が聞き取りやすい位置にセットできます。

■電子平衡入力回路により、
有線マイクもコード延長できます。

セパレートタイプ1.

最大10ｍまで延長可 

10ｍ 

小型・軽量だから、
移動もラクラクですヨ。



足の声」続々の高性能です。
スピーカーと操作部を離して
置けるから、便利だネ。

スピーカーをセパレートして高い所に置く
などすれば、より遠くまで音が届く。しか
も、操作は手元でラクラク行なえます。

マイクの手渡しがラクだから、
進行がスムーズだ。

有線、ワイヤレスマイクを合計３本まで使
用可能。質疑応答時などマイクの受渡しが
ラクになり、効率的に会議が運営できます。

移動しながら話しても、
ハッキリ放送できるワ。

大規模ブースでのパネル解説・商品説明でも、
ダイバシティワイヤレスチューナーを使ってい
るので、音切れやノイズの心配がありません。

■ワイヤレスチューナーを2台組込み可能。（1波組込済、1波増設可能）
マイクの移動に伴う音切れやノイズの原因となるデッドポイントの発生を
解消した、高音質のダイバシティワイヤレスシステムに対応可能。便利な
ブースターアンテナも内蔵した親切設計です。

■有線、ワイヤレス合計3本のマイクの同時使用が可能。
行動範囲を拡げるワイヤレ
スマイクを2本同時に使用
可能。用途や使用場所に合
わせて、有線・ワイヤレス
の使い分けができます。

■多彩に使いこなせるCDプレーヤー搭載。
再生速度可変機能、1曲演奏、メモリーリプレイなどの多彩な機能を搭載。
曲のスタートもCDならではのスピーディさです。遊戯・ダンスの指導はもち
ろん、手軽な高音質BGM再生にもフル活用できます。

■優れた操作性と充実機能が自慢のカセットプレーヤー搭載。
使いやすいソフトタッチメカを採用。再生速度可変機能、キュー＆レビュー
機能、メモリーリプレイなど、多彩な機能もフル装備しました。

■さらに1kg（当社PAE-350比）軽くなって持ち運びも簡単。
■大きな表示文字で視認性がアップ。

■スピーカーケーブルは
巻き取りやすい3点止め。
■マイクロホンを２本収納可能。
■後片付けがカンタンな、電源コードの巻取り機構付。

■離れた場所でも明瞭で聞き取りやすい高音質。
スピーカー面を大きく取ったスクエアデザインと、音
抜けの良い広いスピーカー開口部を採用。遠くまで
明瞭に届く聞き取りやすい高音質を実現しています。

■屋外でも余裕で音が行き渡る、
最大出力25Wのハイパワー。

20cm大型スピーカー搭載。しかも、最大出力25W
のハイパワーアンプを内蔵。ゆとりの出力設計が、
屋外での活用範囲を一気に拡大します。

マルチマイクシステム5.

クリアで聞き易い音質2. 多彩な再生プレイ4.

親切・気くばり設計3.

マイク2 /ワイヤレス2マイク1 ワイヤレス1

1

2

マイク
端子

使用例

（ほぼ原寸大）



ビクターインターネットホームページアドレス アクセスをお待ちしております。 http://www.victor.co.jp/
業務用PAシステムホームページアドレス http://www.victor.co.jp/pro/avc/index.html

●仕様および外観、価格は改善のため予告なく変更することがあります。●カタログ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。
●お買い求めの販売店で、販売名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。

■主な仕様

■関連機器

■外形寸法図
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25 W（定格出力15 W）

20cmコーン型、4 Ω

100 Hz ～10 kHz （外部入力1、定格より－10 dB 出力時）

5 %以下（外部入力1、1 kHz 、定格出力時）

有線マイク×2／－56 dBs 、1 kΩ電子平衡、φ6.3複式フォノジャック（有線専用×1、ワイヤレス兼用×1）

ワイヤレスマイク×2／－20 dBs 、10 kΩ、（ワイヤレス専用×1、有線兼用×1）

※マイク（有線、ワイヤレス合わせて）は同時に3本使用可能。

外部入力1×1 ／－10 dBs 、10 kΩピンジャックL ･R（モノラル）

外部入力2×1 ／0 dBs、10 kΩ、φ3.5ステレオミニジャック（モノラル）

スピーカー／＋20 dB（15 W）、4 Ω、φ6.3フォノジャック（モノラル）

ライン／0 dBs 、200Ω電子平衡、φ6.3フォノジャック

再生／一時停止、停止、選曲（＋／－）、1 曲演奏、メモリーリプレイ、再生速度微調節（±10 ％）

機能、早送り／早戻し機能

2トラックモノラル、再生速度微調節（＋8 ％、－10 ％）機能、頭出し、メモリーリプレイ、１曲演奏、

フルオートストップ機能

ダイバシティアンテナおよび、800MHｚワイヤレスチューナーユニッ ト1波内蔵

WT- UD84 （別売）1台組込み可能

AC100 V 、50 Hz/60 Hz 、30W （電気用品安全法）

＋5℃～＋40℃

幅354 mm ×高さ210 mm ×奥行436 mm・6.7 kg

電源コード（約2 m ）巻取機構付

操作部：グレイシュブルー、スピーカー部：ライトグレー

チャンネルラベル

最大出力

スピーカー

周波数特性

歪率

入力回路

出力回路

CDプレーヤー

カセットプレーヤー

ワイヤレスチューナー

電源

動作温度

外形寸法・質量

その他

仕上

付属品

■ワイヤレスチューナーユニット

WT-UD84
希望小売価格54,600 円

（税抜52,000円）

●受信周波数：800 MHz 帯（30波切替式）

●受信感度：20 dB μV ●質量：約120 g

■ワイヤレスマイクロホン（タイピン型）

WM-P860
希望小売価格50,400 円

（税抜48,000円）

●外形寸法：幅62 mm×高さ100 mm×厚さ22 mm （突起物含まず）

●質量：約105 g（電池含まず）

■ワイヤレスマイクロホン（ボーカル用ハンド型）

WM-P762
希望小売価格67,200 円

（税抜64,000円）

●外形寸法：φ51 mm ×227 mm

●質 量：約190 g（電池含まず）

■ワイヤレスマイクロホン（ヘッドセット型）

WM-P862
希望小売価格63,000 円

（税抜60,000円）

●外形寸法：幅62 mm×高さ100 mm×厚さ22 mm （突起物含まず）

●質量：約114 g（電池含まず）

■ワイヤレスマイクロホン（ハンド型）

WM-P760
希望小売価格45,150 円

（税抜43,000円）

●外形寸法：φ41 mm ×220 mm

●質量：約130 g（電池含まず）

■チャージャー

WT-C62
希望小売価格42,000 円

（税抜40,000円）

●外形寸法：幅185 mm×高さ100 mm×奥行115 mm

●電 源：AC100 V、50 Hz/60 Hz 、7.5 VA

●充電時間：約5 時間 ●質量：1.2 kg
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