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告知放送の放送種別

6006MAT1002

通常一斉放送

グループ放送

消防団出動のお知らせ

運動会のお知らせ

火災や地震など
の情報

緊急放送 最大音量で放送します

通常放送 通常音量で放送します

※オプションマイク装置のみ
の機能です。

緊急一斉放送

火災や地震などの災害
時に全ての受信機に対
して最大音量で最優先
の放送を行います。

地域のお知らせや教育
機関・公共施設からの
伝達などの情報を全て
の受信機に対して通常
音量で放送します。

委員会のお知らせなど、
設定したグループの受
信機にのみ放送を行う
ことができます。



告知端末 T V

6006MAT1003

音声告知放送システムイメージ図
 告知放送システムは、マイク装置やテレビで使う同軸ケーブルを利用して行います。

告知端末 T V

混合器 CATV
共聴アンテナ等

同軸ケーブル 同軸ケーブル

同軸ケーブル

放送

放送 放送

センター装置

各ご家庭

マンション
管理室

接点

接点

接点

連携

非常警報装置

非常警報設備

アラーム/音声
再生装置

緊急地震速報装置



6006MAT1004

センター設備の主な機能
 管理人室などに設置する設備です。

＜受信機管理＞
告知端末機器をセンターで管理する機能です。
センターより受信機のグループ設定、変更が行えるため、
受信機側の変更作業は不要です。

＜グループ管理＞
放送するグループを管理する機能です。
画面上の簡単な操作でグループの登録、変更が行えます。

＜放送履歴確認＞
過去に放送された内容を確認する機能です。
メニューの放送履歴をクリックし確認します。
確認項目は、内容日時、放送種別、放送先等です。
画面上で確認できるほか実際に放送された音声でも確認
できます。

【履歴表示】
過去の年月を指定して表示できます。

【試聴】
確認したい放送履歴表を選択し試聴ボタンを
押すと放送された音声を聞くことができます。

＜外部連携＞
緊急地震速報などの既設のシステムと連携も可能です。



受信機 MDA６ （シンプルタイプ）

5

 有線接続 告知機能特化型

6006MAT100

 ロッドアンテナなし
 AC/DCアダプタ、バッテリー(単三乾

電池×４)付属
 受信設定数

告知放送のみ
 最大24グループまで所属可能

照明 ON/OFF スイッチ

※上記画像はイメージです。
※シートは変更可能です。

照明ランプ



受信機 MDF5R （シングルタイプ）

6006MAT1006

 有線接続 告知機能のみ、録音機能標準搭載（壁掛けタイプ）

 ロッドアンテナなし
 AC/DCアダプタ、バッテリー(単三乾

電池×４)付属
 受信設定数

告知放送のみ
 録音機能付き(最大15分)
 最大24グループまで所属可能※上記画像はイメージです。

録音再生ボタン

切ボタン



受信機 MDF5X （ダブルタイプ）

6006MAT1007

 有線接続 一般ラジオ受信可能、録音機能標準搭載（壁掛けタイプ）

 ロッドアンテナなし
 AC/DCアダプタ、バッテリー(単三乾

電池×４)付属
 受信設定数

FM再送信３ch＋告知放送
 録音機能付き(最大15分)
 最大24グループまで所属可能※上記画像はイメージです。

録音再生ボタン

FMラジオボタン

切ボタン



受信機 MFX3W （ダブルタイプ）

6006MAT1008

 有線接続 FMラジオ最大６ch受信

電源 ON/OFF スイッチ

 ロッドアンテナつき
 AC/DCアダプタ、バッテリー(単三乾電

池×４)付属
 受信設定数

FM再送信最大６ch＋告知放送
 最大24グループまで所属可能

照明 ON/OFF スイッチ照明ランプ

※シートは変更可能です。
※上記画像ははめ込み画像によるイメージです。



受信機 MFX3A （マルチタイプ）

6006MAT1009

 有線接続 FM/AMラジオともに最大６ch受信可能

電源 ON/OFF スイッチ

 ロッドアンテナつき
 AC/DCアダプタ、バッテリー(単三乾電

池×４)付属
 受信設定数

FM再送信最大６ch＋告知放送
AM最大６ch

 最大24グループまで所属可能

照明 ON/OFF スイッチ照明ランプ

※シートは変更可能です。
※上記画像ははめ込み画像によるイメージです。



MFX3シリーズ オプション機能（録音再生）

6006MAT10010

 MFX3シリーズはオプション機能として録音再生あり、本体内蔵ロムに放送を録音可能

録音再生ボタン

※シートは変更可能です。
※上記画像はMFX3Aタイプの画像です。

 MFX3シリーズオプション機能
 録音時間最大15分

(7分×２件、3分×5件などトラック割可能)
 型式は末尾にRが付きます。

MFX3WR・・・ダブルタイプ録音付き
MFX3AR・・・マルチタイプ録音付き



機能比較表

6006MAT10011

MDA6 MDF5R MDF5X MFX3W MFX3A

ラジオ受信(最大) 告知放送のみ 告知放送のみ
告知放送

FM再送信3ch
告知放送

FM再送信6ch

告知放送
FM再送信6ch
AM 6ch

最大所属グループ 24 24 24 24 24

受信周波数 FM 70.0MHz～89.9MHz 70.0MHz～89.9MHz 70.0MHz～89.9MHz 76.0MHz～89.9MHz 76.0MHz～89.9MHz

受信周波数 AM 531kHz～1602kHz 531kHz～1602kHz

持ち出し(※) 不可 不可 不可 ※オプション機能 ※オプション機能

録音機能 不可 標準搭載 標準搭載 ※オプション機能 ※オプション機能

録音時間
最大15分

トラック割自由
最大15分

トラック割自由

※オプション機能追加時

最大15分
トラック割自由

※オプション機能追加時

最大15分
トラック割自由

※持ち出し・・・避難時などに受信機を同軸ケーブルから外し、屋外へ持ち出すことです。



告知放送の受信について

6006MAT10012

どのシリーズの受信機でも告知放送の受信に操作はいりません

告知放送の信号を受信すると自動で起動し、放送終了後に自動で待機状態に戻ります。

MDF5 MFX3MDA6



標準マイク装置

6006MAT10013

 緊急一斉放送、通常一斉放送のみ

緊急一斉放送ボタン

通常一斉放送ボタン

放送 開始/終了ボタン



オプションマイク装置

6006MAT10014

 緊急一斉放送、通常一斉放送、グループ放送が可能

グループボタン

機能ボタン

放送起動ボタン

放送 開始/終了ボタン

 最大２４グループまで設定可能
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