
Digital Wireless Microphone System

Crystal Clear Audio in Any Environment
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Revolabs デジタル・ワイヤレス・マイクシステムのラインナップ

Revolabs社は2005年にアメリカのマサチューセッツ州ボストン郊外で設立して以来、業界最高レベルの技術力を活かして
企業の会議室向けデジタル・ワイヤレス・マイクシステムや電話会議システムを提供し、市場から高い評価を得てきました。
 
約100名の社員のうち技術者が4割を占めるRevolabs社は、製品を一貫して自社で企画・開発。企業スローガンである
Hear every word. には、「大切な言葉（メッセージ）を一言も聴きもらさない」理想の音響機器を実現したいという願いが
込められています。
 
ヤマハグループとなった2014年3月以降、Revolabs社は、ヤマハとのシナジーを活かし、音声コミュニケーション機器や業
務用音響機器の開発・製造・販売において両社が保有する技術・ノウハウを相互に活用することで、多様化する市場ニーズ
に対応するさらなる高品質なソリューションを提供しています。

Digital Wireless Microphone System

Executive Elite Executive HD

HD Venue HD Dual
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Revolabs デジタル・ワイヤレス・マイクシステムの主な特長

Revolabs デジタル・ワイヤレス・マイクシステムの用途

Revolabs ゴールドサービス

特長1 セキュアなデジタル暗号化通信
- Executive Eliteシリーズは256bit、その他のシリーズで128bitの暗号化通信に対応しています。部外者による傍受、情報漏えいを防ぎます。
  セキュリティの観点からワイヤレスマイクの使用をあきらめていた企業様に朗報です。

特長2 多くのマイクを同時使用可能
- Executive Eliteシリーズで最大44本、Executive HDシリーズでは最大32本のマイクを同時に使用できます。
- 大会議室や国際会議室などに最適のシステムです。複雑なチャンネルプランも一切必要ありません。

特長3 混信トラブル知らずの1.9GHz帯
- Revolabsのデジタルワイヤレスマイクは新しい帯域1.9GHz帯を使用。B帯アナログワイヤレスに比べ、混信に強くなっています。
  また、マイクに搭載されたRF Armor™テクノロジーにより、これまで電波干渉やノイズの原因となってきた携帯電話や
  スマートフォンと一緒に使用しても影響を受けにくくなっています。

特長4 高音質と手頃な価格の両立
- デジタルワイヤレスマイクでありながら、導入しやすい手頃な価格設定。
- シンプルな設計のため、赤外線ワイヤレスマイクや有線マイクと比較して、設置費も抑えられます。

Revolabs製品の保証期間はご購入より1年間ですが、Revolabsで
は対象製品に対し、有償にて3年間の保証を付加する「ゴールドサー
ビス」を提供しています。

■サービス内容
・万が一製品が故障した場合の無償での交換。
・マイクのバッテリー無償交換。
・HDコントロールパネルの一部機能の無償提供。

■対象製品
ベースステーション
ゴールドサービスが付加された製品をご買い求め頂くと、ベースス
テーション本体に加え、そのチャンネル数分のマイクがゴールドサー
ビス対象となります。
マイク
ベースステーションのチャンネル数を超えるマイクにゴールドサービ
スを付加することもできます。
※詳しくはRevolabs特約店もしくは弊社へお問い合わせください。

学校の教室・講堂・
多目的室に
ウェアラブルマイクをストラップに下
げて使用すれば、先生は両手を自由
に使って授業が可能です。

企業の会議室・
セミナールームに
デジタルワイヤレスマイクならではの
高度な暗号化通信により、セキュリ
ティに配慮が必要な会議にも使用で
きます。
配線の無い、すっきりとした会議室と
クリアな音声で快適なコミュニケー
ションを実現します。

ビデオ会議・音声会議に
バウンダリマイクやグースネックマイ
クをワイヤレスで使用することで、自
由な机の配置でテレビ会議が可能
です。

レンタル・イベントに
1.9GHz帯の電波を使用するため、A
帯/B帯を既に使用している環境でも
同時使用できます。
ユニークな2wayオーディオ機能によ
り、同時通訳などにも使用できます。
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電池残量やペアリング状況を
確認できます。

Webブラウザからコントロー
ルパネルにアクセス。

Cat6ケーブル1本で接続し最大
100mまで延長できます（POE
給電）。

バウンダリマイクやグースネック
マイクに給電しながらマイクを
使用できます。

フロントパネル
ディスプレイ

コントロールパネル リモートアンテナ（付属品） クロスオーバーアダプター
（別売オプション）

●グースネックマイクを含む7種のEliteマイクロフォンを使用可能、また同一空間で最大44本使用可能
●リモートアンテナにより、Cat6ケーブル1本で使用場所から最大100m程離れた設置が可能
●256bit暗号化と暗号化鍵の300秒毎自動更新により、米軍要求レベルのセキュリティを実現
●Revolabs最高品質（音声帯域最大20kHz）のオーディオ、より改善されたS/N比
●Webブラウザから高度なオーディオ設定やグループ設定が可能
●スタンバイモード：最大72時間のスタンバイ後もマイクの使用可能
※Executive Eliteを複数台使用する場合には、ベースステーション間のカスケード接続及びプライマリ/セカンダリの設定が必要です。

最大44ch同時使用可能、高音質のハイエンドモデル

Executive Elite
エグゼクティブ エリート

8chモデル：Executive Elite8 (-3Y)
4chモデル：Executive Elite4 (-3Y)

Digital Wireless Microphone System

リアパネル
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関連商品

※マイクは別売りです。

チャージャーベース（付属品）
写真はExective Elite8用

オープンプライス

ヤマハシグナルプロセッサー「MRX7-D」はRevolabs社と共同開発した「Revolabs
Control Component」を搭載しています。この機能を使用することで、MRX7-D
搭載のAEC（アコースティックエコーキャンセラー）の学習機能を損なうことなく
Revolabs製ワイヤレスマイクシステム「Executive Elite」からMRX7-Dの音声ミュー
トのON/OFF切り替えができ、快適な遠隔会議システム環境を実現します。 

多彩なエリートマイクロフォンシリーズ

Elite Microphone
エリート マイクロフォン

ウェアラブルマイクロフォン

Elite MIC-WR

無指向性
テーブルトップマイクロフォン

Elite MIC-OM

指向性
テーブルトップマイクロフォン

Elite MIC-DR

ダイナミックマイク用
XLRアダプター

Elite MIC-XLR

コンデンサマイク用
TA4アダプター

Elite MIC-TA4

グースネックマイクロフォン
（約15cm）

Elite MIC-GN6

グースネックマイクロフォン
（約30cm）

Elite MIC-GN12

「Executive Elite」とのミュート連動機能を搭載したヤマハ製オールインワンプロセッサー

さまざまな用途に柔軟に対応する
多彩なコンポーネント

MRX7-Dは使用するコンポーネントを自在に配置
することで、自由にシステムデザインできるフリーコ
ンフィギュレーション方式を採用しました。さまざ
まな用途に柔軟に対応できるよう、AEC、Speech 
Privacy、Dugan Automixerなど多彩なコンポーネ
ントを用意しております。

オールインワンの利便性と
拡張性を両立

MRX7-Dは本体に12in/8outのアナログ入出力と再
生用のSDメモリーカードスロットを装備しています。
さらに、ネットワークオーディオ規格Dante™やヤマ
ハ独自のデジタル伝送規格YDIF、Mini-YGDAIカード
スロットを1基備え、最大108in/104outの大規模シ
ステムにも対応します。

MTX-MRX Editorによるシンプルかつ
スピーディな設定

MRX7-Dの設定には専用アプリケーションである
「MTX-MRX Editor」を使用します。このアプリケー
ションにより、システムの入力から出力までスピーディ
に設定できます。
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ノートPC

LAN
USB

ベースステーションチャージャーベース

Digital Wireless Microphone System

HDコントロールパネルソフトウェア（無料）
をPCにインストールし、IP経由でマイクステ
ータスを確認できます。

PCとチャージャーをUSBケーブルで接続
し、一括ペアリング可能。ファームウェアバー
ションアップも一括で行うことができます。

DECTならではの2wayオーディオ機能。ウ
ェアラブルマイクやカントリーマンマイク用ア
ダプターについているヘッドホン端子を使用
して、オーディオの受信が可能です。同時通
訳や司会者への指示などに活用可能です。

IP経由でコントロールパネルから
管理

高速ペアリング機能 2Wayオーディオ機能

4ch/8ch用、最大32chまで同時使用可能

Executive HD
エグゼクティブ エイチディー

8chモデル：Executive HD8 (-3Y)
4chモデル：Executive HD4 (-3Y)

●バウンダリマイクを含む5種のHDマイクロフォンを使用可能、また同一空間で最大32本使用可能。
●128bit暗号化通信で、セキュリティが必要な会議にも使用可能。
●チャージャーベースにPCをUSB接続して、複数本のマイクを一斉ペアリング可能。
●外部制御に対応、IP経由で細かなマイクの設定が可能（HDコントロールパネルソフトウェア使用）。
※Executive HDを複数台使用する場合には、ベースステーション間のカスケード接続及びプライマリ/セカンダリの設定が必要です。

4chモデルリアパネル（8chモデル）

8chモデル
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※マイクは別売りです。

チャージャー
ベース（付属品）
写真はExective HD8用

小規模用モデル、最大4chまで同時使用可能

HD Venue
エイチディー ベニュー

HD Venue (-3Y)

アンテナ内蔵、2ch使用可能なコンパクトモデル

HD Dual
エイチディー デュアル

HD Dual (-3Y)

HD Venue (-3Y)

●使いやすいMIX OUT機能と入出力端子で、学校や小会議室に最適。
●使用する周波数グループを2つに分けることで、システム2台（最大4ch）の同時使用が可能。
●手頃な価格で、Executive HDと同等のオーディオクオリティを実現。

●手のひらに載るコンパクトなボディに、DECTデジタルワイヤレスの機能を集約。
●テレビ会議システムにも最適な入出力端子設計。
●手頃な価格で、ワイヤレスマイクの快適さを提供。
●アンテナ内蔵設計により、場所を選ばず設置が可能。

選べるHDマイクロフォンシリーズ

HD Microphone
エイチディー マイクロフォン

ウェアラブルマイクロフォン

HD MIC-WR

無指向性
テーブルトップマイクロフォン

HD MIC-OM

指向性
テーブルトップマイクロフォン

HD MIC-DR

ダイナミックマイク用
XLRアダプター

HD MIC-XLR

カントリーマンマイク用
アダプター

HD MIC-CM

リアパネル

リアパネル



PA営業部
東日本営業課 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 KDX箱崎ビル1F  TEL.03-5652-3850
西日本営業課 〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ニッセイビル6F TEL.06-6649-9116

輸入販売元：

http://revolabs.jp
カタログコード2016年7月作成 LP633

 お客様お問い合わせ窓口お問い合わせは：

Revolabsインフォメーションセンター
（電話受付＝祝祭日を除く月～金／11:00～17:00）
■TEL: 0570-020-808（ナビダイヤル、全国共通番号）
　※（IP電話、PHSをご使用で）上記番号でつながらない場合は
　      03-5651-1838 発信者番号を通知する設定にしておかけください。

FAQ：http://yamaha.custhelp.com/
よくあるお問い合わせを商品別にまとめております。購入前の機能確認、購入後の問題解決などにご活用ください。

Facebookページ：ヤマハコマーシャルオーディオジャパン
http://www.facebook.com/YamahaCommercialAudioJapan
ヤマハプロオーディオに関する耳寄りな情報をタイムリーにお伝えしております。

●本カタログに掲載の商品名・社名等は、各社の
商標または登録商標です。
●カタログに印刷された商品の色調は、実際の商
品と多少異なる場合があります。

【使用に関するお願い】
  ●実際に商品をご使用になる前に、取扱説明書に記載されている使用上の注意及び危険防止に関する注意事項をよくお読みくださいますようお願い申しあげます。

RevolabsのHD・Eliteマイクロフォン（マイク用アダプターを含む）に使用するリチウムポリマーバッテリーは消耗品であり、使用期間に応じて連続使用時間が短くなります。これは正常な動作です。リチウム
ポリマーバッテリーは可燃性につき取り扱いに注意が必要です（加熱や衝撃により発熱、炎上、爆発等のおそれがあります）。顧客の判断で力を加えたり、火気に投入することは絶対にお止めください。また
バッテリーはRevolabs専用チャージャーにて充電してください。決してこれ以外の機器を使用しての充電は行なわないでください。不要となったバッテリーは各自治体の指示に従って処分してください。

バッテリー販売について

注意

【その他使用上の注意】
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。
●指定、推奨のネジ以外では正しく設置できない場合がありますのでご注意ください。
●海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合が
　ありますのでご注意ください。
●高所取付商品、ラック形状の商品は、正しく設置しないと落下・転倒等が起きる場合がありますので
　ご注意ください。

●発熱の多い商品は、正しく設置されないと正常に動作しなかったり火災の原因となる場合が
　ありますのでご注意ください。
●ポータブルタイプの商品は、移動時に衝撃を与えないでください。また、水のかかる場所での使用、
　直射日光の当たる場所での長時間の使用は避けてください。
●スピーカーに近接して拡声音を聴かないでください。耳に傷害を起こす危険があります。

お客様に長く安心してRevolabs製品をご使用いただくために、Revolabsマイクロフォン・マイクアダプターのバッテリー部分のみの販売も行っております。

【保証書に関するお願い】●保証書が添付されている商品については、店名、ご購入期日の記載を確認の上、大切に保存してください。システム一括購入の場合は、契約時に保証書の扱いについて販売店と必ずご相談ください。
【その他付記事項】●仕様および外観、価格などは改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

［ スペック一覧表 ］

Executive Elite
エグゼクティブ エリート

Executive HD
エグゼクティブ エイチディー

HD Venue
エイチディー ベニュー

HD Dual
エイチディー デュアル

周波数帯域 1.9GHz帯 JAPAN DECT規格準拠（1893.5～1906.1MHz）

同時使用可能チャンネル 最大44ch *1 最大32ch *1 最大4ch 最大2ch

音声帯域 20‒20,000Hz 50-14,000Hz

アンテナからの到達距離 約90m 約45m

アンテナ及び付属品 リモートアンテナ・チャージャー付 ホイップアンテナ（フロント部）・チャージャー付 アンテナ内蔵、チャージャー付

暗号化 256bit暗号化･300秒毎の鍵自動更新 128bit暗号化

外部制御 RS232C・LAN ー

コントロールパネル Webブラウザからのアクセス：
LAN経由・USB経由

HDコントロールパネルソフトウェア
を使用したアクセス：LAN経由

HDコントロールパネルソフトウェアを使用したアクセス：USB経由

親機（ベース
ステ ー ショ
ン）

1台あたり使用
可能チャンネル 8ch/4chの2モデル 2ch

外形寸法 430W x 44H x 255D mm（1U） 430W x 44H x 203D mm（1U） 131W x 25H x 82D mm

入出力 8もしくは4ｘアナログ入出力（ミニ
ユーロブロック）、AVBデジタル入出力

8もしくは4xアナログ入出力
（ミニユーロブロック）

2ｘアナログ入出力
（XLR・フォーンバランス端子）　

2xアナログ入出力
（3.5mmバランス）

MIX OUT機能 なし あり

子機（マイク
ロフォン）

使用可能な
マイクロフォン Eliteマイクロフォン（7種類） HDマイクロフォン（5種類）

バッテリー持続
時間 *2 約12時間もしくは約8時間 *3 約8時間

Appearance
外観

仕様
Specification

*1 Executive Eliteを同一空間内で複数台使用する場合には、プライマリ/セカンダリ設定が必要です。Executive HDを同一空間で複数台使用する場合には、プライマリ/セカンダリ設定とカスケード接続が必要です。
*2 内蔵バッテリーには寿命があります。連続使用可能時間はベストエフォート値であり、使用を繰り返すうちにバッテリー容量は少なくなります。
*3 使用するマイクロフォンによって異なります（バウンダリマイク、グースネックマイクは約12時間、その他のマイクロフォン・マイクアダプターは約8時間）。


