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Microphone

マイクロホン

 3年保証

ハイパーカーディオイド

双指向性

ワイドカーディオイド

カーディオイド

無指向性

C414 Series 
1971年の誕生以来、数々の改良を重ねてワールド・スタンダードの地位を確立。
音の力強さや繊細さはもちろん空気感までもリアルに再現し、
レコーディングやライブSR、放送局など、あらゆるシーンで活躍します。

■  歴代のC414の中でも最も評価が高い「C414B ULS」の音質を忠実に再現。 
極めてフラットな特性で、原音の微細なニュアンスもありのままに収音。

■  高域から低域まで密度の濃い録音が可能で、まるで目の前で演奏を聴いているかのような、リアリティー
のあるサウンドを実現。ボーカルはもちろん、ドラムのアンビエントやパーカッション等、あらゆる用途で
活躍。

■   厳密にマッチングを行ったステレオペアも用意。

“C414”の歴史に裏付けされた正統派AKGサウンド。

C414 XLS/ST 　　　　　　  （ステレオペア）

オープンプライス

サイドアドレス型マイクロホン

C414 XLS オープンプライス

■ C414 XLS、C414 XLⅡ共通の仕様

形式 コンデンサー型

指向特性 無指向性/ワイドカーディオイド/カーディオイド/ハイパーカーディオイ
ド/双指向性と各々の間の9段階

周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー33dB re 1V/Pa（±0.5dB）
最大音圧レベル 140dB SPL（パッドOFF、THD 0.5%）
等価雑音レベル 6dB SPL（Aウェイト）
パッド 0/6/12/18dB
ローカットフィルター Flat/40Hz（12dB/oct）/80Hz（12dB/oct）/160Hz（6dB/oct）
インピーダンス 200Ω以下

電源 ファンタム
DC48V/約4.5mA

端子 XLR（3P）
寸法（W×H×D） 50×160×38mm
質量 300g

■ C414 XLS、C414 XLⅡ共通の特長
■ 2枚のダイヤフラムを近接して平行に配置したデュアル・ダイヤフラム構成により、近接効果の影響を 
最小限に抑制。全帯域に渡ってクリアな収音が可能。

■ トランスレス回路や高品位な実装部品、オールメタルシャーシなどの採用で、外来ノイズや温度、湿度 
等による影響を低減。6dBの極めて低い等価雑音レベルを実現し、微細な音声信号も余すことなく収音。

■ 最大音圧レベルは140dBに達し音圧の高い音源にも対応。4段階切り替え式のパッドも装備。

■ 指向性は9段階から選択でき、使用環境に応じた最適な設定が可能。

■ ゴムを使って4点でダイヤフラムを支えるエラスティック・サスペンションを採用し、振動ノイズへの対 
策も万全。付属のサスペンション付ホルダーを併用すれば、よりクリアな音質での収音を実現。

■ ロック機能を備えた4段階切り替え式のローカットフィルターを搭載。出力のオーバーロード手前で点 
灯するLEDも備えており、ライブシーンでも活躍。

■ ポップノイズの影響を抑える、ウインドスクリーンやポップスクリーンが標準で付属※。
 ※ポップスクリーンはステレオペアには付属していません。
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■C414 XLS、C414 XLⅡ共通のオプション

マイクホルダー
■SA60

■C414 XLS、C414 XLⅡ共通の付属品

サスペンション付ホルダー
■H85

ポップスクリーン
■PF80
※ステレオペアには
　付属していません。

ウインドスクリーン
■W414

ウインドスクリーン
■W414 X

■ 特性データシート

■ 布製ポーチ

■ キャリングハードケース

03

Microphone

マイクロホン

[セット内容]
● C414 XLS×2　● サスペンション付ホルダー（H85）×2
● ウインドスクリーン（W414）×2　
● マイクホルダー（SA60）×2　● ステレオアーム（H50）
● 特性データシート×2　● 布製ポーチ×2　
● キャリングハードケース

[セット内容]
● C414 XLⅡ×2　● サスペンション付ホルダー（H85）×2
● ウインドスクリーン（W414）×2　
● マイクホルダー（SA60）×2　● ステレオアーム（H50）
● 特性データシート×2　● 布製ポーチ×2　
● キャリングハードケース

C414 XLS/ST C414 XL   /ST

 3年保証

カーディオイド

ハイパーカーディオイド

双指向性

ワイドカーディオイド

無指向性C414 XL  /ST  　　　　　　　　 （ステレオペア）

オープンプライス

■   C414の前身となる「C12」の特性を踏襲。4kHz以上が持ち上がったハイ上がりの特性により、原音
の魅力を高める煌びやかなサウンドを出力。アンサンブルの中で、他の音源よりも際立たせたいパート
に最適。 

■  癖のない音質で、ボーカルやギター、管楽器、ピアノなど、様々な音源に使用可能。 

■   厳密にマッチングを行ったステレオペアも用意 。

“C12”の特性を踏襲し、存在感のある煌びやかなサウンドを出力。

サイドアドレス型マイクロホン

C414 XL オープンプライス
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■ ウインドスクリーン
■ キャリングハードケース

■付属品

サスペンション付ホルダー
■H85

■   “C414 XLS”と同一のダイヤフラムを備え、微細なニュアンスも余すことなく収音。

■   2枚のダイヤフラムを近接して平行に配置したデュアル・ダイヤフラム構成により、近接効
果の影響を最小限に抑制。全帯域でクリアな音質を獲得。

■   指向性は用途に応じて4段階に切り替えが可能。

■   機能を限定し優れたコストパフォーマンスを実現。ライブシーンにも積極的に活用可能。
パッドやローカットフィルター、オーバーロードを警告するLEDも装備。

■   厳密にマッチングを行ったステレオペアも用意。

■ “C414 XLⅡ”の音質を受け継ぎながらも、機能を限定することで優れたコストパフォーマ
ンスを実現。ライブシーンにも積極的に活用可能。

■   “C414 XLⅡ”と同等のダイヤフラムを1枚搭載。4kHz以上が持ち上がったハイ上がりの  
 特性により、他の音源よりも際立たせたいパートに最適。

■   最大音圧レベルは136dBに達し音圧の高い音源にも対応。20dBのパッドも装備。

■   サスペンション付ホルダーが付属。ローカットフィルターも装備。

■   厳密にマッチングを行ったステレオペアも用意。

“C414 XLS”と同一のダイヤフラムを搭載し、
極めてフラットな特性を獲得。

“C414 XLⅡ”の音質を受け継ぐ
ハイコストパフォーマンス・モデル。

C214/ST （ステレオペア）

オープンプライス

C314/ST （ステレオペア）

オープンプライス

サイドアドレス型マイクロホン

C214 オープンプライス

サイドアドレス型マイクロホン

C314 オープンプライス

 3年保証

 3年保証

■ ウインドスクリーン
■ キャリングハードケース

■付属品

サスペンション付ホルダー
■H85

■オプション

マイクホルダー
■SA61

仕　様  C214

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー34dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 136dB SPL（パッドOFF、

THD 0.5%）
等価雑音レベル 13dB SPL（Aウェイト）
パッド 0/20dB

ローカットフィルター Flat/160Hz（6dB/oct）
インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム

DC12～52V/2mA以下

端子 XLR（3P）
寸法（W×H×D） 56×160×43mm
質量 300g

仕　様  C314

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド/スーパーカー

ディオイド/無指向性/双指向性
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 －34dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 135dB SPL（パッドOFF、

THD 0.5％）
等価雑音レベル 8dB SPL（Aウェイト）

パッド 0/20dB
ローカットフィルター Flat/100Hz（12dB/oct）
インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム DC44V～52V/ 

3mA以下
端子 XLR（3P）
寸法（W×H×D） 56×159×43mm
質量 302g

[セット内容]
● C214×2　● サスペンション付ホルダー（H85）×2
● ウインドスクリーン×2　● マイクホルダー（SA61）×2
● キャリングハードケース

[セット内容]
● C314×2　● サスペンション付ホルダー（H85）×2　
● ウインドスクリーン×2　● マイクホルダー（SA60）×2
● ステレオアーム（H50）　● キャリングハードケース

C214/ST

C314/ST
マイクホルダー
■SA60
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Microphone

マイクロホン

カーディオイド

スーパーカーディオイド

無指向性

双指向性
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Microphone

マイクロホン

 3年保証

無指向性

カーディオイド

双指向性

サイドアドレス型マイクロホン

C12 VR オープンプライス

■  多くのエンジニアに愛された“C12”が現代に甦る復刻モデル。温かみのある艶やかな
サウンドは、ボーカルやギター、金管楽器に最適。

■  オリジナルの“C12”の音質を踏襲しつつも、さらに精度を高めた1インチ・デュアル・ダイ
ヤフラムや厳選された双三極管等、高品位なコンポーネントを採用。“C12”のサウンド
を再現しながら、現代の音響事情に合わせてセルフノイズを大幅に改善。

■  指向性は、付属の電源ユニットでカーディオイド/無指向性/双指向性を含む9段階から
選択可能。2段階のローカットフィルターも装備。

■  本体に2段階のパッドと、10dBのブーストを設定可能なスイッチを搭載。

■  オーストリアのウィーンで熟練した職人による手作業で組み立てられており、最高水準
の品質を獲得。

厳選したパーツで構成された最高級真空管マイクロホン。

仕　様  C12 VR

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド/無指向性/ 

双指向性を含む9段階
周波数特性 30Hz～20kHz
開回路感度 －40dB re 1V/Pa

（+10dBのスイッチ内蔵）
最大音圧レベル 128dB SPL（パッドOFF、

THD 3%）
等価雑音レベル 22dB SPL（Aウェイト）
パッド 0/10/20dB

ローカットフィルター Flat/100Hz（6dB/oct）
/130Hz（12dB/oct）

インピーダンス 200Ω以下
電源 マイクロホン：電源ユニット

から供給
電源ユニット：AC100V、
50/60Hz

端子 マイクロホン：DIN（12P）
電源ユニット：XLR（3P）

寸法 マイクロホン（φ×H）：42×
225mm

質量 マイクロホン：680g

■付属品

■ サスペンション付ホルダー
■ 電源ユニット
■ 特性データシート
■ 電源コード

 3年保証
サイドアドレス型マイクロホン

C3000 31,320円（税抜29,000円）

■  上位機種と同等の特性を備えた、1インチ大口径ダイヤフラムを搭載。量感のある低域 
ときめの細かい高域を出力し、ボーカルから楽器まで様々な用途で活躍。

■  最大音圧レベルは140dBを達成。10dBのパッドも搭載しており、高音圧の音源にも対応。

■  綿密にコントロールされたカーディオイドの指向特性で、ライブでも使用可能。

■   500Hzのローカットフィルターを搭載し、近接効果の影響を抑制。

■   付属のサスペンション付ショックマウントにより、フロアノイズの影響を低減。

上位機種の性能をコストパフォーマンス高く実現した
オールラウンド・モデル。 

仕　様  C3000

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー32dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 140dB  SPL

（パッドOFF、THD 0.5%）

等価雑音レベル 14dB SPL （Aウェイト）

パッド 0/10dB
ローカットフィルター Flat/500Hz（6dB/oct）
インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム  DC9～

52V/2mA以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 53×162mm
質量 320g

サスペンション付ホルダー
■H85

■付属品 ■オプション

マイクホルダー
■SA61

■ 接続ケーブル（DIN（12P、オス）→DIN（12P、メス）、約10m）

■ ウインドスクリーン

■ キャリングハードケース
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 2年保証

仕　様  P820 TUBE

形式 コンデンサー型
指向特性 無指向性/ワイドカーディオイ

ド/カーディオイド/ハイパー
カーディオイド/双指向性と
各々の間の9段階（電源ユニッ
トで切替）

周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー34dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 135dB SPL（パッドOFF）
等価雑音レベル 16dB SPL（Aウェイト）
パッド 0/20dB（電源ユニットで

切替）

ローカットフィルター Flat/80Hz（12dB/oct）
（電源ユニットで切替）

インピーダンス 200Ω以下
電源 マイクロホン：電源ユニットから供給

電源ユニット：AC100V、50/60Hz
消費電力 電源ユニット：12W
端子 マイクロホン：XLR （7P）

電源ユニット：
 入力：XLR （7P）
 出力：XLR （3P）

寸法 マイクロホン（φxH）：
　54×212mm
電源ユニット（W×H×D）：
　235×65×151mm（除突起部）

質量 マイクロホン：740g
電源ユニット：1.7kg

■  厳選されたECC83双三極管を採用。入力信号にわずかな偶数次倍音を付加するため、
真空管ならではの艶やかで温かみのあるサウンドを実現。

■ 1インチの大口径ダイヤフラムにより、豊かな低域から繊細な高域まで忠実に再現。リー
ドボーカルはもちろん、弦楽器や金管楽器、打楽器、シンバルまで、多様な音源から音
楽的な要素を引き出すことが可能。さらに、デュアル・ダイヤフラム構成を採用し、近接効
果の影響を大幅に抑制。

■ 指向特性は9種類から選択でき、1本で様々な音源や環境に対応可能。

■ 20dBのパッドとローカットフィルターを搭載。音源や使用環境を選ばず、極めてクリア
な収音を実現。

9 種類の指向特性を備えた高品位・真空管マイクロホン。

サイドアドレス型マイクロホン

P820 TUBE オープンプライス

■ オプション

ウインドスクリーン
■W4000

電源ユニット

■付属品
■ 電源ユニット
■ サスペンション付ホルダー
■ 交換用サスペンションゴム
■ キャリングハードケース
■ 接続ケーブル（XLR（7P、オス）→XLR（7P、メス）、約8m）
■ 電源コード
■ 和文取扱説明書

カーディオイド

双指向性

無指向性

06

Microphone

マイクロホン

Project Studio Line 
過酷な環境でもAKGの優れた音質で収音できる、
高品位レコーディング用マイクロホン。
全5機種の豊富なラインナップを用意しました。

Project Studio Lineは、近年のレコーディングで一般的になりつつある

プロジェクトスタジオやプライベートスタジオのために開発されました。

AKGマイクロホンの優れた音質を継承しながらも、

必ずしも最適なレコーディング環境が整えられていない

小規模なスタジオでも使用できるよう万全のノイズ対策を施しました。

堅牢性も優れており、より過酷なライブステージでも活躍します。

■ Project Studio Line共通の特長
　■  数々の名機を生み出してきたAKG独自のマイクロホン開発技術を惜しみなく投入し、音源の温かみまで確実に捉える極めて音楽的なサウンドを実現。　　　　　　　　　  
　各部のパーツも厳選されており、微細なニュアンスも余すことなく再現。

　■ 20dBのパッドを搭載しており、高音圧の音源でも明瞭なサウンドで収音可能。

　■ 筐体は外来ノイズの影響を低減するオールメタル製。ローカットフィルターも装備（P170を除く）しており、騒音や振動、風等によるノイズを抑制。

　■ 綿密に制御された指向特性により、狙った音のみをクリアに収音。P820 TUBE、P420、P220には、フロアノイズの影響を抑えるサスペンション付ホルダーも付属。

　■ ダイヤフラムは片側だけに金を蒸着させており、バックプレートに接触した場合でも電極のショートを防止。

　■ 堅牢なフロントグリルがマイクロホン内部を保護。さらに、金メッキ処理を施した接続端子は、温度・湿度への耐性に優れ、経年変化による音質の劣化も防止。

ポップスクリーン
■PF80
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カーディオイド

無指向性

双指向性
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Microphone

マイクロホン

 2年保証

仕　様  P420

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド/無指向性/ 

双指向性
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー31dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 135dB SPL

（パッドOFF、THD 0.5%）
等価雑音レベル 15dB SPL（Aウェイト）

パッド 0/20dB
ローカットフィルター Flat/300Hz（12dB/oct）
インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタムDC48V/3mA以下
端子 XLR （3P）
寸法（φ×H） 54×166mm（除突起部）
質量 512g

■- 1インチの大口径ダイヤフラムを搭載し、ボーカル、グランドピアノ、弦楽器、管楽器から
ドラムやパーカッションまで、様々な音源をありのままに収音。－31dBの高感度で、繊
細な余韻や微細なニュアンスも余すことなく再現。さらに、デュアル・ダイヤフラム構成を
採用し、近接効果の影響を大幅に抑制。

■- 指向特性は、カーディオイド／無指向性／双指向性に切り替え可能。ボーカルや楽器は
もちろん、コーラスやアンビエントまで、様々な用途に対応。

■- 20dBのパッドとローカットフィルターを搭載。音源や使用環境を選ばず、極めてクリア
な収音を実現。

■- サスペンション付ホルダーやキャリングハードケースが付属。

余韻やニュアンスまで確実に捉える
デュアル・ダイヤフラム構成。

サイドアドレス型マイクロホン

P420 オープンプライス

仕　様  P220

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー34dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 135dB SPL

（パッドOFF、THD 0.5%）

等価雑音レベル 16dB SPL（Aウェイト）

パッド 0/20dB
ローカットフィルター Flat/300Hz（12dB/oct）
インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム DC48V/3mA以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 54×166mm（除突起部）
質量 516g

■   大口径1インチ・ダイヤフラムを搭載。原音が持つ温かみや繊細な響きを忠実に再現す
るため、リードボーカル、アコースティックギター、金管楽器等に最適。

■ 指向特性は綿密に制御されたカーディオイドで、狙った音を確実に収音。

■ 20dBのパッドとローカットフィルターを搭載。音源や使用環境を選ばず、極めてクリア
な収音を実現。

■ サスペンション付ホルダーやキャリングハードケースが付属。

大口径ダイヤフラムにより
原音の温かみを忠実に再現。

サイドアドレス型マイクロホン

P220 オープンプライスオープンプライス

 2年保証

■付属品
■ サスペンション付ホルダー

■ 交換用サスペンションゴム

■ キャリングハードケース

■ オプション

ウインドスクリーン
■W4000

ポップスクリーン
■PF80

■付属品
■ サスペンション付ホルダー

■ 交換用サスペンションゴム

■ キャリングハードケース

■ オプション

ウインドスクリーン
■W4000

ポップスクリーン
■PF80
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Microphone

マイクロホン

■ オプション

ショックマウント
■H30

ウインドスクリーン
■W32

仕　様  P120 

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー32.5dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 130dB SPL 

（パッドOFF、THD 0.5%）

等価雑音レベル 19dB SPL（Aウェイト）
パッド 0/20dB
ローカットフィルター Flat/300Hz（6dB/oct）
インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム DC48V/3mA以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 54×166mm（除突起部）
質量 456g

■ 上位機種の音響性能を受け継ぎながらも、コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル。

■ 2/3インチのダイヤフラムは軽量で過渡特性に優れ、リードボーカルや打楽器はもちろ
ん、アコースティックギター等の弦楽器が奏でる繊細な響きも忠実に再現。

■ 自然にロールオフした低域が近接効果の影響を抑えるため、ボーカルやナレーションを
明瞭に収音。

■ 低ノイズのトランスレス回路を採用し、自然な音質と広いダイナミックレンジを獲得。

■ 指向特性は綿密に制御されたカーディオイドで、狙った音を確実にピックアップ。

■ 20dBのパッドとローカットフィルターを搭載。音源や使用環境を選ばず、極めてクリア
な収音を実現。

正確な再現力を備えたエントリーモデル。

 2年保証

■ オプション

ウインドスクリーン
■W4000

ポップスクリーン
■PF80

仕　様  P170

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー36.5dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 135dB SPL（パッドOFF、

THD 0.5%）
等価雑音レベル 19dB SPL（Aウェイト）

パッド 0/20dB
インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム

DC48V/3mA以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 22×161mm
質量 122g

■    1/2インチの小型・軽量ダイヤフラムを搭載し、優れた過渡特性を実現。シンバルやスネ
ア、弦楽器などの立ち上がりの鋭い音も忠実に再現するため、ミックス時も存在感のあ
るサウンドで収音可能。

■    低ノイズのトランスレス回路を採用し、自然な音質と広いダイナミックレンジを獲得。

■    指向特性は綿密に制御されたカーディオイドで、狙った音を確実にピックアップ。

■    20dBのパッドを搭載し、高音圧の音源もクリアに収音。

■    設置場所を選ばない小型・軽量ボディー。

立ち上がりの鋭い音も忠実に再現する
スティック型マイクロホン。

スティック型マイクロホン

P170 オープンプライスオープンプライス

 2年保証

サイドアドレス型マイクロホン

P120 オープンプライス

■付属品

■ マイクホルダー

■付属品
■ スタンドアダプター
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Microphone

マイクロホン

 3年保証

■付属品

マイクホルダー
■SA60

■ 特性データシート
■ キャリングソフトケース

ウインドスクリーン
■W90

■ オプション

ショックマウント
■H30

ウインドスクリーン
■W32

サスペンション付ホルダー
■H85

仕　様  C451 B

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー41dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 135dB SPL （パッドOFF、

THD 0.5%）
等価雑音レベル 18dB SPL（Aウェイト）
パッド 0/10/20dB

ローカットフィルター Flat/75Hz（12dB/oct）
/150Hz（12dB/oct）

インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム  

DC9～52V/2mA以下

端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 19×160mm
質量 130g

■ 極めて優れた過渡特性を備えた極小のダイヤフラムを搭載。ハイハットやドラムの 
　トップ、アコースティックギターなどの立ち上がりの鋭いサウンドを忠実に再現。

■ バックグラウンドノイズの影響を抑えて狙った音源を的確に捉える、タイトなカーディオ
イドの指向特性。

■ 最大音圧レベルは135dBに達し、音圧の高い楽器もクリアに収音。3段階切り替え式
のパッドも装備。

■ 設置場所を選ばない小型・軽量ボディーにより、自由なマイキングが可能。

■ 3段階切り替え式のローカットフィルターを搭載し、フロアノイズの影響を低減。

■ カートリッジとプリアンプを一体化することで、接触不良によるノイズの発生を防ぎ、
信頼性が大幅に向上。シャーシは高い耐久性を実現すると共に、外来ノイズの影響を
低減するオールメタル製。

■ 内部および接続端子には金メッキ処理が施されており、経年変化による音質の劣化を
防止。

■ 厳密にマッチングを行ったステレオペアも用意。

優れた音響特性と高い耐久性を兼ね備えた、
楽器用マイクロホンの世界標準。

C451 B/ST 　　　　　　　　 （ステレオペア）

オープンプライス

スティック型マイクロホン

C451 B オープンプライス

[セット内容]
● C451 B×2　● マイクホルダー（SA60）×2
● ウインドスクリーン（W90）×2　● ステレオアーム（H50）
● 特性データシート×2　● キャリングハードケース

C451 B/ST
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Microphone

マイクロホン

■ULS Series プリアンプ

■ULS Series用カートリッジ

ショート時

連結ロング時

※ULS Seriesのカートリッジ単品やプリアンプ単品も3年保証です。

ULS Series共通オプション

サスペンション付ホルダー
■H85

ショックマウント
■H30

ULS Series 
極めて低い等価雑音レベルと、140dB にも及ぶ最大音圧レベルにより、
原音をありのままに収音。ハイエンドのプロダクションから、
レコーディング、ライブ用途まで幅広く活躍する、
プロフェッショナル用スティック型マイクロホンです。

仕　様 CK61 / 62 / 63 ULS CK69 ULS
形式 コンデンサー型
周波数特性 20Hz～20kHz 20Hz～18kHz
開回路感度 ー34dB  re 1V/Pa ー31dB  re 1V/Pa 
最大音圧レベル 140dB SPL（パッドOFF、THD 0.5%）
等価雑音レベル 11dB SPL（Aウェイト） 9dB SPL（Aウェイト） 
寸法（φ×H） 21×23mm（除端子） 21×313mm（連結時、除端子）
質量 20g 100g（連結時）

※周波数特性、開回路感度、最大音圧レベル、等価雑音レベルはC480 B ULS使用時の値。

■付属品
CK61/62/63 ULS

ウインドスクリーン
■W32

CK69 ULS

ウインドスクリーン
■W48
（ショート時）

ウインドスクリーン
■W49
（連結ロング時）

■ 専用マイクケース

■ キャリングハードケース

マイクホルダー
■SA60

ウインドスクリーン
■W32

■付属品

CK61 ULS
43,200円
（税抜40,000円）

■  カーディオイド

CK62 ULS
43,200円
（税抜40,000円）

■  無指向性

CK63 ULS
43,200円
（税抜40,000円）

■  ハイパーカーディオイド

CK69 ULS
113,400円
（税抜105,000円）

■  超指向性

■  カートリッジが収められたパー
ツと空洞のパーツに分割可能。
カートリッジが収められたパー
ツのみでは近距離の、連結して
ロングタイプとして使用すると
きは長距離の収音に最適。

仕　様  C480 B ULS

周波数特性 10Hz～30kHz
パッド ＋6/O/ー10dB
ローカットフィルター Flat/70Hz（12dB/oct）/100Hz（12dB/oct）
インピーダンス 150Ω以下
電源 ファンタム DC48V/2mA以下
端子 XLR （3P）
寸法（φ×H） 21×150mm
質量 95g

C480 B ULS 91,260円
（税抜84,500円）

■付属品

仕　様  C480 B Combo

形式 コンデンサー型
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー34dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 140dB SPL（パッドOFF、THD 0.5%）
等価雑音レベル 11dB SPL（Aウェイト）
パッド 6/0/ー10dB
ローカットフィルター Flat/70Hz（12dB/oct）/100Hz（12dB/oct）
インピーダンス 150Ω以下
電源 ファンタム  DC48V/2mA以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 21×173mm
質量 115g

スティック型マイクロホン

C480 B Combo 132,840円（税抜123,000円）

■  CK61 ULSとC480 B ULSのセットモデル。

■  11dBの極めて低い等価雑音レベルと、140dBにもおよぶ最大音圧レベルを獲得。広大なダイナミックレンジを持つ楽器にも余裕で対応。

■  狙った音のみを確実に捉える磨き上げられたカーディオイドの指向特性により、バックグラウンドノイズの影響を低減。

■   3段階切り替え式のローカットフィルターやパッドを装備し、苛酷な環境でもクリアな収音を実現。

■  オプションで、無指向性、ハイパーカーディオイド、超指向性のカートリッジを用意。組み合わせることで様々な用途で活躍。

■ マイクポーチ
マイクホルダー
■SA60

円（税抜123,000円）

 3年保証
※
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Microphone

マイクロホン

CK98
61,560円
（税抜57,000円）

■  超指向性

AKG Blue Line 
カートリッジとプリアンプの接続に独自の機構を採用するなど、
現場での使いやすさを追求。指向性の異なる豊富な
オプションカートリッジを用意しており、定評あるAKG の音質を
様々なシーンで活用できます。

仕　様  C391 B

形式 コンデンサー型
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 －40dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 132dB SPL（パッドOFF、THD 1%）
等価雑音レベル 17dB SPL（Aウェイト）
パッド 0/ー10dB
ローカットフィルター Flat/75Hz（12dB/oct）
インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム  DC9～52Ｖ/2mA以下
端子 XLR （3P）
寸法（φ×H） 19×147mm
質量 128g

 3年保証
※

■AKG Blue Line用カートリッジ

CK91
35,100円
（税抜32,500円）

■  カーディオイド

CK92
35,100円
（税抜32,500円）

■  無指向性

CK93
35,100円
（税抜32,500円）

■  ハイパーカーディオイド

CK94
73,980円
（税抜68,500円）

■  双指向性

■ CK91とSE300 Bのセットモデル。

■ カートリッジとプリアンプの接続部にはAKG独自の機構を採用し、素早い着脱と確実な接続を実現。手入れも容易で、長い間愛用可能。

■ 研ぎ澄まされたカーディオイドの指向特性により、軸外の音源からの影響を最小限に抑制。狙った音のみを確実にピックアップ。

■ ハンドリングノイズをカットする75Hzのローカットフィルターと、高音圧の音源にも対応可能な－10dBのパッドを搭載。

■ オプションで、無指向性、ハイパーカーディオイド、双指向性、超指向性のカートリッジを用意。組み合わせることで様々な用途で活躍。

※AKG Blue Lineのカートリッジ単品やプリアンプ単品も3年保証です。

マイクホルダー
■SA60

■付属品

ウインドスクリーン
■W90

仕　様 CK91 / 92 / 93 CK94 CK98
形式 コンデンサー型
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー40dB re 1V/Pa ー32dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 132dB SPL

（パッドOFF、THD 1%）
124dB SPL

（パッドOFF、THD 1%）
等価雑音レベル 17dB SPL（Aウェイト） 22dB SPL（Aウェイト） 17dB SPL（Aウェイト）
寸法（φ×H） 19×36mm

（除端子）
19×44mm
（除端子）

19×247mm
（除端子）

質量 32g 68g

※周波数特性、開回路感度、最大音圧レベル、等価雑音レベルはSE300 B使用時の値。

■付属品
CK91/92/93/94 CK98

ウインドスクリーン
■W98

ウインドスクリーン
■W90

仕　様  SE300 B

周波数特性 20Hz～20kHz
パッド 0/－10dB
ローカットフィルター Flat/75Hz（12dB/oct）
インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム  DC9～52Ｖ/2mA以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 19×111mm
質量 96g

■AKG Blue Line用プリアンプ

SE300 B 35,100円
（税抜32,500円）

スティック型マイクロホン

C391 B 52,920円（税抜49,000円）

AKG Blue Line共通オプション

サスペンション付ホルダー
■H85

ショックマウント
■H30

■付属品
■ マイクホルダー
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Microphone

マイクロホン

 3年保証

仕　様  C1000 S

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド（付属のアダプ

ターでハイパーカーディオイ
ドに変更可能）

周波数特性 50Hz～20kHz
開回路感度 －44dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 137dB SPL

（パッドOFF、THD 1%）
等価雑音レベル 21dB SPL （Aウェイト）

パッド 0/－10dB
ローカットフィルター Flat/80Hz（12dB/oct）
インピーダンス 200Ω以下

電源 ファンタムDC9～52Ｖまたは
単3形アルカリ乾電池×2
または単３形ニッケル水素充
電池×2

端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 33×230mm
質量 286g

■ 単3形アルカリ乾電池または単３形ニッケル水素充電池2本で最大120時間駆動。電池 
残量が45分以下で点灯するLEDも搭載。

■  高域の再現性と過渡特性に優れた高品位ダイヤフラムを採用。アナウンスの明瞭度を
高めるプレゼンス・ブースターも付属。 

■ 指向特性をハイパーカーディオイドに変換するアダプターが付属。ローカットフィルター
も備えており、ノイズ対策は万全。

■ －10dBのパッドを搭載し、高音圧の音源もクリアに収音。

電池駆動にも対応し、使う場所を選ばないスティックタイプ。

スティック型マイクロホン

C1000 S 28,080円（税抜26,000円）

ハイパーカーディオイド

カーディオイド

■ マイクポーチ

■  指向特性 
 変換アダプター

■  プレゼンス・ 
 ブースター

ウインドスクリーン
■W1001

■付属品

マイクホルダー
■SA63

■ オプション
ウインドスクリーン
■W1001

ショックマウント
■H30

■   正確にコントロールされた鋭い指向特性と、ワイドでフラットな周波数特性により、
狙った音を確実に収音。放送局や劇場等で、高品位なレコーディングを実現。

■   ハンドリングノイズやウインドノイズを低減するローカットフィルターを搭載。ウイン
ドスクリーンも付属。

■   カメラに取り付けても気にならない軽量・コンパクトな設計で、あらゆるシーンで活躍。

■   高い信頼性を実現する、頑丈なメタル製ボディー。

軽量・コンパクトな高品位ショットガン・マイクロホン。

仕　様  C568 B

形式 コンデンサー型
指向特性 超指向性
周波数特性 20Hz～20kHz

開回路感度 ー39dB re 1V/Pa

最大音圧レベル 128dB SPL（THD 1%）

等価雑音レベル 18dB SPL（Aウェイト）

ローカットフィルター Flat/120Hz（12dB/oct）
インピーダンス 600Ω以下
電源 ファンタム

DC9～52V/2mA以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 21×253mm
質量 154g

ショットガン・マイクロホン

C568 B 83,160円（税抜77,000円）

 2年保証

■ オプション
ショックマウント
■H30

マイクホルダー
■SA60

■付属品

ウインドスクリーン
■W68
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Microphone

マイクロホン

仕　様  C7

形式 コンデンサー型
指向特性 スーパーカーディオイド
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 －48dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 150dB SPL（THD 1%）
等価雑音レベル 21dB SPL（Aウェイト）

インピーダンス 600Ω以下
電源 ファンタム

DC48V±4V/3mA

端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 51×185mm
質量 346g

仕　様  C535 EB

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 －43dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 130dB SPL（THD 1%）
等価雑音レベル 21dB SPL（Aウェイト）
パッド 0/－14dB

ローカットフィルター Flat/100Hz（12dB/oct）
/500Hz（4dB/oct）

インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム  DC9～

52V/2.5mA以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 47×187mm
質量 260g

繊細さも力強さも思い通りに表現できる
ステージ用コンデンサーのプロ・モデル。

■ 微細な音声信号も確実に捉える新開発のコンデンサー・カプセルを搭載。原音を忠実に
再現する色付けのない音質と透き通るほどに明瞭な高域を実現。

■ 最大音圧レベルは150dBに達し、大音圧の音源も歪むことなくクリアに収音。

■ カプセルと本体を固定している筒状のパーツに3つのポートを設けることで、カプセル
背面の気流の乱れを防ぐオープン・カプセル技術を採用。全帯域に渡って極めて精確な
指向制御を実現し、ハウリングを最小限に抑制。

■ 振動の吸収性能が高い特殊ゴムをカプセルとボディーの間に配置し、ハンドリング 
ノイズを低減。ワイヤーメッシュグリル、高密度フォーム、メッシュフィルターの三層構造
のフィルターにより、ポップノイズも大幅にカット。

■ 湿気や衝撃に強く、ラフな扱いにも耐える頑丈設計。

ハンドヘルド型マイクロホン

C7 オープンプライス

■  金メッキ加工された極薄のダイヤフラムを搭載し、優れた過渡特性を実現。

■  ボーカルの存在感を高める7～12kHz付近を約2dB持ち上げた周波数特性。

■  ローカットフィルターとパッドの動作は以下の3つから選択でき、状況を選ばず活躍。
・100Hzのローカットフィルター
・－14dBのパッド
・ －14dBのパッド ＋ 500Hzのローカットフィルター

■ 計算された重量配分により、長時間のパフォーマンスでもボーカリストの疲れを軽減。

■ メタル製ボディーにより、激しいステージにも耐える高い耐久性を獲得。

スタジオ・マイクロホンの音質を受け継ぐ
ハンドヘルド型の最上位モデル。

ハンドヘルド型マイクロホン

C535 EB オープンプライス

ショックマウント
■H30

ウインドスクリーン
■W23

マイクホルダー
■SA44

ウインドスクリーン
■W880

■ オプション

 2年保証

 2年保証

マイクホルダー
■SA61

■付属品

■ マイクポーチ

マイクホルダー
■SA61

■付属品
■ 交換用インナー

■ 専用マイクケース

ショックマウント
■H30

ウインドスクリーン
■W23

■ オプション

マイクホルダー
■SA44

※在庫限り
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Microphone

マイクロホン

マイクホルダー
■SA61

■付属品
■ 交換用インナー

■ 専用マイクケース

仕　様  D7、D7 S

形式 ダイナミック型
指向特性 スーパーカーディオイド
周波数特性 70Hz～20kHz
開回路感度 ー52dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 156dB SPL（THD 3%）
インピーダンス 600Ω以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 51×186mm
質量 320g

■  ボイスコイル上部に、ボイスコイルとは逆に巻かれたコイルを搭載したハムバッカー構造
を採用。電磁波等の影響により混入したノイズをキャンセルし、不意なトラブルを防止。

■  ダイヤフラムの厚みを中心部と外縁部で変えることでダイヤフラムの動きを適切に制
御する、独自のバリモーション・テクノロジーを採用。透き通るようなクリアな高域を
実現するとともに、低域の迫力もありのままに収音。

■  ハンドリングノイズを低減する高性能ショックマウントや、フロアノイズの影響を最小限
に抑えるローカットフィルターを内蔵。

■  新設計のメッシュフィルターを搭載しポップノイズを大幅に低減。ウインドスクリーンも付属。

■  大音圧にも十分対応する、156dBの最大音圧レベル。

■  ラフな扱いにも安心の頑丈設計。

■  D7 Sは、切り替え時にノイズの出ない高品位なON/OFFスイッチを装備。

万全なノイズ対策により過酷な現場でも活躍する
プロフェッショナル・モデル。

ハンドヘルド型マイクロホン

D7 オープンプライス

D7 S　（スイッチ付） オープンプライス

 2年保証

ウインドスクリーン
■W3004

ショックマウント
■H30

ウインドスクリーン
■W23

マイクホルダー
■SA44

■ オプション

ウインドスクリーン
■W880

D7

ハムバッカー構造“D7 S”スイッチ部

仕　様  C5

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 65Hz～20kHz
開回路感度 ー48dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 145dB SPL（THD 3%）
等価雑音レベル 25dB SPL（Aウェイト）

インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム　

DC 9～52V/約3mA

端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 51×186mm
質量 330g

スタジオ品質のサウンドを実現した
ボーカル用コンデンサー・マイクロホン。

■ 定評あるレコーディング用マイクロホンの技術を結集。コンデンサー型ならではの繊細かつ
力強い高域と、色付けのない上品な低域を出力。

■ ハウリングを防ぎボーカルを際立たせる、タイトなカーディオイドの指向特性。

■ 5～9kHzの感度を5dB上げることで明瞭な音質が得られるプレゼンス・ブースターを装
備。プレゼンス・ブースターは着脱が可能。

■ マイクロホン・カプセルは24金でメッキ加工され、湿気や腐食によるダメージを防止。

■ 内蔵のショックマウントがハンドリングノイズの影響を抑制。ポップノイズを低減する、
メッシュフィルターも搭載。

■ ラフな扱いにも安心の頑丈設計。

ハンドヘルド型マイクロホン

C5 オープンプライス

■付属品
■ マイクホルダー

■ プレゼンス・ブースター（装着済）

■ マイクポーチ

マイクホルダー
■SA61

ショックマウント
■H30

ウインドスクリーン
■W23

マイクホルダー
■SA44

ウインドスクリーン
■W880

■ オプション

 2年保証

※緑線はプレゼンス・ブースター装着時
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Microphone

マイクロホン

ハンドヘルド型マイクロホン（スーパーカーディオイド）

D5 オープンプライス

D5 S　（スイッチ付） オープンプライス

“D5 S、D5 CS”
スイッチ部

 2年保証

■付属品
■ マイクホルダー　
■ マイクポーチ

マイクホルダー
■SA61

ショックマウント
■H30

ウインドスクリーン
■W23

マイクホルダー
■SA44

ウインドスクリーン
■W880

■ オプション

ウインドスクリーン
■W3004

仕　様 D5、D5 S D5 C、D5 CS
形式 ダイナミック型
指向特性 スーパーカーディオイド カーディオイド
周波数特性 70Hz～20kHz 20Hz～17kHz
開回路感度 ー52dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 156dB SPL（THD 3%） 160dB SPL（THD 0.5%）
インピーダンス 600Ω以下
端子 XLR （3P）
寸法（φ×H） 51×186mm 51×186mm
質量 330g 320g

■  ダイヤフラムの厚みを中心部と外縁部で変えることでダイヤフラムの動きを適切に制
御する、独自のバリモーション・テクノロジーを採用。透き通るようなクリアな高域を実
現するとともに、低域の迫力もありのままに収音。

■  D5、D5 Sは鋭く研ぎ澄まされたスーパーカーディオイドの指向特性。左右からのノイ
ズに強く、騒音や残響が大きい環境でも、正面の音源を確実にピックアップ。D5 C、
D5 CSは全帯域で均一なカーディオイドの指向特性。口元が正面から多少ずれても音
質・音量が大きく変化しないため、激しい動きの伴うボーカルやマイクロホンを使い慣
れていない方のスピーチに最適。

■  最大音圧レベルは、D5、D5 Sが156dB、D5 C、D5 CSが160dBにも達し、大音圧
の音源も歪むことなくクリアに収音。

■  マイクロホン・カプセルとマイク本体を2枚のゴム製リングで接続することでハンドリ
ングノイズを大幅に低減する、特許保有のダブルフレックス・ショックマウントを内蔵。
ポップノイズを低減するメッシュフィルターも搭載。

■  ラフな扱いにも安心の頑丈設計。

■  D5 S、D5 CSは、切り替え時にノイズの出ない高品位なON/OFFスイッチを装備。

力強く明瞭な音質でボーカルの魅力を引き出す
ダイナミック型マイクロホン。

ハンドヘルド型マイクロホン（カーディオイド）

D5 C オープンプライス

D5 CS　（スイッチ付） オープンプライス

D5 D5 C

D5、D5 S

D5 C、D5 CS
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ハンドヘルド型マイクロホン

P5 オープンプライス

P5 S　（スイッチ付） オープンプライス

ハンドヘルド型マイクロホン

P3 S　（スイッチ付） オープンプライス

■   響きや透明感を重視するライブパフォーマンスに最適。

■   広角のカーディオイド特性で、コーラスやギターなどマルチに活躍。

■   耐久性の高いメタルダイカストボディー。

コーラスやギターに最適なカーディオイド特性。

仕　様  P3 S

形式 ダイナミック型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 40Hz～20kHz
開回路感度 ー52dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 144 dB SPL

インピーダンス 660Ω以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 51×190mm
質量 300ｇ

仕　様  P5、P5 S

形式 ダイナミック型
指向特性 スーパーカーディオイド
周波数特性 40Hz～20kHz
開回路感度 ー52dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 144 dB SPL

インピーダンス 600Ω以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 51×190mm 
質量 300ｇ

■   響きや透明感を重視するライブパフォーマンスに最適。

■   ハウリングを抑え、ボーカルを際立たせるスーパーカーディオイド特性。

■   耐久性の高いメタルダイカストボディー。

リードボーカルに最適なスーパーカーディオイド特性。

“P5 S”スイッチ部

■付属品
■ マイクホルダー　
■ マイクポーチ

■付属品
■ マイクホルダー　
■ マイクポーチ

マイクホルダー
■SA61

ショックマウント
■H30

ウインドスクリーン
■W23

マイクホルダー
■SA44

ウインドスクリーン
■W880

■ オプション

ウインドスクリーン
■W3004

マイクホルダー
■SA61

ショックマウント
■H30

ウインドスクリーン
■W23

マイクホルダー
■SA44

ウインドスクリーン
■W880

■ オプション

ウインドスクリーン
■W3004

 2年保証

 2年保証
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MicroLite Series
MicroLite Seriesは、極めて軽量で装着感も優れているため、

話者にも聴者にもマイクロホンの存在を感じさせません。

音質にも優れており、高品位な収音が求められる、

テレビ放送、舞台、プレゼンテーションなどで活躍します。

形状や指向性、色の異なる全16モデルをラインナップしており、

オプションの端子アダプターを使用すれば

他社製ワイヤレスシステムと組み合わせて使うことも可能です。

存在を感じさせない、超軽量＆装着感に優れた設計

■    ケーブルを含んだ重さは、ヘッドウォーンは12g、イヤーフックは8g、
ラベリアは4または6gを達成※1。着けていることを忘れてしまうほど
軽いため、スピーチや演技に集中できます。

■    マイクヘッドは極めて小さく、ヘッドウォーンやイヤーフック本体も
極細のワイヤー構造を採用しているため、装着しても目立ちません。

■    ヘッドウォーンやイヤーフックの耳に掛けるフックは、柔軟性に優れ
た素材で位置も自在に調整可能。人によって異なる顔の大きさや耳の
位置に関係なく、最適な場所に固定できます。ヘッドウォーンのブーム
は左右どちらにでも取り付けでき、イヤーフックは左右どちらにでも
装着可能です。

AKGならではの高品位な収音を実現

■    シリーズ共通のマイクヘッドは、スタジオ用マイクロホンで定評のある
AKGならではの優れた音質を実現。微細な音声信号も捉える高い感度と
人の声に最適化された周波数特性により、声量が少ない子供や女性、お
年寄りの声も鮮明に収音できます。

■    最大音圧レベルは145dB SPLに達し、声を張り上げてもクリアな音質で
収音可能です。

■    ノイズ対策も万全で、携帯電話やワイヤレスシステムの発する電波の影
響を低減する設計が施されており、吹かれや風によるノイズの影響を低減

するウインドスクリーンも付属しています。

使い勝手に優れ、あらゆるシーンで活躍

■    端子部分は簡単に着脱が可能です。オプションの端子アダプターと交換
すれば、AKGだけではなく、Audio-Technica、beyerdynamic、
Lectrosonics、SENNHEISER、Shure製のワイヤレスシステムとも
組み合わせて使用できます※2。ローカットフィルターと位相反転機能を
備えたプリアンプ・アダプターも用意しており、ワイヤード・マイクロホン
としても使用可能です。

■    ウインドスクリーンの他、マイクヘッドへの化粧パウダー等の粉じんの
侵入を防止するワイヤーメッシュキャップ、メイク中にマイクヘッドを
保護するメイクアップカバー、マイクヘッドへの汗の侵入を防ぐモイ
スチャーシールドも付属（除ラベリア）。さらに、ラベリアの衣服装着用 
モデル（白/黒）には、衣服を傷つけることなく最適な収音場所にマイク
ロホンを固定できるマグネット式とピンチ式のクリップが、他のモデルに
はケーブルを固定するクリップが同梱されています。

■    専用のマイクポーチが付属し、持ち運びや
保管に便利です。

※1 重さは、ケーブルを含み、端子アダプターを除いた値です。　※2 非対応のワイヤレスシステムもあります。詳しくはP.020をご覧ください。

端子アダプター
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Microphone

マイクロホン

 2年保証ヘッドウォーン・マイクロホン

HC81 MD　（カーディオイド） 108,000円（税抜100,000円）

イヤーフック・マイクロホン

EC81 MD　（カーディオイド） 77,760円（税抜72,000円）

HC82 MD　（無指向性） 108,000円（税抜100,000円）

EC82 MD　（無指向性） 77,760円（税抜72,000円）

■ 重さわずか12gの軽量設計。目立たない極細ワイヤー構造を採用。

■ 装着感に優れたイヤーフック構造。ブームは左右どちらにでも取り付け可能。

■ AKGならではの優れた音質で、高品位な収音が求められるシーンで活躍。

■ 指向性はカーディオイドと無指向性を、色はベージュ（beige）とココア（cocoa）を用意。

■ オプションの端子アダプターを使えば、他社製ワイヤレスや有線での使用も可能。

■ 重さわずか8gの軽量設計。目立たない極細ワイヤー構造を採用。

■ 装着感に優れたイヤーフック構造。左右どちらの耳にも対応。

■ AKGならではの優れた音質で、高品位な収音が求められるシーンで活躍。

■ 指向性はカーディオイドと無指向性を、色はベージュ（beige）とココア（cocoa）を用意。

■ オプションの端子アダプターを使えば、他社製ワイヤレスや有線での使用も可能。

■付属品

ウインドスクリーン
■W81 FOAM/W82 FOAM×3
ワイヤーメッシュキャップ
■WM81 WIREMESH/ 

WM82 WIREMESH×2

メイクアップカバー
■MUP81/MUP82×3

ケーブルクリップ
■H3 CROCO CABLE CLIP
端子アダプター
■MDA1 AKG

■ モイスチャーシールド×3

■ ケーブル固定パーツ×3
■ マイクポーチ

■付属品

ウインドスクリーン
■W81 FOAM/W82 FOAM×3

メイクアップカバー
■MUP81/MUP82×3

端子アダプター
■MDA1 AKG

ケーブルクリップ
■H3 CROCO CABLE CLIP

ワイヤーメッシュキャップ
■WM81 WIREMESH/ 

WM82 WIREMESH×2

■ モイスチャーシールド×3 ■ マイクポーチ

 2年保証

DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用

DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用

DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用

DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用

HC81 MD beige

EC81 MD beige

EC82 MD cocoa

HC82 MD cocoa

仕　様 HC81 MD HC82 MD
形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド 無指向性
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 －38dB re 1V/Pa －36dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 145dB SPL
等価雑音レベル 37dB SPL（Aウェイト） 31dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 5,000Ω
電源 別売のAKGワイヤレスシステムのボディーパック型送信機、

またはポータブル・ミキサー（B23 L）から供給。
端子 Microdot（付属端子アダプター装着時はミニXLR（3P））
ケーブル長 約0.95m
色 ベージュ（beige）、ココア（cocoa）
質量 12g（含ケーブル、除端子アダプター）

仕　様 EC81 MD EC82 MD
形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド 無指向性
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 －38dB re 1V/Pa －36dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 145dB SPL
等価雑音レベル 37dB SPL（Aウェイト） 31dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 5,000Ω
電源 別売のAKGワイヤレスシステムのボディーパック型送信機、

またはポータブル・ミキサー（B23 L）から供給。
端子 Microdot（付属端子アダプター装着時はミニXLR（3P））
ケーブル長 約0.95m
色 ベージュ（beige）、ココア（cocoa）
質量 8g（含ケーブル、除端子アダプター）

EC81 MD

HC81 MD

HC82 MD

EC82 MD
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Microphone

マイクロホン

ラベリア・マイクロホン

LC81 MD　（カーディオイド） 73,440円（税抜68,000円）

LC82 MD　（無指向性） 73,440円（税抜68,000円）

■ 重さわずか4または6gの軽量設計。目立たない極小マイクヘッドを採用。

■ AKGならではの優れた音質で、高品位な収音が求められるシーンで活躍。

■ 指向性はカーディオイドと無指向性を、色はベージュ（beige）、ココア（cocoa）、白（white）、 
黒（black）を用意。

■ 白/黒のモデルには、衣服を傷付けずに固定できるピンチ/マグネット式クリップが付属。

■ オプションの端子アダプターを使えば、他社製ワイヤレスや有線での使用も可能。

 2年保証
DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用

DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用

仕　様 LC81 MD LC82 MD
形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド 無指向性
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 －38dB re 1V/Pa －36dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 145dB SPL
等価雑音レベル 37dB SPL（Aウェイト） 31dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 5,000Ω
電源 別売のAKGワイヤレスシステムのボディーパック型送信機、

またはポータブル・ミキサー（B23 L）から供給。
端子 Microdot（付属端子アダプター装着時はミニXLR（3P））
ケーブル長 ベージュ/ココア：約1.27m、白/黒：約0.98m
色 ベージュ（beige）、ココア（cocoa）、白（white）、黒（black）
質量 ベージュ/ココア：6g（含ケーブル、除端子アダプター）、

白/黒：4g（含ケーブル、除端子アダプター）

LC81 MD

LC82 MD

LC81 MD beige LC82 MD cocoa LC81 MD white LC82 MD black

■MicroLite Series用オプション
ウインドスクリーン

W81 FOAM（カーディオイド・モデル用） 6,480円（税抜6,000円）

■ 吹かれや風によるノイズの影響を低減。10個入り。
 色：ベージュ（beige）/ココア（cocoa）/白（white）/黒（black）。

W82 FOAM（無指向性モデル用） 6,480円（税抜6,000円）

ワイヤーメッシュキャップ

WM81 WIREMESH（カーディオイド・モデル用） 12,960円（税抜12,000円）

■ マイクヘッドへの化粧パウダー等の粉じんの侵入を防止。5個入り。
 色：ベージュ（beige）/ココア（cocoa）/白（white）/黒（black）。

WM82 WIREMESH（無指向性モデル用） 7,560円（税抜7,000円）

メイクアップカバー

MUP81（カーディオイド・モデル用） 4,320円（税抜4,000円）

■ メイク中にマイクヘッドを保護。10個入り。

MUP82（無指向性モデル用） 4,320円（税抜4,000円）

マグネット式衣服クリップ

H1 MAGNET CLIP 16,200円（税抜15,000円）

■ 衣服を傷つけることなく最適な収音場所にマイクロホンを固定。マグネット式。5個入り。
 色：白（white）/黒（black）。

ピンチ式衣服クリップ

H2 CROCO CLIP 16,200円（税抜15,000円）

■ 衣服を傷つけることなく最適な収音場所にマイクロホンを固定。ピンチ式。5個入り。
 色：白（white）/黒（black）。

ケーブルクリップ

H3 CROCO CABLE CLIP 10,800円（税抜10,000円）

■ ケーブルを衣服に固定。5個入り。

■付属品

ウインドスクリーン
■W81 FOAM/W82 FOAM×3

メイクアップカバー
■MUP81/MUP82×3

ケーブルクリップ（ベージュ/ココアのみ）
■H3 CROCO CABLE CLIP

マグネット式衣服クリップ（白/黒のみ）
■H1 MAGNET CLIP

ピンチ式衣服クリップ（白/黒のみ）
■H2 CROCO CLIP

端子アダプター
■MDA1 AKG

ワイヤーメッシュキャップ
■WM81 WIREMESH/

WM82 WIREMESH×2
■ マイクポーチ
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Microphone

マイクロホン

端子アダプター

MDA1 AKG 10,800円（税抜10,000円）

■ AKGワイヤレスシステムのボディーパック型送信に接続するための
 Microdot→ミニXLR（3P）変換アダプター。

端子アダプター

MDA2 SEN1 16,200円（税抜15,000円）

■ SENNHEISERワイヤレスシステムのボディーパック型送信に接続するための
 Microdot→Lemo（3P）変換アダプター。

端子アダプター

MDA3 SEN2 10,800円（税抜10,000円）

■ SENNHEISERワイヤレスシステムのボディーパック型送信に接続するための
 Microdot→ミニプラグ変換アダプター。

端子アダプター

MDA4 SHU 10,800円（税抜10,000円）

■ Shureワイヤレスシステムのボディーパック型送信に接続するための
 Microdot→TA-4F変換アダプター。

端子アダプター

MDA6 BD 10,800円（税抜10,000円）

■ beyerdynamicワイヤレスシステムのボディーパック型送信に接続するための
 Microdot→ミニXLR（4P）変換アダプター。

端子アダプター

MDA7 LEC 10,800円（税抜10,000円）

■ Lectrosonicsワイヤレスシステムのボディーパック型送信に接続するための
 Microdot→TA-5F変換アダプター。

端子アダプター

MDA5 AT 10,800円（税抜10,000円）

■ Audio-Technicaワイヤレスシステムのボディーパック型送信に接続するための
 Microdot→Hirose（4P）変換アダプター。

プリアンプ・アダプター

MDPA 16,200円（税抜15,000円）

■ ワイヤード・マイクロホンとして使用するためのMicrodot→XLR（3P）変換アダプター。
 ローカットフィルターと位相反転機能を装備。

■ 端子アダプター対応表

端子アダプター
対応するワイヤレスシステム

ブランド 製品名

MDA1 AKG AKG

DPT70

PT40 MINI PRO

PT81

PT400

PT450

PT470

PT4000

DPT TETRAD

MDA2 SEN1

SENNHEISER

SK50

SK250

SK9000

SK2000

SK3063

SK5012

MDA3 SEN2

EXDI（SKDI）

Evolution シリーズ

G2 シリーズ

G3 シリーズ

MDA4 SHU Shure

GLXD1

PGX1

SC1

SLX1

U1

ULX1

ULXD1

UR1

UR1M

UT1

MDA5 AT Audio-Technica

AEW-T1000

ATW-T1000D

ATW-T310

ATW-T701

ATW-110W

ATW-1501

ATW-T310

ATW-T1001EX

MDA6 BD beyerdynamic

OPUS 300

OPUS 500

OPUS 600

OPUS 800

OPUS 900

TG1000（2014/12 以前）

TS800

MDA7 LEC Lectrosonics

LM シリーズ

SM シリーズ

UM シリーズ

■MicroLite Series用オプション
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Microphone

マイクロホン

プリアンプアダプター
■MPA V L

 2年保証

 2年保証

仕　様  C520共通

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 60Hz～20kHz
開回路感度 ー46dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 132dB SPL（THD 3%）
等価雑音レベル 31dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 200Ω以下

■付属品

ウインドスクリーン
■W44

■ オプション

仕　様  HC577 L

形式 コンデンサー型
指向特性 無指向性
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー42dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 133ｄB SPL（THD 1%）
等価雑音レベル 26dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 3,500Ω以下
電源 別売のAKGワイヤレス

システムのボディーパック型
送信機、またはポータブル・ミ
キサー（B23 L）から供給。

端子 ミニXLR（3P）
ケーブル長 約1.5m
質量 28g

■付属品
■ プレゼンス・ブースター
■ モイスチャーシールド

ウインドスクリーン
■W77 P

■ オプション

プリアンプアダプター
■MPA V L

ウインドスクリーン
■W77 M

ポータブル・ミキサー
■B23 L

■ 機械的な振動から発生するノイズをキャンセルするデュアル・ダイヤフラム構成により、
クリアな音質を実現。

■ 全方向に対して極めて均一な感度を持つ無指向性。マイクロホンの正面から口元が
多少ずれても、音質や音量の変化を最小限に抑制。

■ 汗や水の浸入を防ぐ独自のカプセル設計を採用。アームを伝う汗をブロックするモイ
スチャーシールドも付属。

■ 頭の形に自然にフィットし、安定した装着感が得られるデザイン。

■ ブームは左右どちらでも取り付け可能。

■ AKGのワイヤレスシステムと組み合わせて自由なパフォーマンスを実現。

デュアル・ダイヤフラムを採用した
高品位ヘッドウォーン・マイクロホン。

ヘッドウォーン・マイクロホン

HC577 L 99,360円（税抜92,000円）
DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用

■ ボーカルに最適な、低域を緩やかにロールオフした周波数特性。

■ カーディオイドの指向特性により、バックグラウンドノイズの影響を低減。メカニカル
ノイズの影響を抑えるショックマウントも搭載。

■ 左右どちらにでも取り付けられるブームは、自在に曲がり、任意の位置で固定できる
グースネックを備えており、最適なマイク・ポジショニングが可能。

■ XLR端子仕様のC520と、ミニXLR端子仕様のC520 Lを用意。C520 LはAKGの
ワイヤレスシステムと組み合わせて自由なパフォーマンスを実現。

高音質設計でボーカルに
最適なヘッドウォーン・マイクロホン。

ヘッドウォーン・マイクロホン

C520 38,340円（税抜35,500円）

C520 L 34,560円（税抜32,000円）

ポータブル・ミキサー
■B23 L

モイスチャーシールド

　　　　　　　    C520 　　　　　　　　　　　　　　     C520 L

電源 ファンタム  DC9～52V/2mA以下 別売のAKGワイヤレスシステムのボディー
パック型送信機、またはポータブル・ミキサー
（B23 L）から供給。

端子 XLR（3P） ミニXLR（3P）
ケーブル長 約3m（含プリアンプ） 約1.5m
質量 46g（除プリアンプ） 約46g

WMS40 PRO MINI、
WMS470
ワイヤレスシステム用
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 2年保証ヘッドウォーン・マイクロホン

C555 L 22,680円（税抜21,000円）

■ 人の声をクリアに収音する周波数特性とハウリングに強いカーディオイドの指向
特性により、スピーチやプレゼンに最適。

■ 後頭部にぴったりとフィットするデザインは、エアロビクスなどの激しい動きにも対応。
振動によるノイズを低減するショックマウントも搭載。

■ マイクロホン・カプセルへの汗の浸入を防ぐモイスチャーシールドが付属。

■ 左右どちらにでも取り付けられるブームは、自在に曲がり、任意の位置で固定できる
グースネックを備えており、最適なマイク・ポジショニングが可能。

■ AKGのワイヤレスシステムと組み合わせて自由なパフォーマンスを実現。

クリアな音質と優れた装着感を両立した
スピーチ用ヘッドウォーン。

仕　様  C555 L

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 80Hz～20kHz
開回路感度 ー29dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 130dB SPL（THD 3%）
等価雑音レベル 22dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 200Ω以下
電源 別売のAKGワイヤレスシス

テムのボディーパック型送信
機、またはポータブル・ミキサー
（B23 L）から供給。

端子 ミニXLR（3P）
ケーブル長 約1.5m
質量 46g

■ オプション
プリアンプアダプター
■MPA V L

ポータブル・ミキサー
■B23 L

■付属品

ウインドスクリーン
■W444

ウインドスクリーン
■W444

■ モイスチャーシールド

 2年保証

仕　様  C544 L

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー28dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 126dB SPL（THD 1%）
等価雑音レベル 22dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 200Ω以下
電源 別売のAKGワイヤレスシス

テムのボディーパック型送信
機、またはポータブル・ミキサー
（B23 L）から供給。

端子 ミニXLR（3P）
ケーブル長 約1.5m
質量 30g（除ケーブル）

■付属品
■ モイスチャーシールド×5（1枚は装着済）
■ 端子パッキン×3（1個は装着済）

■ 両耳の前と両耳、後頭部の計5点で、頭を包み込むようにポジションをキープするため、
常に最適な装着位置を保持。エアロビクスやヨガなどのスポーツでも活躍。

■ クリアなサウンドを実現する高品位カートリッジを搭載。滑らかにロールオフされた低域
と均一なカーディオイド特性により、バックグラウンドノイズの影響も低減。

■ マイクロホン部には、振動によるノイズを抑えるショックマウントを搭載。ポップノイズを
低減するウィンドスクリーンも付属。

■ アームのグースネックは、自在に曲がり、マイクロホンを適切な位置でキープ。

■ 耐汗性に優れたカートリッジを採用。カートリッジへの汗の浸入を防ぐモイスチャーシー
ルドや、端子への汗の浸入を防ぐパッキンも付属※。

　　※防水性能はありません。

激しい動きにもずれない
高音質ヘッドウォーン・マイクロホン。

ヘッドウォーン・マイクロホン

C544 L 22,140円（税抜20,500円）

プリアンプアダプター
■MPA V L

■ オプション
ポータブル・ミキサー
■B23 L

DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用

WMS40 PRO MINI、
WMS470
ワイヤレスシステム用
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 3年保証

装着図

仕　様  CM-311A XLR

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 50Ｈｚ～17kHz
開回路感度 4mV/Pa （－48dBV）
最大音圧レベル 148dB
等価雑音レベル 26dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 75Ω バランス
電源 ファンタム　DC18～48V
端子 XLR（3P） 
ケーブル長 約106cm
質量 61g

ヘッドウォーン・マイクロホン

CM-311A XLR 75,600円（税抜70,000円）

■ コンサートやスポーツ中継など、周囲の音響レベルが高い状況での収音に最適な
ヘッドウォーン・マイクロホン。

■ 回路モジュールと電池を内蔵するベルトパックが付属。マイクのON/OFFが3モード
で切り替え可能。 

■ マイク近傍のみの音をピックアップしてハウリングを起こさない、独自のディファロイ
ド方式を採用。大きなモニターレベルでもフィードバックを起こさず、環境音が大き
い場所でもクリアなSRを実現。

■ 軽量のヘッドバンドは、装着感がよく顔を隠さないデザイン。 

148dBの音圧に対応し、騒がしい環境でも活躍。

■ ウインドスクリーン
■ クリップ

■付属品

 2年保証イヤーフック・マイクロホン

C111 LP 17,280円（税抜16,000円）

仕　様  C111 LP

形式 コンデンサー型
指向特性 無指向性
周波数特性 60Hz～15kHz
開回路感度 ー53dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 130dB SPL（THD1%）
インピーダンス 1.8kΩ
電源 別売のAKGワイヤレスシステムのボディーパック型送

信機、またはポータブル・ミキサー（B23 L）から供給。
端子 ミニXLR（3P）
ケーブル長 約1.5m
質量 7g（除ケーブル）

■   極めて小型で、マイクロホンを目立たせたくないプレゼンテーションやスピーチ、ア
ナウンス、演劇などに最適。

■   質量わずか7gの超軽量設計。長時間の使用でも疲れない快適な着け心地を実現。

■   フックやブームは、自在に曲がり任意の形状を保つことができるので、話者に合わせて
フィット感やマイクヘッドの位置を調整可能。

■   微細な音声信号も確実に捉えるコンデンサー型カートリッジを採用。高品位でクリアな
音質を実現。

■   全方向に対して均一な感度を持つ無指向性。マイクロホンの正面から口元が多少
ずれても、音質や音量の変化を抑制。

■   AKGのワイヤレスシステムと組み合わせて自由なパフォーマンスを実現。

目立たせずに収音できる、超小型イヤーフック・マイクロホン。

■付属品
■ ウインドスクリーン×2
■ クリップ
■ マイクポーチ

■ オプション
プリアンプアダプター
■MPA V L

ポータブル・ミキサー
■B23 L

DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用

※在庫限り
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Microphone

マイクロホン

CK77 WR L CK77 WR L/P

 2年保証

CK77 WR L/P 61,020円（税抜56,500円）

ラベリア・マイクロホン

CK77 WR L 52,920円（税抜49,000円）

仕　様  CK77 WR L

形式 コンデンサー型
指向特性 無指向性
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー42dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 133dB SPL（THD 1%）
等価雑音レベル 26dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 3,500Ω以下
電源 別売のAKGワイヤレス

システムのボディーパック型
送信機、またはポータブル・ミ
キサー（B23 L）から供給。

端子 ミニXLR（3P）
ケーブル長 約1.5m
寸法（φ×H） 6×16mm
質量 22g（含ケーブル）

■   音圧の高い音源もクリアに収音する、直径約6mmの超小型ラベリア・マイクロホン。

■   機械的な振動から発生するノイズをキャンセルするデュアル・ダイヤフラム構成により、
クリアな音質を実現。

■   全方向に対して極めて均一な感度を持つ無指向性。マイクロホンの正面から口元が
多少ずれても、音質や音量の変化を最小限に抑制。

■   汗や水の浸入を防ぐ独自のカプセル設計を採用。水滴をブロックするモイスチャー
シールドも付属。

■   色はブラック（CK77 WR L）とベージュ（CK77 WR L/P）を用意。

■   AKGのワイヤレスシステムと組み合わせて自由なパフォーマンスが可能。

演劇やテレビ放送などに最適な、高品位ラベリア・マイクロホン。

■付属品

■ プレゼンス・ブースター　　■ 粘着剤　　■ モイスチャーシールド

ラベリアマイク用タイクリップ
■H40/1

ウインドスクリーン
■W77（CK77 WR L）

ウインドスクリーン
■W77 P（CK77 WR L/P）

ラベリアマイク用タイピン
■H41

ウインドスクリーン
■W77 M

■ オプション

プリアンプアダプター
■MPA V L

ポータブル・ミキサー
■B23 L

 2年保証

仕　様  CK97 C/L

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 150Hz～18kHz
開回路感度 ー38dBV re 1V/Pa
最大音圧レベル 130dB SPL（THD1%）
等価雑音レベル 28dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 4,000Ω以下
電源 別売のAKGワイヤレス

システムのボディーパック型
送信機、またはポータブル・ミ
キサー（B23 L）から供給。

端子 ミニXLR（3P）
ケーブル長 約3m
寸法（φ×H） 11×22mm
質量 6g（含ケーブル）

■  スピーチやプレゼンに最適な明瞭な音質。

■  均一なカーディオイドの指向特性により、周囲のノイズの影響やハウリングの発生を
抑制。

■  125°の広い収音範囲で、ラベリア・マイクロホンを使い慣れていない話者の声も確実に
ピックアップ。

■  付属のクリップやタイピンにより、衣服に簡単に取り付け可能。

■  AKGのワイヤレスシステムと組み合わせて自由なパフォーマンスを実現。

クリアな音質で、スピーチやプレゼンに最適な
ラベリア・マイクロホン。

ラベリア・マイクロホン

CK97 C/L 27,540円（税抜25,500円）

■ オプション

■付属品

■ マイクポーチ

ウインドスクリーン
■W97

ラベリアマイク用タイクリップ
■H40/1

ラベリアマイク用タイピン
■H41

プリアンプアダプター
■MPA V L

ポータブル・ミキサー
■B23 L

DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用

DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用

DMS TETRAD、WMS40 
PRO MINI、WMS470
ワイヤレスシステム用
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Microphone

マイクロホン

ラベリア・マイクロホン

C417 PP 25,380円（税抜23,500円）

C417 L 　　　　

19,440円（税抜18,000円）

 2年保証

■   フラットな周波数特性で、スピーチをはじめ演劇などの仕込用としてマルチに活躍。

■   マイクロホンを目立たせたくないシーンに最適な超小型ボディー。

■   全方向に均一な感度を持つ無指向性。マイクロホンの正面から口元が多少ずれて
も、音質や音量の変化を抑制。

■   XLR端子仕様のC417 PPと、ミニXLR端子仕様のC417 Lを用意。C417 LはAKG
のワイヤレスシステムと組み合わせて自由なパフォーマンスを実現。

高い音響性能を凝縮したコストパフォーマンスモデル。

仕　様  C417共通

形式 コンデンサー型
指向特性 無指向性
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー35dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 126dB SPL（THD 3%）
等価雑音レベル 34dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 200Ω以下

　　　　　　　　C417 PP　　　　　　　　 　  C417 L

電源 ファンタム  
DC9～52V/2mA以下

別売のAKGワイヤレスシス
テムのボディーパック型送
信機、またはポータブル・ミキ
サー（B23 L）から供給。

端子 XLR（3P） ミニXLR（3P）
ケーブル長 約3m（含プリアンプ） 約1.5m
寸法（φ×H） 8×15mm 8×15mm
質量 68g（含ケーブル・プリアンプ） 18g（含ケーブル）

■付属品

ウインドスクリーン
■W407

■ マイクポーチ

ラベリアマイク用タイクリップ
■H40/1

ラベリアマイク用タイピン
■H41

■ オプション

プリアンプアダプター
■MPA V L

ポータブル・ミキサー
■B23 L

仕　様  CK99 L

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 150Hz～18kHz
開回路感度 ー41dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 118dB SPL（THD 1%）
等価雑音レベル 34dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 200Ω以下
電源 別売のAKGワイヤレス

システムのボディーパック型
送信機、またはポータブル・ミ
キサー（B23 L）から供給。

端子 ミニXLR（3P）
ケーブル長 約1.6m
寸法（φ×H） 8×23mm
質量 20g（含ケーブル）

ラベリア・マイクロホン

CK99 L 15,120円（税抜14,000円）

■   低音域をロールオフした周波数特性で、講演やスピーチなどの用途に最適。

■   周囲のノイズに強いカーディオイド特性。

■   125°の広い収音範囲で、ラベリア・マイクロホンを使い慣れていない話者の声も
確実にピックアップ。

■   洋服などへの着脱が簡単に行えるクリップが付属。

■   AKGのワイヤレスシステムと組み合わせて自由なパフォーマンスを実現。

周囲の雑音を抑え、明瞭なスピーチを再現する
ラベリア・マイクロホン。

 2年保証

■付属品

■ オプション

プリアンプアダプター
■MPA V L

ポータブル・ミキサー
■B23 L

■ ウインドスクリーン
■ クリップ

WMS40 PRO MINI、
WMS470
ワイヤレスシステム用

WMS40 PRO MINI、
WMS470
ワイヤレスシステム用
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CC519を使用して
クラリネットにも装着可能

楽器用マイクロホン

C519 M 41,040円（税抜38,000円）

 2年保証

仕　様  C519共通

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 60Hz～20kHz
開回路感度 ー46dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 132dB SPL（THD 3%）
等価雑音レベル 31dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 200Ω以下

　　　　　　  C519 M　　　　　　　　　C519 ML

電源 ファンタム  DC9～52V
2mA以下

別売のAKGワイヤレスシス
テムのボディーパック型送
信機、またはポータブル・ミキ
サー（B23 L）から供給。

端子 XLR（3P） ミニXLR（3P）
寸法（W×H×D） 47×212×57mm 47×212×57mm
質量 195g

（含ケーブル・プリアンプ）
75g（含ケーブル）

■付属品

■ 接続ケーブル
　C519 M：プリアンプ付、ミニXLR→XLR、約3m
　C519 ML：ミニXLR→ミニXLR、約1.5m

■ 送信機ホルダー（C518 MLのみ）■ マイクポーチ

ウインドスクリーン
■W44

■ オプション

マイククランプ
■CC519

プリアンプアダプター
■MPA V L

ポータブル・ミキサー
■B23 L

26

Microphone

マイクロホン

楽器用マイクロホン

C518 M 41,580円（税抜38,500円）

 2年保証

　　　　　　 　   C518 M　　　　　　　 　　  C518 ML

電源 ファンタム  DC9～52V
2mA以下

別売のAKGワイヤレスシス
テムのボディーパック型送
信機、またはポータブル・ミキ
サー（B23 L）から供給。

端子 XLR（3P） ミニXLR（3P）
寸法（W×H×D） 47×200×52mm 47×200×52mm
質量 220g

（含ケーブル・プリアンプ）
120g（含ケーブル）

仕　様  C518共通

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 60Hz～20kHz
開回路感度 ー46dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 132dB SPL（THD3%）
等価雑音レベル 31dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 200Ω以下

■付属品

■ 接続ケーブル
　C518 M：プリアンプ付、ミニXLR→XLR、約3m
　C518 ML：ミニXLR→ミニXLR、約1.5m

■ マイクポーチ 
■ 送信機ホルダー（C518 MLのみ）

■ ドラム取付ブラケット  
■ グースネック固定パーツ 

ウインドスクリーン
■W44

■ オプション

プリアンプアダプター
■MPA V L

ポータブル・ミキサー
■B23 L

C518 ML 32,400円（税抜30,000円）

■   過渡特性に優れた小型ダイヤフラムを搭載し、立ち上がりの鋭いサウンドも忠実に再現。

■   グースネックと一体化したショックマウントが、メカニカルノイズを低減。

■   グースネックの角度を固定するパーツが付属。常に最良なポジションでマイキングが可能。

■     XLR端子仕様のC518 Mと、ミニXLR端子仕様のC518 MLを用意。C518 MLはAKG
のワイヤレスシステムと組み合わせて、より自由なパフォーマンスを実現。

ドラムやパーカッションに最適なクランプ式。

WMS40 PRO MINI、
WMS470
ワイヤレスシステム用

■   トランペットやサクソフォーンのベルに違和感なく装着できる、軽量でコンパクトな設計。
CC519を使用することで、クラリネットにも装着可能。

■   自然で力強く、クリアな音質を再現するフラットな周波数特性。

■     グースネックと一体化したショックマウントが、メカニカルノイズを低減。

■   XLR端子仕様のC519 Mと、ミニXLR端子仕様のC519 MLを用意。C519 MLはAKG
のワイヤレスシステムと組み合わせて、より自由なパフォーマンスを実現。

トランペットやサクソフォーン、クラリネットに最適な
クリップ式。

C519 ML 34,020円（税抜31,500円）
WMS40 PRO MINI、
WMS470
ワイヤレスシステム用
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使用例

 2年保証

ウインドスクリーン
■W44

■付属品

■ 接続ケーブル（ミニXLR→ミニXLR、約1.5m）
■ マウントプレート　
■ ラバープレート（穴あき×1、穴なし×2）
■ マウントねじ　 　
■ 粘着剤　
■ 送信機ホルダー
■ マイクポーチ　

プリアンプアダプター
■MPA V L

ポータブル・ミキサー
■B23 L

■ オプション

仕　様  C516 ML

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 60Hz～20kHz
開回路感度 ー46dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 132dB SPL（THD 3%）
等価雑音レベル 31dB SPL（Aウェイト）
インピーダンス 200Ω以下

電源 別売のAKGワイヤレスシス
テムのボディーパック型送信
機、またはポータブル・ミキサー
（B23 L）から供給。

端子 ミニXLR（3P）
寸法（W×H×D） 47×235×25mm
質量 78g（含ケーブル）

■  専用マウントプレートを使用して、平らな面への取り付けが可能。マイクロホン本体はプ
レートから簡単に着脱できるので、楽器の運搬に便利。

■  長く任意の形状を保てるグースネックが、最適なマイキングをサポート。

■  グースネックと一体化したショックマウントが、メカニカルノイズを低減。

■  AKGのワイヤレスシステムと組み合わせて自由なパフォーマンスを実現。

平らな面への取り付けが可能な楽器用小型マイクロホン。

楽器用マイクロホン

C516 ML 32,400円（税抜30,000円）

使用例

 2年保証

プリアンプアダプター
■MPA V L

ポータブル・ミキサー
■B23 L

■ オプション■付属品
■ 粘着剤
■ マイクポーチ

仕　様  C411共通

形式 コンデンサー型
指向特性 双指向性
周波数特性 10Hz～18kHz
開回路感度 2mv/msー2

（MPA V L使用時）
最大音圧レベル 100dB SPL

（THD 1%）
インピーダンス 200Ω以下

　　　　　　　C411 PP　　　　　　   C411 L

電源 ファンタム 
DC9～52V2mA以下

別売のAKGワイヤレス
システムのボディーパッ
ク型送信機、またはポー
タブル・ミキサー（B23 
L）から供給。

端子 XLR（3P） ミニXLR（3P）
ケーブル長 約3m（含プリアンプ） 約1.5m
寸法（W×H×D） 14×27×10mm 14×27×10mm
質量 98g

（含ケーブル・プリアンプ）
18g（含ケーブル）

楽器用マイクロホン

C411 PP 29,700円（税抜27,500円）

WMS40 PRO MINI、
WMS470
ワイヤレスシステム用

■   バイオリンやアコースティックギターなどのブリッジに、直接取り付けが可能な超小型モデル。

■    超軽量なボディーが弦楽器の微細な響きを確実にピックアップし、色付けのない明瞭なサウン
ドを再現。

■    専用の粘着剤で楽器を傷つけずに固定可能。

■   XLR端子仕様のC411 PPと、ミニXLR端子仕様のC411 Lを用意。C411 LはAKGのワイ
ヤレスシステムと組み合わせてより自由なパフォーマンスを実現。

弦楽器のピックアップに最適な超小型コンデンサー・マイクロホン。

C411 L 23,760円（税抜22,000円）
WMS40 PRO MINI、
WMS470
ワイヤレスシステム用
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 2年保証

■  コンデンサーマイクレベルの極めて薄いダイヤフラムにより優れた過渡特性を実現。　
直径は29mmの大口径で、バスドラムの迫力ある低音も余すことなく収音。

■ 最大音圧レベルは164dBに達し、高音圧のアタック音にも歪みなく対応。

■   C414のビンテージモデルのトランスを採用し温かみのあるサウンドを獲得。

■   収音時の音質調整が素早く行えるアクティブフィルターを搭載。以下のモードを選択可能。

　 オープンキックドラム・・・・・  中域を減衰して低域を持ち上げ、パワー感を強調。

　 ヴィンテージサウンド ・・・・ 中域を減衰して他の楽器とのバランスを良好に保持。

　 クローズドキックドラム ・・・・ 中域を減衰して低域と高域を持ち上げ、存在感を強調。

楽器用マイクロホン

D12 VR オープンプライス

バスドラムの量感豊かな低音をあざやかに再現。

フィルターのモード切替スイッチ

仕　様  D12 VR

形式 ダイナミック型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 17Hz～17kHz（±2dB）
開回路感度 －58dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 164dB SPL
フィルター オープンキックドラム/ヴィン

テージサウンド/クローズドキッ
クドラム（48Vファンタム電源が
必要）

インピーダンス 200Ω以下
端子 XLR（3P）
寸法（W×H×D） 101×125×66mm
質量 500g

■付属品
■ マイクポーチ　■ 特性データシート
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Microphone

マイクロホン

 2年保証

10 cm       

高音圧の低音もクリアに収音するバスドラム用マイク。

仕　様  D112 MK Ⅱ

形式 ダイナミック型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 20Hz～17kHz
開回路感度 ー55dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 160dB SPL（THD0.5%）

インピーダンス 210Ω以下
端子 XLR（3Ｐ）
寸法（W×H×D） 70×126×115mm
質量 484g

■  長年に渡り世界中のステージで愛用されてきたD112を、より使いやすくモデルチェン
ジ。マイクスタンドに直接取り付けでき、正確なマイク・ポジショニングが可能。

■ 専用に設計された大型のダイヤフラムを採用し、100Hz以下の超低域を力強く明瞭に
再現。さらに、4kHz付近にピークを持たせることにより、自然でパンチのある音質を実
現。収音後EQで調整する必要のない、高品位なサウンドで収音可能。

■ 最大音圧レベルは160dBに達し、バスドラムの地に響くような高い音圧にも、歪むこと
なく余裕で対応。ベース・アンプやコントラバスをはじめ、トロンボーンなどにも対応。

楽器用マイクロホン

D112 MK オープンプライス

■付属品

■ マイクポーチ

■ ドラム取付クランプ

 2年保証

打楽器から吹奏楽器、ギターアンプまでマルチに活躍。

楽器用マイクロホン

D40 オープンプライス

仕　様  D40

形式 ダイナミック型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 50Hz～20kHz
開回路感度 ー52dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 156dB SPL（THD 3%）
インピーダンス 600Ω以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H×D） 44×104×79mm（含スタンドアダプター）
質量 245g

■  ダイヤフラムの厚みを中心部と外縁部で変えることで、ダイヤフラムの動きを適切に
制御する独自のバリモーション・テクノロジーを採用。透き通るようなクリアな高域を
実現するとともに、低域の迫力もありのままに収音。

■  最大音圧レベルは156dBにもおよび、大音圧にも余裕で対応。

■  マイクスタンドに直接取り付け可能。ドラムのリムなどに取り付けできるクランプも付属。

■  内部のウインドスクリーンがノイズをカットし、屋外でのライブでも活躍。
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Microphone

マイクロホン

ウインドスクリーン
■W32 ■ マイクポーチ■ マイクホルダー

■付属品

 2年保証

シンバル、オーバーヘッドに最適な小型コンデンサー。

楽器用マイクロホン

C430 オープンプライス

仕　様  C430

形式 コンデンサー型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 20Hz～20kHz
開回路感度 ー43dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 130dB SPL（THD 3%）
等価雑音レベル 33dB SPL（Aウェイト）

インピーダンス 200Ω以下
電源 ファンタム　

DC9～52V/2mA以下

端子 XLR（3P）
寸法（φ×H） 19×79mm
質量 23g

■  過渡特性に優れた小型ダイヤフラムを採用。立ち上がりの早いシンバルやスネアなどの打
楽器に最適。

■  緻密に調整された周波数特性により、高音域を明瞭に再現。

■  狙った音を確実にピックアップする、磨き上げられたカーディオイドの指向特性。

■  長さ約８ｃｍのコンパクトなボディー。ステージ上で目立たせることなく設置可能。

 2年保証

 2年保証

■付属品

■ マイクポーチ

楽器用マイクロホン

P4 オープンプライス

■  クリアな音質で響きや透明感を重視するライブパフォーマンスに最適。

■  スネアやパーカッション、ギターアンプ、管楽器などの収音で活躍。

■  マイクスタンドに直接取り付けでき、正確なマイク・ポジショニングが可能。ドラムのリム 
　などに取り付けできるクランプも付属。

■  ステージでの過酷な使用にも耐える頑丈なメタルボディー。

コンパクトで設置の自由度が高い楽器用マイクロホン。

■付属品

■ マイクポーチ

■ ドラム取付クランプ

仕　様  P4

形式 ダイナミック型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 40Hz～18kHz
開回路感度 ー52dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 152 dB SPL

インピーダンス 600Ω以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H×D） 44×110×79mm
質量 200ｇ

楽器用マイクロホン

P2 オープンプライス

■  クリアな音質で響きや透明感を重視するライブパフォーマンスに最適。

■  最大音圧レベルは157dB SPLを達成。バスドラムやベースアンプ、コントラバスなどの 
　高い音圧にも余裕で対応。

■  マイクスタンドに直接取り付けでき、正確なマイク・ポジショニングが可能。

■  ステージでの過酷な使用にも耐える頑丈なメタルボディー。

高い音圧に余裕で対応する楽器用マイクロホン。

仕　様  P2

形式 ダイナミック型
指向特性 カーディオイド
周波数特性 20Hz～16kHz
開回路感度 ー52dB re 1V/Pa
最大音圧レベル 157dB SPL

インピーダンス 600Ω以下
端子 XLR（3P）
寸法（φ×H×D） 60×130×132mm
質量 400g 
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Microphone

マイクロホン

楽器用マイクロホン

DRUM SET SESSION Ⅰ オープンプライス

コストパフォーマンスに優れた
ドラム用マイクロホン・セット。

■  ライブやレコーディングで手軽に使えるドラム用マイクロホン7本をセットにした
お得なパッケージ。マイクホルダーやクランプも付属。

■  専用のキャリングハードケースに収められているため、持ち運びに便利。

[セット内容]
● P17×2
● P4×4
● P2
● P17用マイクホルダー×2
● P4用ドラム取付クランプ×4
● キャリングハードケース

 2年保証

 2年保証

 2年保証楽器用マイクロホン

DRUM SET CONCERT Ⅰ オープンプライス

プロの過酷な現場でも活躍する
ドラム用マイクロホン・セット。

■  世界中のステージで愛用されているバスドラム用マイクロホンD112の最新モデル
“D112 MKⅡ”をはじめ、プロの現場で活躍するドラム用マイクロホン7本をセットに
したお得なパッケージ。マイクホルダーやクランプも付属。

■  音質はもちろん、最大音圧レベルや堅牢性にも優れたマイクロホンを厳選し、シビアな
レコーディングから激しいライブステージまで余裕で対応。

■  専用のキャリングハードケースに収められているため、持ち運びに便利。

[セット内容]
● D112 MKⅡ
● D40×4
● C430×2
● D40用ドラム取付クランプ×4
● C430用マイクホルダー×2
● キャリングハードケース

楽器用マイクロホン

DRUM SET PREMIUM オープンプライス

ドラム収音のクオリティーを格段に引き上げる
高品位マイクロホン・セット。

■  ハイハット収音用の世界標準“C451 B”、バスドラム用の最上位モデル“D12 VR”を
含む計8本をセット。極めて高いクオリティーが求められるステージやスタジオで、ドラ
ム収音の品質が格段に向上。

■  特性データをAKGの独自技術で詳細に測定。その結果に基づき厳密にマッチングを
行い、パッケージごとに1本ずつ厳選しているため、極めて調和のとれた音質を実現。

■  最大音圧レベルに優れ、大音圧にも余裕で対応。過酷な現場でも歪まずクリアに収音。

■  サスペンション付ホルダーやマイクホルダー、クランプも付属。

[セット内容]
● C214×2
● C451 B
● D12 VR
● D40×4

● C214用サスペンション付ホルダー×2
● C451 B用マイクホルダー
● D40用ドラム取付クランプ（K&M製）×4

● 特性データシート（C451 B）
● 特性データシート（D12 VR）
● 鍵付キャリングハードケース

※P17の特性はP170(P.08)と同じです。P17はセット専用モデルで単品では販売していません。



AKG Microphones Catalog [2017年11月版]  このカタログには、税込価格（税率8%）と税抜価格を併記しています。 31

Microphone

マイクロホン

■ CK98用

ウインドスクリーン

W98　　　3,240円（税抜3,000円）

■オプション

■ C535 EB、C7、C5、D7、D5、P5、P3 S用

ウインドスクリーン

W23　　　3,240円（税抜3,000円）

■ P170、C451 B、CK61/62/63 ULS、
　C430、D58 E用

ウインドスクリーン

W32　　　1,620円（税抜1,500円）

■ C520、C518、C519、C516 ML用

ウインドスクリーン

W44　　　　821円（税抜760円）

■ CK69 ULS（ショート時）用

ウインドスクリーン

W48　　　2,376円（税抜2,200円）

■ CK69 ULS（連結ロング時）用

ウインドスクリーン

W49　　　2,592円（税抜2,400円）

■ C568 B用

ウインドスクリーン

W68　　　2,592円（税抜2,400円）

■ CK77 WR L用
■ 色 ： ブラック

ウインドスクリーン

W77　　　　464円（税抜430円）

■ HC577 L、CK77 WR L/P用
■ 色 ： ベージュ

ウインドスクリーン

W77 P　　　 464円（税抜430円）

■ HC577 L、CK77 WR L用
■ メタル製

ウインドスクリーン

W77 M　　5,616円（税抜5,200円）

■ C451 B、CK91/92/93/94用

ウインドスクリーン

W90　　　1,620円（税抜1,500円）

■ C417用

ウインドスクリーン

W407　　　 972円（税抜900円）

■ C414 XLS、C414 XLⅡ用
■ 色はグレー（W414）と
　ブルー（W414 X）を用意。

ウインドスクリーン

W414　　　5,616円（税抜5,200円）

■ C555 L、C544 L用

ウインドスクリーン

W444　　 1,404円（税抜1,300円）

W414 W414X

■ C7、C5、D7、D5、P5、P3 S用

ウインドスクリーン

W880　　　　616円（税抜570円）

■ C1000 S用

ウインドスクリーン

W1001　　1,188円（税抜1,100円）

■ D7、D5、P5、P3 S用

ウインドスクリーン

W3004　　3,888円（税抜3,600円）

■ P820 TUBE、P420/220/120用

ウインドスクリーン

W4000　　2,808円（税抜2,600円）

■ P170、C451 B、ULS Series、AKG Blue 
Line、C1000 S、C568 B、C535 EB、C7、
C5、D7、D5、P5、P3 S用

■ 付属品 ： 3/8→5/8インチ変換ねじ

ショックマウント

H30　　　10,260円（税抜9,500円）

■ C414 XLS、C414 XLⅡ、
　C314、C214、C3000 C451 B、
　ULS Series、AKG Blue Line用
■ 付属品 ： 3/8→5/8インチ変換ねじ

サスペンション付ホルダー

H85　　　11,880円（税抜11,000円）

■ CK77 WR L、CK97 C/L、C417用
■ 寸法（W×H×D） ： 40×27×6mm

ラベリアマイク用タイクリップ

H40/1　　 1,944円（税抜1,800円）

■ C519用
■ クラリネットに設置してC519のクリップを挟んで固
定することで、適切な位置でのマイキングを実現。

■ 付属品 ： クランプ固定ゴム×4、交換用クッション 
テープ大、交換用クッションテープ小

マイククランプ

CC519　　 7,236円（税抜6,700円）

■ CK77 WR L、CK97 C/L、C417用
■ 寸法（W×H×D） ： 20×5×12mm

ラベリアマイク用タイピン

H41　　　 1,188円（税抜1,100円）

■ 2本のマイクロホンを60mm～170mm 
離してマウントするアーム。

■ 3/8インチねじのマイクホルダーを
　取り付けて使用。
■ 付属品 ： 3/8→5/8インチ変換ねじ
　（スタンド固定部）

ステレオアーム

H50　　　 6,588円（税抜6,100円）
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■ C535 EB、C7、C5、D7、D5、P5、P3 S用
■ 付属品 ： 3/8→5/8インチ変換ねじ

マイクホルダー

SA44　　　　853円（税抜790円）

■ C214、C3000、C535 EB、C7、C5、D7、D5、P5、P3 S用
■ 付属品 ： 3/8→5/8インチ変換ねじ

マイクホルダー

SA61　　　3,132円（税抜2,900円）

■ C1000 S用
■ 付属品 ： 3/8→5/8インチ変換ねじ

マイクホルダー

SA63　　　3,996円（税抜3,700円）

■ C414 XLS、C414 XLⅡ、C314、P170、C451 B、ULS Series、
　AKG Blue Line、C568 B、C430用
■ 付属品 ： 3/8→5/8インチ変換ねじ

マイクホルダー

SA60　　　3,132円（税抜2,900円）

■オプション

■ AKGワイヤレスシステム用マイクロホンのミニXLR端子をXLR端子
に変換するアダプター。 
ワイヤレスシステム用マイクロホンをワイヤード・マイクロホンとして用
する場合に便利。

■ ローカットフィルターを搭載。
■ ケーブル長 ： 約0.5m、動作電圧 ： DC9～52V
端子 ： ミニXLR（3P、オス）→XLR（3P、オス）

プリアンプアダプター

MPA V L　11,880円（税抜11,000円）

仕　様  B23 L

入力 チャンネル数 2
端子 ミニXLR（3P、オス）
インピーダンス 5kΩ
ファンタム電源 9V

出力 チャンネル数 1
端子 3.5mmステレオ・ミニジャック
インピーダンス 200Ω（アンバランス）

周波数特性 20Hz～20kHz

電源
単3形アルカリ乾電池×2または単3形リチウム乾電池×2また
は単3形ニッケル水素充電池×2　
※電池寿命は使用環境により異なる。

寸法（W×H×D） 64×87×20mm（除突起部）

質量 70g

付属品 ボディーパック型送信機用接続ケーブル（3.5mmステレオ・ミニ
フォーン→ミニXLR （3P、メス）、約1.5m）、ストラップ

※本機とボディーパック型送信機を10cm以内に近付けないでください。
　ノイズの原因となります。

■ スクリーン部 ： φ135mm、グースネック長 ： 337mm

ポップ・スクリーン

PF80　　　10,584円（税抜9,800円）

■ ワイヤレス用マイクロホンを2個接続したB23 Lを、付属のケーブルでワイヤ
レスシステムのボディーパック型送信機と接続すれば、2つの信号をミックスし
て1chのワイヤレスシステムで送信可能。1人が2つのマイクロホンを使用する
場合に便利。ギター等も接続可能。

■ 各チャンネルにマイク/ライン・レベルの切り替えスイッチやボリュームコントロー
ル、ピークLEDを装備し、信号を自在にコントロール。

■ ステレオ動作が可能なうえ、出力に3.5mmステレオ・ミニジャックを採用。
　レコーディングでも活躍。
■ 単3形乾電池2本で駆動し、各チャンネルに9Vのファンタム電源を供給。
　電池残量が少ないことを知らせるLEDも搭載。
■ クリップを装備しベルト等への取り付けが可能。ストラップも付属。

ポータブル・ミキサー

B23 L 16,200円（税抜15,000円））

 2年保証

 2年保証
ファンタム電源供給ユニット

B48 L 39,960円（税抜37,000円）

■ 単3形乾電池2本で駆動し、コンデンサー型マイクロホンに48Vのファンタム
電源を供給。

■ 入力はXLR、出力はXLRとミニXLRを用意。付属のケーブルでワイヤレスシス
テムのボディーパック型送信機と接続すれば、ワイヤードマイクロホンをワイヤ
レスで使用可能。

■ プロの現場でも活躍する低ノイズ設計。
■ 電池残量がアルカリ/リチウム乾電池で約1時間以下、ニッケル水素充電池
で約2時間以下の時に点灯するLEDを搭載。

■ ボディーパック型送信機と接着するためのマジックテープが付属。

出力端子部

仕　様  B48 L

入力 端子 XLR（3P、メス）
ファンタム電源 48V（最大10mA）

出力 端子 XLR（3P、オス）またはミニXLR
（3P、オス）

周波数特性 20Hz～24kHz

電源
単3形アルカリ乾電池×2または単3形リチウム乾電池×2また
は単3形ニッケル水素充電池×2 
※電池寿命は使用環境により異なる。

寸法（W×H×D） 65×126×29mm（除突起部）

質量 120g

付属品
ボディーパック型送信機用接続ケーブル（ミニXLR（3P、メス）→
ミニXLR（3P、メス）、約5cm）、マジックテープ×2組、単3形ア
ルカリ乾電池×2

※電源を切って再び入れる際は、約5秒間時間を置いてください。


