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三研マイクロホンは、日本で一番歴史の長いプロ用マイクロホンメーカーのひとつです。
1925年の創業以来、高度な技術を継承し、独創的な製品開発を続けています。

1935年に純国産ダイナミック型マイクロホンを開発、
1948年には日本の放送業界の標準マイクの位置を占めるようになった「MS-1」を開発しました。

1967年からはコンデンサマイクに取り組み、卓上マイク「CUS-101」を開発。
その後は音楽用のマイクの開発にも力を注ぎ、

1982年には世界中のエンジニアから評価されるようになった「CU-41」を発売。
さらに、ショットガンマイク、ワンポイントレコーディングマイク、ラベリアマイクまで

ラインナップを拡大しています。
最近では、超小型・高性能のラベリマイク「COS-11Dシリーズ」や、

100KHz までの広帯域収音を実現した「CO-100K」が
その優れた性能により各方面から評価されています。

三研マイクロホンの製品のコンセプトは、「原音に限りなく忠実に」です。
使い手の感性や表現をそのまま誠実に、そして正確に伝えること、

臨場感そのままに、低域から高域まで限りなくフラットで高品質な音の再現を目指しています。
三研マイクロホンは、独自の音響技術や微細加工技術と、最先端の技術を融合し、

これからも、真実の音を追及してまいります。
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ラベリアマイクロホン

COS-11D シリーズ 1ch

高音質・小型ラベリアマイクロホンが 
デジタルトランスミッターに対応

◆デジタル方式トランスミッター使用時はアナログ方式に比べ
て、マイクロホンが送信電波の影響を受け易く、干渉によるノ
イズの増大（S/N の劣化）が問題となるケースがありました。
本シリーズでは従来から定評のある高音質はそのままに、電波
妨害による干渉を除去。

◆直径 4mm の小型・高性能ラベリアマイクロホン。垂直にダイ
アフラムをレイアウトし、直径 4mm の中に最大の振動膜有効
面積を確保し、豊かな音質を実現。

◆広帯域に渡って、乱れのない無指向性パターンを実現。
◆“PPS”振動膜仕様により、温度と湿度に対し高い安定性を実現。
◆タテ型構造により、外部からの異物（汗、唾）が、振動膜へ付

着するのを阻止。
◆強力撥水塗装により、少々の汗や雨にも対応。
◆黒・ベージュ・グレイ・ホワイトの４色。
◆新技術を投入したケーブルクランプにより高い引っ張り強度を確保。
◆ 25 万回を超える屈曲試験をクリアした折り曲げに強いケーブルを採用。
◆持ち運び・保管に便利なプラスチックケース採用（PT、R 仕様）

■ 製品仕様
COS-11D -** COS-11D RC-** COS-11D BP-** COS-11D BPC-** COS-11D PT-** COS-11D PT-RM-** COS-11D R-** COS-11D R-RM-**

 指向特性 無指向性
 トランスデューサー バックエレクトレットコンデンサー
 周波数特性 50Hz - 20kHz

 感度 (1kHz 標準 ) 17.8 mV/Pa  
(-35dB, 0dB=1 V/Pa)

6 mV/Pa  
(-44.5dB, 0dB=1 V/Pa)

8.9 mV/Pa  
(-41dB, 0dB=1 V/Pa)

3.2 mV/Pa 
 (-50dB, 0dB=1 V/Pa)

8.9 mV/Pa 
 (-41dB, 0dB=1 V/Pa)

3.2 mV/Pa 
 (-50dB, 0dB=1 V/Pa)

 入力換算ノイズレベル 
 (A-weighted) 28dB-A

 最大入力音圧レベル 
 (1% THD) 127dB SPL 120dB SPL 123dB SPL 132dB SPL 123dB SPL 132dB SPL

 出力インピーダンス 
 (1kHz、± 30% ) 180 Ω 200 Ω 700 Ω

 電源 +48 ± 4V ファンタム
単三電池、 

+48 ± 4V ファンタム、 
+12V to +52V

+3V ～ +10V

 消費電流 2.2mA 以下 1.0mA 以下 ( 電池 ) 0.5mA 以下
 質量 82g 90g 122g 136g 19g 24g
 寸法 16.1mm X 4.0mm ( 直径 )
 表面仕上げ つや消し焼付塗装 /**=BE=/ ベージュ , **=BK= 黒 , **=GY= グレー , **=WH= ホワイト

 コネクタ XLR-3M ワイヤレスコネクタ付 
XLR-3M 出力 XLR-3M ワイヤレスコネクタ付 

XLR-3M 出力
中 2 芯ケーブル 

（コネクタなし）

ラムサ、ソニー、Lemo3pin、シュア TA4F、
ソニー 3.5 Φミニプラグ、オーディオテクニカ

HR10A4pin 仕様のいずれか

 ケーブル長 ３ｍ 1.8 ｍ ３ｍ 1.8 ｍ ３ｍ 1.8 ｍ
 付属品 ホルダークリップ HC-11(1 個）, 金属風防 WS-11(1 個）, 仕込用ゴムホルダー RM-11(1 個） ( 黒 , グレー時はＲＭ -11- ＢＫ）

■ 周波数特性図 ■ ポーラパターン
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■ 別売アクセサリ

ラベリアマイクロホン

COS-22 2ch

2 系統完全分離・ダブルカプセル型の 
ラベリアマイクロホン

◆ 2 系統完全分離型のため、片チャンネルをバックアップ用として
使用でき、ニュース定時放送等のマイクロホンや回線故障による
放送トラブルを回避。

◆ 縦型構造 小型タイピン型のため各分野での応用が可能。

■ 製品仕様
指向特性 無指向性

トランスデューサー バックエレクトレットコンデンサー

周波数特性 50 Hz - 20 kHz

感度 (1kHz 標準 ) 17.8 mV/Pa 
(-35dB,0dB=1 V/Pa)

入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 28dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 137dB SPL

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30 % ) 180 Ω

電源 +48 ± 4V ファンタム X 2 ch

消費電流 2.2mA 以下 /ch

質量 20g( ケーブル含む） 
70g (48V I/F 含む )

寸法 31.6 mm X 4.0 mm  ( 直径 )

表面仕上げ つや消し焼付塗装 / グレー

コネクタ XLR-5M

付属品 ホルダークリップ HC-22(1 個 )

P-11BPC
COS-11D R,COS-11D R-RM 用
コネクターインターフェース

（電池回路＋ワイヤレスコネクター付、
3P 出力）

P-11RC
COS-11D R,COS-11D R-RM 用
コネクターインターフェース
(P48 回路＋ワイヤレスコネクター付、
3P 出力）

■ 周波数特性図

■ ポーラパターン

■ 別売アクセサリ

HC-22
ホルダークリップ（ﾀｲﾋﾟﾝ型、5 個入）

BELT CLIP for COS-11
ベルトクリップ ( COS-11 用 )

BELT CLIP for COS-11BP
ベルトクリップ ( COS-11BP 用 )

FW-11
ウレタン風防（11 色各 1 個入）

PIN-11 
セイフティピン 

RM-11 
仕込用ゴムホルダー （ベージュ5個入）

RM-11C-BK 
仕込用ゴムホルダー

（クリップ付き、5 個入）

WS-11-** 
金属風防（ｸﾞﾚｰ / 黒 / ﾍﾞｰｼﾞｭ / ﾎﾜｲﾄの
4 色から選択、単色 5 個入）

WSL-11 
強風用大型金属風防（黒、4 個入）

HC-11-** 
ホルダークリップ
 （ﾀｲﾋﾟﾝ型、ｸﾞﾚｰ / 黒 / ﾍﾞｰｼﾞｭ / ﾎﾜｲﾄ
の 4 色から選択、単色 5 個入）

HC-11V-** 
ホルダークリップ

（縦型ﾀｲﾋﾟﾝ型、ｸﾞﾚｰ / 黒 / ﾍﾞｰｼﾞｭ / ﾎﾜ
ｲﾄの 4 色から選択、単色 5 個入）

HC-11W-** 
ホルダークリップ
 （ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾋﾟﾝ型、ｸﾞﾚｰ / 黒 / ﾍﾞｰｼﾞｭ
/ ﾎﾜｲﾄの 4 色から選択、単色 5 個入）

RM-11-BK 
仕込用ゴムホルダー （黒色 5 個入）

FW-11-BK
ウレタン風防（黒色 11 個入）

FW-11-DGY
ウレタン風防（ダークグレー 11 個入）
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ヘッドウォーンマイクロホン

COS-11D HWM ヘッドウォーンマイクロホン

市場で評価が高い COS-11D の DNA を受け継ぐヘッドウォーンマイクロホン

◆ ラベリアマイク定番の COS-11D
シリーズのレッドマークと同じカ
プセルを使用しており同質の音を
実現。

◆ 堅牢な設計で、耐久性に富み、人
間工学的設計で安定した装着感。

◆ さびにくいステンレス採用で、多
様な使用に対応。

◆ 左右マイクの位置が変更可能。
　使用環境により、２色からお選び

いただけます。（ベージュとココア）

■ 製品仕様

■ 周波数特性

■ 別売アクセサリ

FW-11 HWM-BE
ウレタン風防

■ ポーラパターン

COS-11D HWM-**-PT COS-11D HWM-R-**-***
** = BE ** = CC ** = BE ** = CC

指向特性 無指向性
トランスデューサー バックエレクトレットコンデンサ
周波数特性 50 ～ 20kHz
感度 (1kHz 基準 ) 6.9mV/Pa(-43.2dB , 0dB=1V/Pa)　電源電圧 5V 負荷抵抗 4.7k Ω
入力換算ノイズレベル
(A-weighted) 28dB-A

最大入力音圧レベル
(1% THD) 136dB SPL

電源 +2.5V ～ +12V
消費電流 0.3mA

質量 8g( ケーブル除く )
19g( ケーブル含む )

ケーブル長 1.8m
仕上げ ベージュ色つや消焼付塗装 ココア色つや消焼付塗装 ベージュ色つや消焼付塗装 ココア色つや消焼付塗装
コネクタ なし                  付（注記参照）
付属品 ウレタン風防ベージュ 1 個 ウレタン風防ココア 1 個 ウレタン風防ベージュ 1 個 ウレタン風防ココア 1 個

注 ***  = TA5FX---TA5F　メタルコネクタ
　　　＝ Lemo3p---Lemo3p
　　　＝ SONY---Hirose4p　SONY 仕様

FW-11 HWM-CC
ウレタン風防
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バウンダリーマイクロホン

CUB-01

目立たず、目的音を明瞭に収音

◆形状は目立たないバウンダリータイプ。床
やテーブルの上にセッティングをし、単一
指向性により高感度で明瞭な目的音を収音
することが可能。

◆劇場、講演会場、会議場においての収音や、
マイクを目立たせない撮影での収音、放送
局でニュースの定時放送やトーク番組での
バックアップなどにも最適。

◆色はベージュとグレーの 2 種類。

■ 製品仕様

CUB-01-**
指向特性 半球前方指向性
トランスデューサー バックエレクトレットコンデンサ
周波数特性 60Hz - 15kHz
感度 (1kHz 標準 ) 40mV/Pa (-28dB,0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 16dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 120dB SPL.

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30% ) 180 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ
消費電流 1.8mA 以下

質量 45g ( ユニット部、ケーブル含む ) ,  
55g ( 回路部 )

寸法 32.5mm ( 直径 )  X 14.0mm（高さ）

表面仕上げ
**=BE= 

つや消し焼付塗装 / ベージュ、 
 **=GY= グレー

コネクタ XLR-3M

付属品 ラバーベース RB-01（2 個） ,  
ウレタン風防

■ ポーラパターン

RB-01 
ラバーベース 

（5 個入）
WJ-01 
ウィンドジャマー

■ 周波数特性

■	別売アクセサリ
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モノラルマイクロホン

CU-41	 2 ウェイカプセルマイクロホン

世界が信頼する 
高品質スタンダードマイク

◆アナログ・デジタル録音ジャンルの枠を越え、そ
の音楽性豊かなサウンドと信頼性は世界中の録音
エンジニアが愛用。

◆低音用と高音用の 2 ウェイカプセル設計により、
素直で透明、音の解像度が高く、“芯のある収音”
が可能。さらに、理想的な単一指向性ポーラパター
ンが広帯域で維持され音楽用に最適。

◆チタン膜採用により温度・湿度に対する高い安定
性を実現。

◆高性能出力トランス内蔵によるパワフルな音質。

S-41
エラスティックサスペンション

■ 製品仕様
指向特性 単一指向性
トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 20Hz - 30kHz
感度 (1kHz 標準 ) 7 mV/Pa ( -43dB, 0dB=1 V/Pa)
入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 15dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 140dB SPL

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30% ) 150 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ
消費電流 4.2mA 以下
質量 600 g
寸法 180 mm x 50 mm ( 直径 )
表面仕上げ 梨地ニッケルメッキ
コネクタ XLR-3M

■ ポーラパターン■ 周波数特性

■ 別売アクセサリ

S-41 Rubber String  
スペアラバーストリング  

（2 個セット）
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モノラルマイクロホン

CU-44X Ⅱ	 2 ウェイカプセルマイクロホン

高音質を追求した 
フラッグシップモデル

◆ CU-41 と同じ 2 ウェイカプセル設計で、素直
で透明、音の解像度が高く、“芯のある収音”が
可能。さらに、理想的な単一指向性ポーラパター
ンが広帯域で維持され音楽用に最適。

◆チタン膜採用により温度・湿度に対する高い安定
性を実現。

◆高出力・低インピーダンス設計のトランスレスモ
デル。

◆トランスレスなので高い過渡特性を持ち、立ち上
がりのよい音を実現。

■ 製品仕様
指向特性 単一指向性
トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 20Hz - 30kHz
感度 (1 kHz 標準 ) 20.0mV/Pa ( -34dB,0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 15dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 140dB SPL

出力インピーダンス 
(1 KHz、± 30% ) 150 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ
消費電流 4mA 以下
質量 430g
寸法 156mm x 45.5mm ( 直径 )
表面仕上げ 黒色つや消しクロームメッキ
コネクタ XLR-3M

S-44XⅡ
エラスティックサスペンション

■ ポーラパターン■ 周波数特性

■ 別売アクセサリ

S-44X Rubber String  
スペアラバーストリング  

（2 個セット）
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モノラルマイクロホン

CU-31, CU-32 小型マイクロホン

コンパクトなボディで高音質収音を実現
CU-31: 単一指向性（軸方向）

CU-32: 単一指向性（直角方向）

◆セッティングが容易なコンパクト設計。用途に合わせた軸方向指
向性と直角指向性の 2 タイプ。

◆ 148dB SPL のクリップレベル。
◆小型で堅牢、チタン振動膜使用により湿度、温度に対する高い安

定性。

指向特性 単一指向性
トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 20Hz - 18kHz
感度 (1kHz 標準 ) 3.5mV/Pa ( -49dB,0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 19dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 148dB SPL

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30% ) 200 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ
消費電流 1.4mA 以下
質量 125g
寸法 CU-31：116mm X 20.6mm ( 直径 )

CU-32：121mm X 20.6mm ( 直径 )
表面仕上げ 梨地ニッケルメッキ
コネクタ XLR-3M
付属品 マイクホルダー H-21F

■ ポーラパターン

H-21F 
マイクホルダー
(3/8")

WM-31  
ウレタン風防

CU-32CU-31

■ 周波数特性

■ 別売アクセサリ

■ 製品仕様
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モノラルマイクロホン

CU-55 単一指向性マイクロホン

小型・軽量で広い周波数帯域を実現

◆スタジオ・レコーディングでもセットしやすい小型・軽量設計。
◆ 40Hz から 20kHz までフラットな音域特性で色のないきれい

な音を収音。
◆フルオーケストラからアコースティック楽器のソロ演奏まで幅広

い用途。

◆理想的なポーラパターンで、かぶりのない収音を実現。

◆専用サスペンションを標準装備。

指向特性 単一指向性 ( 直角方向 )
トランスデューサー 直流バイアス式コンデンサ型
周波数特性 40Hz ～ 20kHz
感度 (1kHz 標準 ) SW:   0dB   -26dB(50.1mV, 0dB=1V/Pa)

SW:-10dB   -36dB(15.8mV, 0dB=1V/Pa)
入力換算自己雑音レベル 
(JIS A) 15dB A

最大入力音圧レベル 
(THD =1% ) 147dB SPL at SW:-10dB ポジション

出力インピーダンス (1KHz) 180 Ω
供給電源 +48V ± 4V U.P.F
消費電流 3.5mA
質量 180g
寸法 113mm × 30mm ( 直径 )
表面仕上げ 茶色つや消し焼付塗装
出力コネクタ XLR-3-12C(M ) 相当 (1:GND, 2:Hot, 3:Cold)
付属品 S-55　サスペンションホルダー

■ 製品仕様

■ ポーラパターン

■ 周波数特性

S-55
サスペンションホルダー
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モノラルマイクロホン

CO-100K 広帯域 100kHz マイクロホン

広帯域が実現する透明で自然な音質、 
世界のレコーディング現場で活躍

◆ 20Hz ～ 100kHz の広帯域収音を可能にしたプロフェッショナ
ル録音用マイクロホン。

◆新開発されたカプセル、DC 電圧の高圧化、新設計の内部回路に
より高感度と低ノイズレベルを実現。

◆ 100kHz までの収音によりスーパーオーディオ CD 等の録音に
新たな展開が可能。

■ 製品仕様

■ ポーラパターン

指向特性 無指向性
トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 20Hz - 100kHz
感度 (1kHz 標準 )  39.8mV/Pa ( -28dB,0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 22dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 125dB SPL

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30% ) 150 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ
消費電流 6mA 以下
質量 150g
寸法 191.5mm X 20.5mm ( 直径 ) 
表面仕上げ 黒色つや消し焼付塗装
コネクタ XLR-3M

■ 周波数特性

20 kHz 以上 100 kHz での音波の伝搬距離は非
常に短くなります。従って 20 kHz 以下の音と
の自然なバランスを得るため、CO-100K では 
10 kHz 以上の軸上感度を上昇させています。ま
た物理学上の理論として高い周波数帯域での指向
性はせまくなる傾向があります。

GS-100  
サスペンションホルダー
(3/8")

RB-100   
取替ラバー 

（2 個セット）

■ 別売アクセサリ

2008 年
日本音響学会
技術開発賞

受賞
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ステレオマイクロホン

CMS-2 M-S ステレオマイクロホン

日本中のシアターホールで活躍するワンポイントマイク

◆ 3 点吊りワンポイントステレオの標準マイクとして、多くのシ
アターホールが愛用。

◆ MS ステレオ方式なので、ミキサー、またはマトリックスボッ
クス MB-2D により LR の拡がりが調節可能。

◆広帯域で、最大入力音圧 145dB/ 低ノイズ / 低ひずみ。
◆小型軽量で目立たない外観。
◆チタン振動膜使用による湿度、温度に対する高い安定性と信頼性。
◆ホールだけでなく、スタジオ録音、ライブ録音使用でも高い評価。

■ 製品仕様

指向特性 Mid= 単一指向性・Side ＝双指向性
トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 20Hz - 18kHz
感度 (1kHz 標準 ) 2.8mV/Pa ( -51dB,0dB=1V/Pa )
入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 16dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 145dB SPL

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30% ) 250 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ X 2ch
消費電流 1.4mA 以下 /ch
質量 180g
寸法 173mm X 20.5mm( グリップ部直径 ) , 

63mm( メッシュ部 )
表面仕上げ 梨地ニッケル焼付塗装
コネクタ XLR-5M
付属品 マイクホルダー H-21D

■ ポーラパターン ■ 別売アクセサリ

H-21D
マイクホルダー
(PF1/2", 5/16")

MB-2D
マトリックスボックス

（MS-LR 出力変換器、拡がり角度調整付き）

SC-532/0.3、SC-532/1.8
マイクケーブル

（XLR-5F - XLR-3M × 2）

SC-551/0.3、SC-551/1.5
マイクケーブル

（XLR-5F - XLR-5M）

■ 周波数特性
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ステレオマイクロホン

CUW-180 X-Y ステレオマイクロホン

一本のボディに二つのマイク、手軽にできる X-Y ステレオ収音

◆ 2 つのカプセルは、機構的に 15 度ステップで最大 180 度の
角度にセット可能。ステレオ音の拡がり角度を自由に選択可能。

◆正確な位相を保つように同一軸上に 2 個のカプセルをセット。
◆カメラ搭載用マイク、対話用マイク、デュアルマイキングとして

も使用可能。

■ 製品仕様

指向特性 単一指向性
トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 20Hz - 20kHz
感度 (1kHz 標準 ) 28.2mV/Pa ( -31dB,0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 17dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 137 ｄ B SPL

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30% ) 180 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ X 2ch
消費電流 1.5mA 以下 /ch
質量 224g

寸法 160.6mm X 78.7mm , 
 20.5mm( グリップ部直径 )

表面仕上げ 黒色つや消し焼付塗装
コネクタ XLR-5M

付属品 ケーブル SC-532/1.8、 
マイクホルダー H-21F

■ 周波数特性

WS-180
カゴ型ウィンドスクリーン (1 本用 )

SC-532/0.3、SC-532/1.8
マイクケーブル

（XLR-5F - XLR-3M × 2）

SC-551/0.3、SC-551/1.5
マイクケーブル

（XLR-5F - XLR-5M）

WJ-180
カゴ型ウィンドジャマー (1 本用 )

■ 別売アクセサリ

■ ポーラパターン

GS-180XY 
アクセサリーセット (1 本用 )

（GS-180、WS-180、WJ-180）

GS-180A
サスペンションホルダー (1 本用 )
(3/8")
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サラウンドシステム

CUW-180 サラウンドシステム

360 度自然な音のつながり、そして確かな音像定位 
CUW-180 サラウンドシステム

◆ 2 本の「CUW-180」を前後に組み合わせフロ
ント LR・リア LR 用とし、さらにセンター用に
ショットガンマイクロホン「CS-1e」を追加する
ことにより、独立した 5 個のマイクカプセルによ
る高品質のサラウンドシステムを構成。

◆フラットで自然な音質で、L,C,R,RS,LS の 5 個
のマイクの音像がきれいにつながり、デッドポイ
ントがなく、正確な定位を実現。

◆ CUW-180 の 2ch 間の角度は可変なので、フ
ロント LR・リア LR それぞれ異なる角度を選べ、
現場の状況に合わせた設定が可能。

◆ CUW-180 を 2 本、CS-1e を 1 本のシステムを、
ひとつのサスペンションホルダー「GS-180W」
に搭載し、そのままカゴに収納可能。

ステレオマイクロホン CUW-180（2 本） SC-532/1.8 付属

サラウンド用アクセサリーセット GS-180WS GS-180W, WS-180W, WJ-180W, 
HCH-180, OR-180

ハンドグリップ HG-1
アルミトランク TC-180
ショットガンマイクロホン CS-1e
ケーブル SC-331/1.5 CS-1e 用

GS-180WS 
サラウンド用アクセサリーセット

（GS-180W, WS-180W, WJ-180W, 
HCH-180, OR-180）

GS-180W 
サスペンションホルダー
(CUW-180 2 本用 )

（3/8"）

WS-180W 
カゴ型ウィンドスクリーン
(CUW-180 2 本用 ) 

WJ-180W 
カゴ型ウィンドジャマー
(WS-180W 用 ) 

HCH-180
CS-1 用デュアルホルダー

■ 別売アクセサリ

OR-180
GS-180W 専用取替ラバー

HG-1
ハンドグリップ

（3/8"）
TC-180
アルミトランク
( サラウンドシステム収納用 )

■ CUW-180 サラウンドシステム構成例
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サラウンドマイクロホン

WMS-5 5.0ch サラウンドマイクロホン

一本のボディで 5.0ch サラウンド収音を実現

◆ダブル M-S 方式を用いた 5.0 サラウンドマイクロホン。
◆一本のボディーから 5 つの信号を出力。
◆ M-S から L-R への変換マトリクス回路をマイク本体に内蔵したので外

部変換ボックスは不要。
◆豊富なアクセサリー群によりアウトドアでの収音に対応。
◆特殊カプセルの採用により M,S,M を理論上の同一軸上に配置し、位相

ずれを解消したことによりサラウンドマイクをパンニングさせることも
可能。

■ 製品仕様
指向特性 狭角度指向性（センター出力）

ハイパーカーディオイド（L,LS,R,RS 出力）
トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 50Hz - 20kHz
感度 (1kHz 標準 ) 44.7mV/Pa ( -27dB,0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル 
(A-weighted)

モノ 20dB-A , ステレオ 22dB-A . 
 サラウンド 22dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 120dB SPL

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30% ) 120 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ × 5ch
ステレオ拡がり角度 120°（L,R）、120°（LS,RS）
消費電流 4mA 以下 /ch
質量 235g

寸法 235mm X 27.8mm ( メッシュ部直径 ) ,  
19mm ( グリップ部直径 )

表面仕上げ 黒色つや消し焼付塗装
コネクタ マルチ 12Pin

■ 別売アクセサリ

WJ-5L
ウインドジャマー（ロングファー）

WJ-180W
カゴ型ウィンドジャマー

WJ-5
ウインドジャマー（ショートファー）

K-BWC
マイクマウント用アタッチメント
(26mm)

WGS-5E
マイクホルダー

K-BWS
マイクマウント用アタッチメント
(24mm)

K-BWJ
マイクマウント用アタッチメント
(21mm)

WS-180W
カゴ型ウィンドスクリーン

アクセサリー・ケーブル

WSC-551/3.0
ケーブル 12P マルチ (F) - 12P マルチ (M)

WSC-535/2.0
ケーブル 12P マルチ (F) – XLR-3M × 5(2m)

WSC-750/0.87
カメラ用 Y ケーブル 12P マルチ (F) - XLR-3M 
 & XLR-5M(0.87m）

WSC-531/2.0
モノケーブル 12P マルチ (F) – XLR-3M × 1(2m)

WSC-532/2.0
ステレオケーブル 12P マルチ (F) – XLR-3M × 2(2m)

WGA-5
マイクシューアダプター (1/4")

■ 周波数特性

■ ポーラパターン
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グースネックマイクロホン

CUS-101B

小型・高音質・低振動雑音の卓上マイク

CUS-101B/130 : 130mm フレキ
CUS-101B/240 : 240mm フレキ
CUS-101B/300 : 300mm フレキ

◆放送局でニュースの定時放送を始め、座談会、会議等での使用に
適した小型で音質の良いマイクロホン。

◆専用の卓上スタンド TS-101HGN（別売り）は、共振周波数を
30Hz 以下に抑えた特殊なクッションを採用し振動雑音を減少。

◆フレキの長さは 3 種類（130mm、240mm、300mm）。

■ 製品仕様

■ 別売アクセサリ

TS-101HGN
スタンドベース

（CUS-101B 専用ｽﾀﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ、ｵｰﾃﾞｨｵ回路部付）

WM-101 
ウレタン風防

（赤、橙、黄、緑、青、黒、灰、7 色各 1 ｺ入）

（スタンドベース TS-101HGN は別売りです）

CUS-101B/***
指向特性 単一指向性
トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 50Hz - 10kHz
感度 (1kHz 標準 ) 5.6mV/Pa ( -45dB,0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 22dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 125 ｄ B SPL

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30% ) 250 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ
消費電流 0.85mA 以下

質量

CUS-101B/130 57g 
CUS-101B/240 74g
CUS-101B/300 82g
TS-101HGN     641g

寸法

236mm(CUS-101B/130) , 
346mm(CUS-101B/240) , 
402mm(CUS-101B/300) ,  
 X 24.4mm ( メッシュ部直径 ) 

表面仕上げ 梨地ニッケル色焼付塗装
コネクタ XLR-3M

■ 周波数特性

■ ポーラパターン
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ショットガンマイクロホン

CS-1e モノラル・ショート

カメラ搭載、ブームオペレーションに適したショート・ショットガンマイク

◆ 新設計により、離れた音も明瞭に収音（リーチが長い）
することができ、カムコーダー搭載用として最適。

◆ ブームオペレーションでは、短かさと軽量（前モデルよ
り 20g 軽減）のため、狭いスタジオでもカメラフレーム
から逃げやすく、不要な影のホリゾントへの映り込みを
排除。

◆ 全長 181.5mm のショートサイズで鋭い指向性を確保。
◆ 角型・小型カプセル採用。小型でありながら高性能な

ショットガンマイクを実現。

■ 製品仕様

指向特性 狭角度指向性
トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 50 ～ 20kHz
感度 (1kHz 標準 ) 63.1mV/Pa (-24dB , 0dB= １V/Pa)
入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 15dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 130dB SPL

出力インピーダンス 
(1kHz) ± 30% 120 Ω

電源 +48V ± 4V U.P.F
消費電流 3.5mA
質量 80g
寸法 φ 19mm、全長　181.5mm
仕上処理 黒色つや消し焼付塗装
コネクタ XLR-3M 相当
付属品 ウレタン風防 WM-1e（1 個）

■ 周波数特性

■ ポーラパターン

K-BWC 
カメラマウント

（SH-1 用、26mm) 
(3/8")

K-BWJ 
カメラマウント

（SH-1 用、21mm) 
(3/8")

K-BWS 
カメラマウント

（SH-1 用、24mm) 
(3/8")

GS-1
サスペンション付ハンドグリップ

（SH-1 + HG-1）
(3/8")

SH-1 
サスペンションホルダー
(3/8")

RB-1
スペアラバー

（SH-1 用、2 個セット）

HG-1
ハンドグリップ
(3/8")

BP-1
サスペンション付ハンドグ
リップ

（ブーム用サスペンション付ハ
ンドグリップ、XLR 出力）
(3/8")

BPH-1
ハンドグリップ

（ブーム用ハンドグリップ、
XLR 出力）
(3/8")

WSJ-1e
ウィンドジャマー
 （ソフタイ型） 

WM-1e 
ウレタン風防

（黒、2 個入）

■ 別売アクセサリ
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ショットガン

CS-2 モノラル

遠くの音を明瞭に、自然に、そして豊かな音質でキャッチ 
広い分野に適したスタンダード・ショットガンマイクロホン

◆高音質で定評のある小型・角型マイクカプセルを使
用し、さらに、全長 250mm、直径 19mm のサ
イズの中に 120mm という長い音響管を搭載し、
標準的なショットガンマイクロホンのサイズで鋭い
指向性を実現。

◆優れた指向性により、遠くの音も明瞭に収音できます。くせのな
い自然な音質なので、ドラマ・バラエティ・映画などの収録や、
野外ロケやインタビュー、スポーツ中継など、幅広い分野に適合。

◆野外使用で、カゴやジャマーに入れたときの高域成分の減衰を補
償するための「ハイブーストスイッチ」を装備しました。これに
よりカゴやジャマーに入れたときでも、明瞭で自然な収音が可能。

◆ 110g という軽量設計なので、ブームオペレーションの負担を
軽減。

■ 製品仕様

指向特性 狭角度指向性
トランスデューサ DC バイアスコンデンサ
周波数特性 50Hz - 20kHz
ハイブーストスイッチ +3dB at 8kHz
感度 (1kHz 標準 ) 63mV/Pa(-24dB,0dB=1VPa)
入力換算ノイズレベル 15dB-A
最大入力音圧レベル 
(1% THD) 130dB SPL

出力インピーダンス 
(1kHz, ± 30% ) 120 Ω

電源 48V ± 4V ファンタム
消費電流 3.5mA 以下
質量 110g
寸法 250mm × 19mm ( 直径 )
表面仕上げ 黒色つや消し焼付塗装
コネクタ XLR-3M
付属品 ウレタン風防 WM-23

■ 周波数特性

■ ポーラパターン

TC-2E
アルミトランク

WS-4
カゴ型ウィンドスクリーン WJ-4

カゴ型ウィンドジャマー
WSJ-23
ウィンドジャマー

（ソフタイ型、ショートファー）

WM-23
ウレタン風防

GS-23
サスペンション付ハンドグリップ

■ 別売アクセサリ
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ショットガンマイクロホン

CS-3e モノラル

広帯域にわたる狭角度指向性で目的音を明瞭にキャッチ

◆わずか全長 27cm でガンマイク本来の機能で
ある“広帯域にわたる狭角度指向性”を３カプ
セルの複合方式により実現。

◆周囲雑音が多い場所や残響が大きい空間でも明瞭な目的
音の収音が可能。

◆映画・TV ドラマの収録に最適。

■ 製品仕様
指向特性 狭角度指向性
トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 50Hz - 20kHz
感度 (1kHz 標準 ) 50mV/Pa (-26dB,0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 15dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 120dB SPL

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30% ) 120 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ
消費電流 2.5mA 以下
質量 120g
寸法 270mm X 19mm ( 直径 )
表面仕上げ 黒色つや消し焼付塗装
コネクタ XLR-3M

■ ポーラパターン

WJ-4 
カゴ型ウィンドジャマー

■ 周波数特性

WS-4 
カゴ型ウィンドスクリーン

WM-23
ウレタン風防

■ 別売アクセサリ

WSJ-23
ウィンドジャマー

（ソフタイ型、ショートファー）

TC-3E
アルミトランク

GS-23
サスペンション付ハンドグリップ
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ショットガンマイクロホン

CMS-10 ステレオ・モノラル切替

カムコーダ搭載用の小型・軽量ステレオショットガンマイク

◆全長 211mm、質量 170g の小型・軽量ショット
ガン。

◆センターマイクに 3 カプセルによる複合ガンマイ
クを採用し、自然な定位で広がり感のあるステレ
オ収音が可能。

◆ステレオ（LR）、モノラルの切替により、SE 収音に限らずイン
タビューなど多様な場面にも力を発揮。

◆カメラ装着用のサスペンションシリンダーをはずすことにより、
φ 19mm のグリップ部にハンドグリップを装着し、フィールド
収音に対応。

■ 製品仕様

■ 周波数特性

■ 別売アクセサリ

WSJ-10
ウレタンジャマー
 （ソフタイ型） 

	

指向特性 モノラル = 狭角度指向性 
ステレオ = ハイパーカーディオイド (LR 出力 )

トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 150Hz - 20kHz

感度 (1kHz 標準 ) ステレオ 50mV/Pa ( -26dB,0dB=1V/Pa) , 
モノラル 32mV/Pa ( -30dB,0dB=1V/Pa)

入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) ステレオ 20dB-A , モノラル 22dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 120dB SPL

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30% ) 240 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ X 2ch
ステレオ拡がり角度 127°
消費電流 2.5mA 以下 /ch
質量 170g

寸法
211mm X 27.8mm ( メッシュ部直径 ), 

26.5mm ( サスペンションシリンダ－部直径 ),
19mm( グリップ部直径 )

表面仕上げ 黒色つや消し焼付塗装

コネクタ ケーブル直出しタイプ /33cm、  
XLR-5M

付属品 サスペンションシリンダーセット、 
ウレタンジャマー WSJ-10

■ ポーラパターン

Doughnut rubber ring set
（ドーナッツラバーリングセット、保守用）

Suspension cylinder set
（サスペンションシリンダーセット、保守用）

（付属の WSJ-10 を装着）
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ショットガンマイクロホン

CSS-5 ワイド／ノーマルステレオ・モノラル切替

目的音を確実にとらえ、しかもステレオ定位まで自然に収音

◆モード切替スイッチにより、多様な収録を一本の
マイクでマルチ対応。

【モノラル】 低域から高域まで広帯域で狭角度
  指向性を有し周囲雑音が多い場所や残響の

長い空間での明瞭な目的音の収音を実現。
【ノーマルステレオ】 ステレオ感を損なわず中央の音を明瞭に捉

えます。ドラマ・スポーツ・ドキュメンタ
リーなどの収音に最適。

【ワイドステレオ】 周囲の広がり感に優れた S.E. 収音に最適。
◆小型・薄型のカプセルを上下・同軸に積層しているため、モノ・

ステレオのコンパチ性に優れ、モノ・ステレオを切り替えても正
面の目的音の音質の変化が少なく、また、モノの鋭い指向性でも
音源とマイクの距離による音質の変化がほとんどありません。

■ 製品仕様
指向特性 狭角度指向性 および 2ch ステレオ
トランスデューサー DC バイアスコンデンサ
周波数特性 100Hz - 15kHz

感度 (1kHz 標準 )
モノラル 35mV/Pa (-29dB,0dB=1V/Pa), 

ノーマルステレオ 45mV/Pa  (-27dB,0dB=1V/Pa) ,  
ワイドステレオ 71mV/Pa (-23dB,0dB=1V/Pa)

入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) 18dB-A

最大入力音圧レベル 
(1% THD) 120dB SPL

出力インピーダンス 
(1KHz、± 30% ) 240 Ω

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ X 2ch
ステレオ拡がり角度 140°（ワイド）、120°（ノーマル）
消費電流  2.5mA 以下 ( Lch ) ,  1.6mA 以下 ( Rch )
質量 250g

寸法 300mm X 45mm , 22.5mm ( スリット部直径 ) , 
 19mm ( グリップ部直径 )

表面仕上げ 黒色つや消し焼付塗装
コネクタ XLR-5M
付属品 ケーブル SC-551/1.5

■ 周波数特性

■ ポーラパターン
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■ 別売アクセサリ

GS-5E
サスペンション付ハンドグリップ
(3/8")

WS-5E
カゴ型ウィンドスクリーン

ダイナミックマイクロホン用プリアンプ

HAD-48

ダイナミックマイクロホンのケーブルを引き延ばしたときの外部雑音問題を解決

◆一般にダイナミックマイクロホンの出力レベルは低く、ケーブル
を長い距離にわたり延ばして使用すると外部雑音の影響を受けや
すいといわれています。HAD-48 はこうした環境でも十分な出
力を確保します。

◆ダイナミックマイクの出力直後に HAD-48 を接続することによ
り、マイクレベルを 20 または 40dB 増幅します。電源は、ミ
キサーから供給される +48V ファンタム電源を利用します。

■ 製品仕様
利得 +20dB または +40dB （切替）

周波数特性 30Hz - 40kHz(+20dB) 
30Hz - 20kHz(+40dB)

最大入力レベル (THD1% ) 250mVms(-12dBV)(+20dB ポジション ) 
25mVms(-32dBV)(+40dB ポジション )

最大出力レベル (THD1% ) 2.5mVms(+8dBV)
入力インピーダンス（1KHz） 10k Ω
出力インピーダンス（1KHz） 150 Ω
相手機器推奨入力 
インピーダンス 1k Ω以上

入力換算ノイズレベル 
(A-weighted) -120dB 以下

電源 +48 ± 4V ﾌｧﾝﾀﾑ
消費電流 3.5mA
質量 90g
寸法 115.3mm X 19mm ( 直径 )
表面仕上げ 梨地ニッケルメッキ
入力コネクタ XLR-3F
出力コネクタ XLR-3M

マイクケーブル
■ 製品仕様
SC-331/0.3、SC-331/1.5

（XLR-3F - XLR-3M）

SC-331F/0.3、SC-331F/1.5
（XLR-3F - XLR-3F）

SC-551/0.3、SC-551/1.5
（XLR-5F - XLR-5M）

SC-551F/1.5
（XLR-5F - XLR-5F）

SC-532/0.3、SC-532/1.8
（XLR-5F - XLR-3M × 2）

SC-532F/0.3、SC-532F/1.8
（XLR-5F - XLR-3F × 2）

WJ-5E
カゴ型ウィンドジャマー

TC-5E 
アルミトランク

WSJ-5
ウレタンジャマー

（ソフタイ型）
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