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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 投票ボタン 5 個

u 内蔵スピーカーと差込み式マイク

u デレゲートユニットまたはチェアマンユニットとして使

用可能

この投票機能付きデレゲートユニットを使用して、参加者

は発言したり、発言リクエストを登録したり、他参加者の

発言を聞いたり、投票したりすることができます。 差込み

式マイク接続用のソケットを備えています（DCN-MICS お
よび DCN-MICL、別売品）。 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 が黄色く点灯している場合、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（他参加

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できます。

• マイク使用時は内蔵スピーカーをミュートし、ハウリング

の発生を防止します。

• デレゲートユニット、チェアマンユニット（DCN-DBCM
チェアマンボタンは別売品）、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も使用可能

• ループスルーケーブルを固定するケーブルクランプをご用

意（DCN-DISCLM、別売品）

• 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／デレゲート出席インジケータ

• LED が赤色、緑色、または黄色に光るマイクボタン。 （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）

• VIP インジケータは、デレゲートユニットがノートブック

の一部分になっている時に点灯します（PC ソフトウェア

使用時のみ）

• ヘッドホン音量調整ボタン

• 埋め込み型の「De-init」スイッチ

相互接続
• 差込み式マイク用ソケット

• 3.5 mm（0.14 in）ステレオジャックタイプのヘッドホン

ソケット 2 個

• 2 m（78.7 in）ケーブル（成形 6 極丸形コネクタで終端）

• ループスルー接続用 6 極丸形コネクタ

認可情報

地域 認証

ヨーロッパ CE



技術仕様

電気的仕様

周波数特性 30 Hz ～ 20 kHz

ヘッドホン負荷インピ
ーダンス

32 Ω 以上 1 kΩ 未満

出力電源 2 x 15 mW／32 Ω

機械的仕様

取り付け テーブルトップ（ポータブルまた
は固定）

寸法（高さ x 幅 x 奥行き） （マイク部分を除く）

 テーブルトップ 60 x 210 x 140 mm
（2.36 x 8.27 x 5.51 インチ）

重量 1.15 kg（2.54 lb）

トップ部のカラー ブラック（RAL 9017）

背面部のカラー シルバー（RAL 9006）

オーダー情報

DCN-DV-CN デレゲートユニット、投票機能付き（CN）

DCN Next Generation デリゲートユニット、投票機能、差

し込み式マイク、ダークグレー。 中国語版。 マイク別売。
オーダー番号 DCN-DV-CN

DCN-DV デレゲートユニット、投票機能付き

DCN Next Generation デリゲートユニット、投票セレク

タ、差し込み式マイク、ダークグレー。 マイク別売。
オーダー番号 DCN-DV

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-MICS-D 差し込み式ショートマイク（ダークグレー）

DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ

310 mm（12.2 in）、ダークグレー。
オーダー番号 DCN-MICS-D

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-MICL-D 差し込み式ロングマイク（ダークグレー）

DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ

480 mm（18.9 in）、ダークグレー。
オーダー番号 DCN-MICL-D

DCN-DBCM チェアマンボタン（10 セット）

DCN Next Generation 議長ボタン（10 セット）。
オーダー番号 DCN-DBCM

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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