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URX-S03D

UTX-B03HR

希望小売価格 189,000円＋税

希望小売価格 55,000円＋税

XDCAMとの組合せ

コンパンダー/エクスパンダーをデジタル処理

● D-sub 15ピンコネクターを介し、URX-S03DのDSPからの2チャンネルの
デジタル信号をダイレクトでカムコーダーに送ることができます。
● カムコーダーのビューファインダー上で、
それぞれのワイヤレスマイクのRF/
AFレベルを確認することができます。

DSPを搭載しデジタルコンパンダー処理を実施。モード切替によって、
ソニーの
800シリーズ、従来のUWPシリーズとも交信
（他機種への送信、
および他機種
からの受信）
が可能です。

HDCAMとの組合せ
● D-sub 15ピンコネクターを介し、
URX-S03Dのアナログアウトからのシング
ルチャンネルの音声信号をダイレクトでカムコーダーに送ることができます。
● 2つの送信機からの2つの異なる音声信号を1つにミックスし、
シングルチャ
ンネルの音声信号としてアウトプットすることも可能です。
● カムコーダーのビューファインダー上で、
それぞれのワイヤレスマイクのRF/
AF レベルを確認することができます。

安定受信が可能なトゥルーダイバーシティ方式
レシーバーに2つの受信回路を搭載し、
トランスミッターからの電波を同時に受信し
て受信状態の良好な方を自動選択するトゥルーダイバーシティ方式を採用していま
すので、
広いエリアでも音切れやノイズの発生を抑えた安定した受信が可能です。

MIC/LINE入力切替
エレクトレッ
トコンデンサーマイクロホンECM-77BC/9X
（別売）
をご使用ください。
（ECM-77BC/9X およびECM-77BCしか使用できませんご注意ください。）
また、
マイクロホン変換ケーブルEC-1.5CF
（別売）
を使えば、
オーディオ機器の
出力をインプットできます。

位相切替機能
位相切替機能により、
マイクの位相を反転させることができます。

視認性の高いディスプレイ
データ表示部は、
従来の機器に対し面積比を2倍にして、視認性を高めました。

コンパンダー/エクスパンダーをデジタル処理
DSPを搭載しデジタルコンパンダー処理を実施。モード切替によって、
ソニーの
800シリーズ、従来のUWPシリーズとも交信
（他機種への送信、
および他機種
からの受信）
が可能です。

赤外線送受機能の採用
UWP-Dレシーバーで設定した周波数とコンパンダーモードを、
赤外線送受機能
でトランスミッターに送り、短時間でチャンネル設定が完了いたします。

視認性の高いディスプレイ
データー表示部は従来の機器に対し面積比を2倍にして、視認性を高めまし
た。
また、
バックライト付きの液晶ディスプレイを採用することで視認性が向上。
暗い場所でのロケや取材でも手早く設定変更が可能です。

電波のサーチ
空きチャンネルを探すクリアチャンネルスキャン、使用チャンネルを探すアクティ
ブチャンネルスキャンにより、現場での電波状況を把握し、希望のチャンネルに
素早くセットできます。

豊富な電源運用
電池は、
アルカリ乾電池、
ニッケル水素充電池、
リチウム電池の3種類が使用
可能です。
また、
トランスミッターにセットされたニッケル水素充電池を、市販の
USBアダプターで充電することができます
（USBマイクロBタイプ）
。
さらに、市販
のUSBポータブル電源など、USB給電にてシステムの運用が可能です。

赤外線送受機能の採用
レシーバーで設定した周波数とコンパンダーモードを、赤外線送受機能でトラン
スミッターに送り、短時間でチャンネル設定が完了します。

屋外での使用に耐える堅牢な構造
屋外でのハードな使用に耐える堅牢かつ防塵に配慮した構造で、防滴II型の
性能も有しています。 ※付属アンテナを取り付け、カムコーダー装着時

RFスケルチ切り換え機能
使用する状況に応じて、
RFスケルチレベルをON/OFF切り換えできます。

● 掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。
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■ 関連商品

ワイヤレスアダプター

ソフトケース

ワイヤレスアダプター

DWA-F01D

LCS-F01D

DWA-01D

希望小売価格 98,000円＋税

希望小売価格 24,000円＋税

希望小売価格 70,000円＋税

エレクトレットコンデンサー
マイクロホン

ECM-77BC/9X
希望小売価格 59,000円＋税

アクセサリーキット

リチャージャブルバッテリーパック

ACCKIT-D12B

2NP-F970/B

希望小売価格 49,000円＋税

希望小売価格 35,000円＋税

■ 主な仕様
URX-S03D

UTX-B03HR
チューナー部

チューナー部
局部発振方式
受信方式
アンテナ端子
スケルチレベル
受信周波数
ディエンファシス
基準周波数偏移
周波数特性
高調波ひずみ率（T.H.D）
音声遅延時間
出力端子
基準出力レベル

トーン信号周波数

水晶制御PLLシンセサイザー
トゥルーダイバーシティ方式
BNCーR、50Ω
15dBμ
806.125〜809.750MHz
50μs
±5kHz
40Hz〜15kHz
0.9％以下（1kHz、
マイク入力ー60dBV時）
0.375msec以下
Dーsub 15ピンコネクター（ 凸）×1
アナログ出力…−40dBu
（600Ω負荷、変調周波数1kHz、
周波数偏移±5.0kHz 時）
デジタル出力…−36dBFs/−20dBFs 切替
UWP−Dモード…32.382kHz、UWPモード…32kHz、
WL800モード…32.768kHz

一般

発振方式
アンテナ型式
送信周波数
空中線電力（送信電力）
プリエンファシス

水晶制御PLLシンセサイザー
1/4λ波長ワイヤーアンテナ
806.125〜809.750MHz
10mW/2mW 選択可
50μs

オーディオ部
基準周波数偏移
周波数特性
高調波ひずみ率（T.H.D）
音声遅延時間
マイク入力端子
基準音声入力レベル
音声アッテネーター
トーン信号周波数

±5kHz（−60dBV、1kHz 入力時）
40Hz〜15kHz
0.9％以下（1kHz、
マイク入力ー60dBV時）
0.35msec
SMC9ー4S（凹）
−60dBV（MIC入力、アッテネーター0dB）、
＋4dBu（ LINE入力）
0〜27dB（3dBステップ）
UWPーDモード…32.382kHz、UWPモード…32kHz、
WL800モード…32.768kHz

一般
電池持続時間

電源
許容動作温度
許容保存温度
外形寸法（幅×高さ×奥行）
質量

DC 7.0V
0℃〜50℃
−20℃〜＋50℃
約88×116.2×31.2mm（アンテナおよび突起を除く）
約303g（付属アンテナ取付時）

付属品

約10時間（ソニーアルカリ乾電池単3形（LR6）、25℃、
10mW出力）
許容動作温度
0℃〜50℃
許容保存温度
−20℃〜＋50℃
外形寸法（幅×高さ×奥行） 約63×92.6×20mm（アンテナおよび突起部を除く）
質量
約150g（乾電池含む）

付属品
ホイップアンテナ（2 ）、ご使用になる前に（1）、
CDーROM（1）、保証書（1）

安全に関する注意

ベルトクリップ（1）、ご使用になる前に（1）、
CDーROM（1）、保証書（1）

商 品を安 全に使うため、使用 前に必ず「 取 扱 説 明 書 」をよくお読みください。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●カタログと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●SONYはソニー株式会社の商標です ●その他、記載されている各社名および
各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社／〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL http://www.sonybsc.com
商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口
0120-788-333
フリーダイヤル
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550
●FAX 0120-884-707
●受付時間 9:00〜18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）
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