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DCNM-FSL フラッシュマウント言語選択パネル
DICENTIS

u 母国語での表示

u 直感的な操作

u 最大 100 の言語に対応

u 標準的な PoE およびネットワーク ケーブルを使っ
て既存の IT インフラストラクチャに接続可能

DICENTIS には、オープン プラットフォームを実現できる
組合せのさまざまな標準テクノロジーが搭載されていま
す。互換性のある製品を統合するだけで、完全なシステム
ソリューションを構築できます。これにより、DICENTIS
は非常に拡張性が高く、会議機能に対するニーズの拡大に
合わせてシステムを拡張することができます。DICENTIS
会議システムの中核部分には、Bosch が開発した IP ベー
スの OMNEO メディア ネットワーキング アーキテクチャ
が採用されています。
デレゲートは、洗練されたデザインの DICENTIS フラッシ
ュ言語選択機能を使うことで、希望言語で発言内容を聞く
ことができます。言語の選択は簡単で、ヘッドホンをデバ
イスに接続すると自動で起動します。デレゲートは、点灯
したタッチボタンを押して利用可能な言語をスクロールで
きます。
利用可能な言語は母国語で表示されるので、読みやすくな
っています。言語選択をより容易にするため、参加者の希
望言語がシステムに登録されている場合、言語選択機能が
自動的にその言語を選択します。
音量も、点灯しているタッチ ボタンで調整できます。

i 注記
製品の写真は、エンド キャップが取り付けられて
いる DCNM-FSL の写真です。このエンド キャップ
は別売品のため、別途注文する必要があります。

機能

概要
• PC 構成ソフトウェア アプリケーションを使って構成可

能。
• 下記を表示できる 1.44 インチのスクリーン。

– オリジナル言語での言語の選択。
– ISO 略称での言語の選択。

– 言語番号。
• 各装置を標準の CAT‑5e（以上）のケーブルで Power

over Ethernet 適合のネットワーク スイッチに接続する
スター構成。

• ヘッドホン未接続中はディスプレイがオフになります。
• 会議参加者の気が散らないようにするため、ボタン無操

作時間が約 8 秒に達するとディスプレイが自動的にオ
フになります。

セキュリティ
国際的に認められた暗号化規格により、システム内の情報
の秘密保持を徹底。

ヘッドホン
装置にはヘッドホン ジャックと音量コントロールが装備
されているため、周囲の雑音が大きな環境でも、通訳者や
フロアの音声をクリアに聴き取れます。

コントロールおよびインジケータ
上面:
• 4 個のタッチ ボタン付き 1.44 インチディスプレイ。
• 下記を示す装置上の LED インジケータ。

– ヘッドホン音量コントロール - 左側
– 言語選択機能 - 右側

相互接続部
• 3.5 mm（0.14 インチ）ステレオ ジャック型ヘッドホ

ン ソケット (1 個)。
• システム通信および PoE 給電用 RJ45 適合コネクタ (1

個)。
• 外部ヘッドホン接続用コネクタ (1 個)。
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認証および認定を受けた規格

領域 規制への準拠/品質保証

グローバル DOC ISO 22259:2019

ヨーロッパ CE DECL_EC_DCNM-FSL

米国 FCC

付属部品

数量 コンポーネント

1 DCNM‑FSL フラッシュ言語選択機能

技術仕様

電気仕様

電源 PoE (44-57 VDC)

消費電力 2,6 W

周波数特性 100 Hz ～ 20 kHz (公称許容差 -3 dB)

公称許容差の THD 0.1 % 未満

ダイナミック レンジ 90 dB 超

信号雑音比 90 dB 超

音声出力

ヘッドホン公称出力 0 dBV

ヘッドホン最大出力 3 dBV

ヘッドホン負荷インピーダ
ンス

32 Ω 超 1kΩ 未満

ヘッドホン出力 65 mW

概要

画面サイズ 36.58 mm (1.44 インチ)

画面タイプ LCD

機械的仕様

取り付けタイプ フラッシュマウント型

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) 56 mm x 100 mm x 80 mm

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in) 2.20 in. x 3.94 in. x 3.15 in.

カラーモード RAL 9017トラフィックブラック

重量 (g) 95 g

重量 (ポンド) 0.21 lb

環境仕様

作動温度 5 ºC ～ +45 ºC
(41 ºF ～ +113 ºF)

保管温度および輸送温度 -30 ºC ～ +70 ºC

(-22 ºF ～ +158 ºF)

相対湿度 90 % 未満、5% 超

オーダー情報

DCNM-FSL フラッシュマウント言語選択パネル
DICENTIS 会議システム用フラッシュ言語選択機能
オーダー番号 DCNM-FSL | F.01U.364.203

アクセサリ
DCNM-FEC フラッシュマウントエンドキャップ
DICENTIS フラッシュ マウント エンド キャップ (50 個セッ
ト)
オーダー番号 DCNM-FEC | F.01U.365.155
DCNM-FET フラッシュ取り外し工具
DICENTIS フラッシュ マウント取外し工具
オーダー番号 DCNM-FET | F.01U.376.649
DCN-FCOUP フラッシュマウントカップリング
DCN Next Generation フラッシュマウントカップリング、
フラッシュマウントユニット用（50 個セット）。
オーダー番号 DCN-FCOUP | F.01U.510.216
DCN-FPT フラッシュマウントポジショニングツール
DCN Next Generation フラッシュマウント ポジショニング
ツール、フラッシュマウントカップリング用（2 セット）。
オーダー番号 DCN-FPT | F.01U.008.856
LBB3443/00 軽量ヘッドホン
ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイヤ
ーパッドと標準ケーブル。
オーダー番号 LBB3443/00 | F.01U.508.901
LBB3443/10 軽量ヘッドホン、編組ケーブル
ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイヤ
ーパッドと高耐久性ケーブル。
オーダー番号 LBB3443/10 | F.01U.009.041
HDP-LWN 軽量ネックバンドヘッドホン
ハイクオリティな音声再生軽量ネックバンドヘッドホン、交
換可能なイヤーパッド。
オーダー番号 HDP-LWN | F.01U.132.714
HDP-ILN 誘導ループ式ネックバンド
誘導ループ式ネックバンド、軽量。
オーダー番号 HDP-ILN | F.01U.012.808
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提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/
www.boschsecurity.com
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