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u 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計

u コンパクトで、見た目にも人間工学的にも優れたデザイ

ン

u 差込み式マイク

u 5 個の投票ボタン

u 内蔵ラウドスピーカ

投票機能付きディスカッションユニットを使用すると、参

加者は発言し、発言リクエストを登録したり、他の発言を

スピーカで聴いたり、投票することもできます。 差込み式

マイク（DCN-MICS および DCN-MICL、別売り）接続用の

ソケットが付属します。 ユニットには、あらゆる種類の投

票に対応した 5 つの投票ボタンがあります。 投票ボタン

の周りの黄色のインジケータリングは、出席登録や、投票

の開始および確認をユーザーに促すために使用できます。

ユニットの出席 LED が黄色で点灯している場合、デレゲー

トが出席していることを示します。

機能

• ヘッドホン出力レベルを抑え、ハウリングを防止（他者の

発言を聴く場合、およびマイクがオンの場合に動作）

• ユニットにはヘッドホンジャックが 2 個装備されている

ため、周囲の雑音が極端に大きな環境でも、発言者の音声

をクリアに聴き取ることが可能

• マイク使用時は内蔵スピーカをミュートし、ハウリングの

発生を防止可能

• インテリアに合わせて取り替えることが可能な各種リムも

ご用意 （DCN-DISR は別売り）

• デレゲートユニット、チェアマンユニット（DCN-DISBCM
議長ボタンは別売り）、または補助ボタン付きデレゲートユ

ニットとして使用可能。 多用途の補助ボタンは、案内係呼

び出し用などに使用可能

• ループスルーケーブルをまとめるケーブルクランプをご用

意（DCN-DISCLM、別売り）

• ライトグレーとダークグレーのベースをご用意

コントロールおよびインジケータ
• 5 つの投票ボタンとボタンの周りのインジケータリング

• ユニット動作／参加者出席インジケータ

• マイクボタンに赤、緑、黄で点灯するリングを装備 （赤は

マイクがオンの状態、緑は発言リクエストが受理された状

態、黄は「VIP」を表します）

• 参加者がノートブックに記載されている場合は VIP イン

ジケータが点灯（PC ソフトウェア使用時のみ有効）

• ヘッドホン音量調整ボタン

• 埋め込まれている'De-init'スイッチ

接続部
• 差込み式マイク用ソケット

• 2 つの 3.5 mm（0.14 in）ヘッドホンソケット、ステレオ

ジャックタイプ

• 2 m（78.7 in）ケーブル（成形 6 極円形コネクタで終端）

• ループスルー接続用 6 極円形コネクタ



認可情報

地域 認証

ヨーロッパ CE

技術仕様

電気仕様

周波数特性 30 Hz ～ 20 kHz

ヘッドホン負荷インピ
ーダンス

>32Ω<1k

出力電源 2 x 15 mW/32 Ω

機械的仕様

設置 卓上（ポータブルまたは固定設
置）および埋め込み型

寸法（H x W x D） （マイク部分を除く）

 卓上設置時 61 x 190 x 116 mm（2.4 x 7.5 x 4.6
in）

 埋め込み時 6 x 190 x 120 mm（0.2 x 7.5 x 4.7 in）

重量 800 g（1.76 lb）

カラートップ シルバー（RAL 9022）

カラーベース  

 DCN-DISV-L ライトグレー（RAL 000 7500）

 DCN-DISV-D チャコール（PH 10736）

オーダー情報

DCN-DISV-L 投票機能付きワイヤレスディスカッションユニ

ット（ライトグレー）

DCN Next Generation ディスカッションユニット、投票機

能、差し込み式マイク、ベース部ライトグレー。 マイクと

リム別売。
オーダー番号 DCN-DISV-L

DCN-DISV-D 投票機能付きワイヤレスディスカッションユニ

ット（ダークグレー）

DCN Next Generation ディスカッションユニット、投票機

能、差し込み式マイク、ベース部ダークグレー。 マイクと

リム別売。
オーダー番号 DCN-DISV-D

ハードウェア付属品

DCN-MICS 差し込み式ショートマイク

DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ

310 mm（12.2 in）、シルバー。
オーダー番号 DCN-MICS

DCN-MICL 差し込み式ロングマイク

DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ

480 mm（18.9 in）、シルバー。
オーダー番号 DCN-MICL

DCN‑DISRH‑SR リム、光沢シルバー（10 個）

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、光

沢、シルバー（10 個）。

オーダー番号 DCN-DISRH-SR

DCN‑DISR‑SR リム、シルバー（10 個）

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、シ

ルバー（10 個）。
オーダー番号 DCN-DISR-SR

DCN‑DISR‑D リム、ダークグレー（10 個）

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、ダ

ークグレー（10 個）。
オーダー番号 DCN-DISR-D

DCN‑DISRMH リム、光沢メタル（10 個）

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金

属、光沢（10 個）。
オーダー番号 DCN-DISRMH

DCN‑DISRMS リム、半光沢メタル（10 個）

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金

属、半光沢（10 個）。
オーダー番号 DCN-DISRMS

DCN‑DISBCM 議長ボタン（10 セット）

DCN Next Generation ディスカッションユニット議長ボ

タン（10 セット）。
オーダー番号 DCN-DISBCM

DCN‑DISBDD デュアルユースディスカッションユニット用ボ

タンセット（１０組）

DCN Next Generation ディスカッションユニットボタン、

デュアルデリゲート用（10 セット）。
オーダー番号 DCN-DISBDD

DCN‑DISCLM ケーブルクランプ（25 個セット）

DCN Next Generation ケーブルクランプ（25 個）。
オーダー番号 DCN-DISCLM
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