
あらゆる会議スタイルに
　　　　　というソリューションを
MICROFLEX® WIRELESS



明瞭で、肉声に迫る音質。
伝わる会議で効率アップ。
会議の形も規模も多様化している今、最新の会議システムを導入すれば
大小・遠隔など環境に左右されず、快適な会議が可能になります。

MicroflexR  Wireless は、Shureの独自技術によるクリアな音声とともに、あらゆる会議スタイルのワイヤレス
運用を落ち着いた意匠でシンプルに実現する、最先端のワイヤレスソリューションです。

グースネックベースからバウンダリー、ハンドヘルド、ボディーパックまでを用意し、設定はチャージステーション
のスイッチを押すだけで完了。チャージステーションからマイクを取り外すだけでワイヤレスシステムを
即座に運用可能です。DanteTMに対応しているため、企業の役員会議室や遠隔会議システム、教育機関の 
講堂から多目的ルームまで、シンプルでネットワーク化された音響システムを構築できます。
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最大48ch、High Densityモードでは最大96chまで対応できる高い拡張
性を備えています。Dante™に対応しており、イーサネットケーブル一本
で大規模な企業・文教ネットワークをリモート管理することも可能です。

多チャンネル運用の高い拡張性

ネットワーク・チャージステーションに送信機を置いた状態でLINKボタンひとつ
でペアリングでき、チャージステーションからマイクを取り外すだけで運用を
開始できます。またアクセスポイント・トランシーバーは電波状況を常時スキ
ャンしているため、不安定になる場合は自動で運用周波数を切り替えます。

運用周波数も自動で

マイクは専用のリチウムイオン充電池で動作。最大15時間駆動（ハンドヘルド
型）するため終日運用もカバーします。また残量や充電状況はネットワークを
経由して分単位でモニターできます。

バッテリー管理もネットワークで

広く使われているB帯と混信しない1.9GHz
帯（DECT帯）を採用。同じ帯域を使用する
PHSを検出して除外する機能も搭載して 
います。また2/4/8チャンネル単位できめ
細かく運用規模を選択でき、柔軟性に優れて
います。

免許不要の1.9GHz帯、PHS除外機能も

マイクロホン・テクノロジーとその信頼性で世界を
リードし続けているShure。人の声の特徴を 
つぶさに捉えて発言の繊細なニュアンスも逃しま
せん。大会議室でも遠隔でも、近くで話している
かのような自然なコミュニケーションが可能です。

ありのままを伝える音質

AES-256bitの極めて安全性の高い暗号化を採用。
毎回ランダムな暗号キーを送受信機内で通信して
いる為、盗聴の恐れがありません。重要な会議も
安心して行うことができます。

高い秘匿性を担保

MICROFLEX WIRELESSを選ぶ理由

Shureのオーディオアセット管理ソフトウェアSystemOn™を利用
すれば、複数のエリアに配備されたシステム機器を遠隔地から
集中管理可能。IT管理者やAV技術者の作業効率が飛躍的によく
なります。

管理者の手間を劇的に改善

主なサードパーティ製会議システムにもハード、ソフト両面で対応
しており、既存にも新規にも容易にシステム統合して構築することが
できます。

サードパーティ製品との統合も容易
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幅広いニーズに応える 
高い自由度
シンプルな機器構成と拡張性。
企業の役員会議室や遠隔会議システム、
教育機関の講堂から多目的ルームまで、
高い自由度でニーズに応えられるのが 
Microflex Wirelessです。

送信機

ワイヤレスによって柔軟なレイアウトが可能な 
バウンダリー型送信機にホワイトモデルも登場。
無指向性とカーディオイドの2モデルを用意し、収音環境に合わせて選択可能。 
ヘッドホン出力を搭載し、通訳チャンネルなどのリターン信号を受信可能。 
専用のソフトウェアからリアルタイムに設定の変更が可能。 
未使用時に充電池の消費を抑制するスタンバイモードを搭載。 
電波を安定的に受信できない可能性が発生すると、アラートで警告。 

「Link」ボタンひとつでペアリング完了。 
AES-256bit暗号化処理による極めて秘匿性の高いワイヤレス運用。

MXW6 バウンダリー型送信機

新製品

1.9GHz帯域（DECT方式）　（1893～1905MHz）

MXW6/O=-Z12 無指向性 黒 110,000円（税抜）
MXW6/C=-Z12 カーディオイド 黒 110,000円（税抜）
MXW6W/O=-Z12 無指向性 白 ※受注生産 110,000円（税抜）
MXW6W/C=-Z12 カーディオイド 白 ※受注生産 110,000円（税抜）
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新製品

幅広いニーズに応える 
高い自由度

送信機

無指向性マイクロホンを本体に内蔵し、 
単体でもラベリアマイク等と組み合わせても使用可能。
軽量・コンパクトで目立ちにくいデザイン。 
無指向性マイクロホンを内蔵し、インタビューの収音などにも単体で使用可能。 
ヘッドウォーン/ラベリアなど多彩なマイクロホンを用意。 
ヘッドホン出力を搭載し、通訳チャンネルなどのリターン信号を受信可能。 
専用のソフトウェアからリアルタイムに設定の変更が可能。 
未使用時に充電池の消費を抑制するスタンバイモードを搭載。 
電波を安定的に受信できない可能性が発生すると、アラートで警告。 

「Link」ボタンひとつでペアリング完了。 
AES-256bit暗号化処理による極めて秘匿性の高いワイヤレス運用。 
専用のリチウムイオン充電池で動作。最大9時間の長時間駆動が可能で、約2時間
でフル充電。 
USBからの給電に対応。USB給電を行えば電源ON状態を常時維持可能。

多彩なMicroflex グースネック・マイクロホンを装着可能。

グースネック・マイクロホンはMX415/MX410/MX405から選択できるため、指向
特性やLEDインジケーターの有無など、幅広い選択が可能。 
電源スイッチは独自のくぼみ形状で、誤操作を防止。 
ヘッドホン出力を搭載し、通訳チャンネルなどのリターン信号を受信可能。 
専用のソフトウェアからリアルタイムに設定の変更が可能。 
未使用時に充電池の消費を抑制するスタンバイモードを搭載。 
電波を安定的に受信できない可能性が発生すると、アラートで警告。 

「LINK」ボタンひとつでペアリング完了。 
AES-256bit暗号化処理による極めて秘匿性の高いワイヤレス運用。

堅牢で軽量なハンドヘルドマイクロホン。音質に定評のある
ShureのSM58、BETA 58A、SM86、VP68 から選択可能。
高い耐久性を保持しながらも扱いやすい軽量なボディーを実現。 
送信アンテナを2系統本体内部に搭載しているため、どこを握っても安定した信号の
送受信が可能。 
専用のソフトウェアからリアルタイムに設定の変更が可能。 
未使用時に充電池の消費を抑制するスタンバイモードを搭載。 
電波を安定的に受信できない可能性が発生すると、アラートで警告。 

「Link」ボタンひとつでペアリング完了。 
AES-256bit暗号化処理による極めて秘匿性の高いワイヤレス運用。 
専用のリチウムイオン充電池で動作。最大15時間の長時間駆動が可能で、充電はネッ
トワーク・チャージステーションにドッキング後、約3時間でフル充電が可能。 
独自の「コムシールド・テクノロジー」を搭載、電波ノイズを抑制し、クリアな収音を
実現。

MXW1 ボディーパック型送信機 MXW8 グースネックベース型送信機

MXW2 ハンドヘルド型送信機

1.9GHz帯域（DECT方式）　（1893～1905MHz）

MXW8=-Z12 黒　　　　 　　95,000円（税抜）
MXW8W=-Z12 白 ※受注生産　　95,000円（税抜）

1.9GHz帯域（DECT方式）　（1893～1905MHz）

MXW2/SM58=-Z12 100,000円（税抜）
MXW2/SM86=-Z12 110,000円（税抜）
MXW2/BETA58=-Z12 110,000円（税抜）
MXW2/VP68=-Z12 120,000円（税抜）

1.9GHz帯域（DECT方式）　（1893～1905MHz）

MXW1/O=-Z12 95,000円（税抜）
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オーディオ・ネットワーク・インターフェース

Microflex Wirelessの機器やPCを接続して、システム管理と入出力を行う 
ネットワークインターフェース。
運用するチャンネル数に合わせて8チャンネルと4チャンネルの2モデルを用意。出力はアナログ出力。 
通訳チャンネルなどのリターン信号用としてMXWANI4-Jは1系統、MXWANI8-Jは2系統のリターン入力
を装備。 
ネットワーク・チャージステーションやPC、サードパーティ製の制御機器等を接続する4系統のギガビット・
イーサネットポートを搭載。 
イーサネットポート1はアクセスポイント・トランシーバーMXWAPTに電力を供給できるPoE機能を搭載。 
前面パネルではミュート/ソロチャンネルモニタリングに加え、各チャンネルの入出力レベル調整が可能。 
ブラウザベースのためWindows PC、Macからシステムの管理が可能。 
Danteを採用し、各送信機からの信号を劣化なく他のDante対応機器まで伝送可能。 
ヘッドホン出力を搭載し、各チャンネルのソロ信号を検聴可能。 
タッチパネル式の外部コントローラーとして定評あるAMX、Crestronからの制御に対応。

MXWANI オーディオ・ネットワーク・インターフェース
MXWANI8-J 8チャンネルモデル 240,000円（税抜）
MXWANI4-J 4チャンネルモデル 200,000円（税抜）
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アクセスポイント・トランシーバー

部屋の意匠に溶け込む薄型デザイン。ワイヤレス信号の受信と音声制御
信号の送信を行うアクセスポイント・トランシーバー。
薄型で部屋のデザインを邪魔しないシンプルな筺体。表装は部屋に合わせて塗装が可能。 
壁面/天井取付用のマウンティングプレートを同梱。電源はPoEで供給されるため、シンプルな
配線が可能。 
専用のソフトウェアからリアルタイムに送信機設定の変更が可能。 
空間のスキャンを常時行い、電波が不安定になった際に送信機側の運用周波数を安定した周波数
に自動で切り替え。 
Danteを採用し、CAT-5e以上のケーブルでシンプルな配線を実現。 
AES-256bit暗号化処理による極めて秘匿性の高いワイヤレス運用。 
電源、ワイヤレス接続状況、ネットワーク状況を視認可能なLEDインジケーターを搭載。 
PHSとの干渉リスクを抑えて運用できるモードを搭載。 
最大到達距離は30m。

MXWAPT アクセスポイント・トランシーバー
1.9GHz帯域（DECT方式）　（1893～1905MHz）

MXWAPT8=-Z12 8チャンネルモデル 589,000円（税抜）
MXWAPT4=-Z12 4チャンネルモデル 447,000円（税抜）
MXWAPT2=-Z12 2チャンネルモデル 223,000円（税抜）
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ネットワーク・チャージステーションソフトウェア

各送信機の充電に加え、ネットワーク経由でリンク設定、充電池
管理まで可能なチャージステーション
Microflex Wireless送信機を8台同時に充電可能なMXWNCS8-Jと4台同時に
充電可能なMXWNCS4-J、2台同時に充電可能なMXWNCS2-Jの3モデルを用意。 
各送信機は約2時間でフル充電が可能（MXW2は約3時間）。充電状況を視認できる
5セグメントのLEDインジケーターも装備。 
ネットワーク経由でPC上から時分単位での充電状況のモニタリングが可能。 
送信機を本機にドッキングし、「Link」ボタンを押すだけでアクセスポイント・トラン
シーバーMXWAPTとのリンクを構築可能。 
充電池を長期間安全に使用できるよう、過充電防止機能を搭載。

Microflex Wirelessに付属するブラウザーベースのソフト
ウェア。PCを接続して認識させればネットワーク内のどこでも
システム制御が可能。
Microflex Wireless機器全ての設定、リモートモニタリングを行う専用コントロール
ソフトウェア。 
バッテリー残量、信号強度などのモニタリングからマイクの同期、レベル調整、シス
テム設定などを実行。

MXWNCS ネットワーク・チャージステーション

MICROFLEX WIRELESS コントロールソフトウェア

MXWNCS8-J 8ポートモデル 312,000円（税抜）
MXWNCS4-J 4ポートモデル 242,000円（税抜）
MXWNCS2-J 2ポートモデル 97,000円（税抜）
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ソフトウェア

SystemOn
オーディオアセット
管理ソフトウェア
管理効率が劇的に向上
これまで管理者を悩ませていた複雑なシステムや複数の建物にわたる大規模なエリアの管理の悩みを解決。 
Shureのオーディオ機器とともにSystemOnを導入すれば、機器の異常を迅速に検知して素早く効率的に
対処することができます。現場に出向かずにトラブル内容を確認できるため、IT管理者およびAV技術者の
手間や作業効率を劇的に改善します。

SystemOn™は定期ライセンスを購入することで利用できます
IPアドレスが割り当てられたデバイスごとに1ライセンスが必要です。標準ライセンスの期間は1年～5年で、その期間中にリリースされたソフトウェアアップデートおよび追加機能を含みます。期間終了時には更新が可能です。 
エンタープライズライセンスの期間は1年で、対象デバイス数に制限はありません。ライセンスは毎年更新可能です。SystemOnソフトウェアは個別のPCまたはサーバーにインストールする必要があります。ソフトウェアライ
センスはインストール先のサーバーに登録されます。
対応製品
システムオンはMicroflex Wirelessの他、ULX-D®デジタルワイヤレスシステム、SCM820デジタルオートマチックミキサー、Microflex Advance™シーリングアレイマイクロホン、IntelliMix® P300オーディオプロセッサ、 
ANIUSB-MATRIX USBオーディオネットワークインターフェースに対応しています。

集中管理

安全性

アラート機能

時間短縮

大規模ネットワークに配備された多数の機器も柔軟に集中
管理。異なるサブネットに配置されたデバイスも部屋や建物、
キャンパス別に整理し、各部屋の機器の状況をリアルタイム
に表示可能です。

役割やロケーションに基づいてユーザーアクセス権限を
カスタマイズ可能。ユーザーを既存の企業ディレクトリから
選択してSystemOnにサインインできるため、ユーザー名
やパスワードを再設定する必要がありません。

電池切れ、機材の紛失、デバイスのオフライン状況などの
潜在的な問題が発生した場合は電子メールやSMSテキスト
メッセージでAV/IT管理者に即座に通知。大きな問題と
なる前の対処が可能です。 
※SMSテキストメッセージを利用する場合はTwilioアカウ
ントが必要です。

電池残量や充電残時間からエラーやミュート状況まで重要
なパラメーターをリアルタイムでモニターできるため、これ
までは会議室教室をひとつひとつチェックする手間を大幅に
削減できます。大規模なキャンパスも一人で管理でき、人件
費削減にも貢献。

SystemOnを導入する理由
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最大10系統のDanteチャンネルを装備。内8系統に対してエコーキャンセリング、ノイズ
リダクション、オートゲインコントロールが可能。エコーやノイズを極限まで抑えたスト
レスのない会議を実現。 
各チャンネルにオートマチックミキシング、PEQ（パラメトリック・イコライザー）、 
マトリクスミキサーを搭載し、発言者の声質に応じた補正が可能。 
ブラウザベースのソフトウェアにより、PC上からモニタリング、制御が可能。 
Cat5e以上のイーサネットケーブル1本でPoE+による電源供給、音声/ 制御信号を
実行。 
1/2ラックのコンパクトな筐体はテーブルの下に簡単に設置可能。 
会議室に備え付けのシステム、ラップトップ、携帯電話などユーザーが持参する 
プラットホームに対応。

INTELLIMIX® P300 カンファレンス・オーディオプロセッサー
P300-IMX 240,000円（税抜）

会議音質を実現。
Microflex Wirelessの生き生きとしたクリアな音声を、遠隔会議へ。
 
Microflex WirelessはDanteに対応しているため高音質の遠隔会議を1/2ラックサイズのコンパクトな筐体で 
実現。これまでの遠隔会議で悩まされていた音の途切れやエコー、聞き取りにくさから解放されて、場所を問わ
ず生産性に富む議論が可能になりました。

カンファレンス・オーディオプロセッサー
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● モデル：8ch（MXWAPT8）、4ch（MXWAPT4）、2ch（MXWAPT2）
● 音声入出力：DANTEデジタルオーディオ
● インターフェース：RJ-45 
● 利用周波数帯域：1.9GHz帯  DECT 
● システムレイテンシー：18ms（定格）
● 周波数特性：50Hz ～ 20kHz、+1/−3dB
  （※マイクタイプにより変動）
● 電源：Power over Ethernet（PoE）、6.5W 
● 寸法： 170（幅）×170（高）×24（奥行）mm 
● 重量：856g（MXWAPT8）、845g（MXWAPT4/2）、
　　　   85g（塗装用カバー）、68g（マウントブラケット） 
● 付属品：マウントブラケット、塗装用カバー

● 最大到達距離：30m 
● 利用周波数帯域：1.9GHz帯  DECT
● RF出力：最大16mW 
● 最大入力レベル：−9dBV* Mic Gain ＠−16dB 
● ゲイン調整範囲：−25 to+15dB（1dBステップ） 
● バッテリー：専用リチウムイオン充電池 
● 使用可能時間：最大15 時間 （使用環境による）
● 充電時間：約3 時間 （使用環境による）
● 寸法： 51(最大径)×226(全長)mm（SM58ヘッド装着時）
● 重量： 323g（SM58ヘッド装着時）
● 付属品：マイクホルダー、3/8インチ→5/8インチ変換ねじ

● 最大到達距離：30m
● 利用周波数帯域：1.9GHz帯  DECT
● RF出力：最大16mW
● 最大入力レベル：−9dBV* Mic Gain ＠− 16dB
● ゲイン調整範囲：−25 to+15dB（1dBステップ）
● ヘッドホン出力：3.5mmステレオジャック（デュアルモノ）、17.5mW max
● 指向性：カーディオイド（MXW6/C）、無指向性（MXW6/O）
● バッテリー：専用リチウムイオン充電池
● 使用可能時間：最大9 時間 （使用環境による）
● 充電時間：約2時間（使用環境による）
● 寸法： 44（幅）×114（高）×23（奥行）mm
● 重量： 108g（バッテリー含む）

● モデル：8ポート(MXWNCS8-J)/4ポート(MXWNCS4-J）/2ポート (MXWNCS2-J)
● 電源：DC15V, 3.3A(付属ACアダプター使用)
● 寸法・重量： 
   MXWNCS8-J : 343(幅)×68(高)×184(奥行)mm、2.9kg
   MXWNCS4-J : 191(幅)×68(高)×184(奥行)mm、1.7kg
   MXWNCS2-J : 102(幅)×48(高)×154(奥行)mm 、0.8kg
 
 *MXWNCS2-JではMXW8の充電はできません。
 *MXW8は充電に２ポート使用します。

● 最大到達距離：30m
● 利用周波数帯域：1.9GHz帯  DECT
● RF出力：最大16mW
● 最大入力レベル：−9dBV* Mic Gain ＠−16dB
● ゲイン調整範囲：−25 to +15dB（1dBステップ）
● ヘッドホン出力：3.5mmステレオジャック（デュアルモノ）、17.5mW max
● 内蔵マイクロホン：無指向性（20Hz – 20kHz）
● バッテリー：専用リチウムイオン充電池
● 使用可能時間：最大9 時間 （使用環境による）
● 充電時間：約2 時間 （使用環境による）
● 寸法： 45（幅）×99（高）×22（奥行） mm
● 重量： 85 g（バッテリー含む）

● 最大到達距離：30m
● 利用周波数帯域：1.9GHz帯  DECT
● RF出力：最大16mW
● 最大入力レベル：−9dBV* Mic Gain ＠− 16dB
● ゲイン調整範囲：−25 to+15dB（1dBステップ）
● ヘッドホン出力：3.5mmステレオジャック（デュアルモノ）、17.5mW max
● バッテリー：専用リチウムイオン充電池
● 使用可能時間：最大9時間 （使用環境による）
● 充電時間：約2 時間 （使用環境による）
● 寸法： 71(幅)×36(高)×124(奥行)mm
● 重量： 193g（バッテリー含む）

● 出力チャンネル数：8ch（MXWANI8-J）、4ch（MXWANI4-J）
● アナログ音声入出力：ユーロブロック
● ネットワークインターフェイス：4ポートギガビットイーサネットスイッチ
● PoE給電ポート：１
● AD/DA変換：24bit / 48kHz 
● 電源：AC100V、50/60Hz、1A
● 寸法：483（幅）×44（高）×366（奥行）mm
● 重量：3.2 kg（MXWANI8-J）、3.1 kg（MXWANI4-J）
● 付属品：ユーロブロックコネクター、電源ケーブル

仕様

MXWAPT アクセスポイントトランシーバー MXW2 ハンドヘルド型送信機

MXW6 バウンダリー型送信機

MXWNCS ネットワーク・チャージステーション

MXWANI オーディオネットワークインターフェイス

MXW1 ボディーパック型送信機

MXW8 グースネックベース型送信機

MICROFLEX WIRELESS 仕様一覧

8チャンネルモデル 4チャンネルモデル
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小会議室
遠隔会議システムの運用が求められる8～12名程度の
小会議室。マイクからの配線ができない場合や、柔軟な
座席レイアウトが求められる場合、ワイヤレスシステムが
最適です。小型で洗練されたMicroflex Wirelessなら、 
モダンなオフィス家具にも溶け込みます。

その時求められる会議スタイルに、柔軟に対応。 

薄型で目立たないアクセスポイント・トランシーバーとチャージステーションはそれぞれ2/4/8チャンネル単位の製品を
ご用意。その時求められる会議規模に合わせて細かく機器構成を組むことができる上、スタンダードモードでは最大48ch、
ハイデンシティ・モードでは最大96chまで拡張可能です。送信機のタイプもハンドヘルド、ボディーパック、グースネック、 
バウンダリーから自由に選択できます。
機器構成を柔軟に組むことができるメリットは、将来改修の必要が生じた際にもすぐに対応できる点にもあります。会議室の
役割が変わり、あと2chだけマイクを増設したいなどのニーズにもシンプルな機器追加で対応可能です。
また、Microflex WirelessシステムはCisco®やPolycom®などの遠隔会議システム、CrestronやAMXなどの外部制御シ
ステムにも対応し、速やかなシステム統合が可能です。

アプリケーション

12



02

01

03

04

05

アプリケーション

01 ワイヤレスマイクロホン
ハンドヘルド、ボディーパック、グースネックベース、バウンダリーからスタイルに合わせて自
由に選択可能。発言者がマイクを持って動きまわる場合はハンドヘルド、両手を自由にする
必要がある場合はボディーパック型にラベリアマイクなどを取り付けて使用します。また、
椅子に座った状態であまり動かない場合は話者の口元を狙うグースネックが適しており、複
数の発言者を一括で収音する場合はバウンダリーマイクロホンを机上に置いて運用します。

04 オーディオ・ネットワーク・インターフェース
アクセスポイント・トランシーバーからのDante信号の入力やチャージステーション、制御用
PCなどの接続を行うほか、アナログ音声の出力を行います。アナログ出力をTV会議システム
や室内の拡声機器へ接続します。

02 アクセスポイント・トランシーバー
ワイヤレスマイクロホンからの信号、電池情報の受信、マイクロホンへの制御信号の送信を
行います。170mm 四方のコンパクトな筐体を採用し、外観は塗装も可能なため、会議室の
デザインを損なわない運用が可能。電力はイーサネットケーブルで供給されるため、Cat5e
ケーブル1本のシンプルなワイヤリングを実現します。

05 コントロールソフトウェア
接続した制御用のPCで操作を行う専用のコントロールソフトウェアです。ブラウザーベース
のためネットワーク内のどのポイントでも運用でき、運用している電波状態やマイクロホンの
電池残時間のモニタリング、ミュートの実行、システム設定などMicroflex Wirelessの全て
の制御を行うことができます。

03 ネットワーク・チャージステーション
ワイヤレスマイクロホンの充電およびアクセスポイント・トランシーバーとの同期を行います。 
2/4/8 チャンネルのモデルから運用スタイルに合わせて選択可能。ハンドヘルドなら3時間、
それ以外の送信機は2時間で満充電完了です。送信機とシステムの同期はワンタッチで完了
し、以降充電ステイタスなどの情報がシステムへ送信されます。配線はオーディオネット
ワーク・インターフェースとCate5eケーブル1本です。

8ch アクセスポイント・トランシーバー MXWAPT8=-Z12 1台

ハンドヘルド型送信機
グースネックベース型送信機
グースネックマイクロホン 25cm

MXW2/SM58=-Z12
MXW8=-Z12
MX410LP/C

2本
6台
6本

8ポート ネットワーク・チャージステーション
4ポート ネットワーク・チャージステーション
2ポート ネットワーク・チャージステーション

MXWNCS8-J
MXWNCS4-J
MXWNCS2-J

1台
1台
1台

8ch オーディオ・ネットワーク・インターフェース MXWANI8-J 1台

01 03

02 04

機器構成｜8CH使用例

13



アプリケーション

01

02

大規模会議システム
多目的ルーム、ホール、講堂、役員室。企業や教育機関の様々な部屋に加えて、近年は
さらに小規模なスペースを含む多数の部屋を音声でつないで運用するニーズが高まっ
ています。このような大規模でネットワーク化されたシステムにも柔軟に導入できる
のが、Microflex Wirelessです。 

マイクロホンのリーディングブランド、Shureが提供する自然で聞き取りやすく、 
明瞭な音声をどの部屋でも同じように利用でき、すべての部屋がネットワークでつな
がる統合環境をシンプルな機器構成で可能にします。 

専用コントロールソフトウェアはブラウザーベースで、ネットワークに接続したPCなら
どこからでもシステムの統合管理、設定が可能。 

さらに、高い秘匿性が求められる役員室等においても安心。ワイヤレス音声伝送には
米国政府や国際機関でも採用されているAES-256bitで暗号化処理され、傍受のリスク
を極限まで抑えます。
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アプリケーション

03

04

01 多目的ルーム
ディスカッションやセミナー、ワークショップや研修など、運用する用途ごとに、簡単にレイア
ウトや機器構成を変えられることが求められる多目的ルーム。ワイヤレスで小型、控え目な
デザインの送信機を、その時使用するレイアウトに合わせて参加者の前へ置くだけでセット
アップ終了です。

04 役員会議室
経営者クラスの秘匿性の高い会議を行う部屋でも安心のセキュリティーを確保。またワンラ
ンク上の高級意匠が施された内装にも、シンプルで洗練されたMicroflex Wirelessのデザ
インが最適です。

02 大会議室／ホール
新製品発表など、参加者に向けてプレゼンテーションを行う大会議室。プレゼンテーション側
は演台にグースネックタイプを置き、参加者からの質問に対応するために各机にバウンダリ
ー送信機を配置。参加者はマイクを手に持つ必要なく、質問の収音を行うことができます。

03 TV会議室／ハドルルーム
TV会議システムに接続し、遠隔地との映像/音声による会議を行う部屋では、グースネック
型送信機のほか、バウンダリーマイクを採用すれば限られた机上スペースをすっきりとさせ
ることができます。

機器構成

ハンドヘルド型送信機
グースネックベース型送信機
グースネックマイクロホン 25cm
8ch アクセスポイント・トランシーバー
8ポート ネットワーク・チャージステーション

MXW2/SM58=-Z12
MXW8-Z12
MX410LP/C 
MXWAPT8=-Z12
MXWNCS8-J

1本
15台
15本
2台
4台

01

グースネックベース型送信機
グースネックマイクロホン 25cm
4ch アクセスポイント・トランシーバー
8ポート ネットワーク・チャージステーション

MXW8-Z12
MX410LP/C 
MXWAPT4=-Z12
MXWNCS8-J

4台
4本
1台
1台

03

グースネックベース型送信機
グースネックマイクロホン 25cm
バウンダリー型送信機
8ch アクセスポイント・トランシーバー
4ch アクセスポイント・トランシーバー
8ポート ネットワーク・チャージステーション
4ポート ネットワーク・チャージステーション
2ポート ネットワーク・チャージステーション

MXW8-Z12
MX410LP/C
MXW6/C=-Z12
MXWAPT8=-Z12
MXWAPT4=-Z12
MXWNCS8-J
MXWNCS4-J
MXWNCS2-J

2台
2本

10台
1台
1台
1台
1台
1台

02

グースネックベース型送信機
グースネックマイクロホン 25cm
8ch アクセスポイント・トランシーバー
4ch アクセスポイント・トランシーバー
8ポート ネットワーク・チャージステーション

MXW8-Z12
MX410LP/C
MXWAPT8=-Z12
MXWAPT4=-Z12
MXWNCS8-J

12台
12本
1台
1台
3台

04
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