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2019 年 9 月 3 日

報 道 資 料

BGM、アナウンス、複数空間も 1 台で完結。オンキヨーブランドの
施設向けゾーン対応オールインワンミキシングアンプを新発売
業務用音響機器を取り扱うオンキヨーデジタルソリューションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取
締役社長：砂長 潔）は CD/USB/FM の再生機能を内蔵し、再生エリアを選択できるゾーン出力機能に対応
した施設向けオールインワンミキシングアンプ「ICA1240MS」を、2019 年 9 月上旬に発売いたします。

ICA1240MS
商品ページ https://www.onkyo-mc.com/ica1240ms

商品名
オールインワン
ミキシングアンプ

型

番

ICA1240MS

カラー

希望小売価格（税別）

発売予定時期

ブラック

148,000 円

2019 年 9 月上旬

設備用機器のための “Onkyo Installation” のロゴを配した「ICA1240MS」は、CD/USB/FM の再生機能を
内蔵し、さらに外部入力 3 系統とマイク入力 4 系統を装備。BGM を流しつつ、マイクも使用する業態に適し
ています。また、再生エリアを選択できるゾーン出力機能(５ゾーン)に対応しており、個室付きレストラン、
保育園、病院など、複数のエリアを持つ施設に適しています。
スピーカー出力はハイ／ロー両インピーダンスの接続に対応。トータル 240W の大出力ながらも 19 インチ
業務用ラックにラックマウントも可能で、場所を取らずスッキリと設置できます。
ご使用の環境・広さ・目的・業態に合った音源やスピーカーなど、柔軟なシステム設計がこの 1 台で完結で
きる、高機能なオールインワンミキシングアンプです。
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【ICA1240MS の主な特長】
1）充実の 5 ゾーン出力機能と、それらの音をしっかり鳴らす、240W の大出力
特定の部屋にアナウンスを入れたい、使っていないエリアの BGM は切りたい、などいくつかの空間の音を
コントロールしたいときに便利なゾーン出力機能を搭載しています。(ハイインピーダンス接続時のみ)
・５ゾーンのマルチゾーンに対応、フロントパネルからワンタッチで各ゾーンの ON/OFF/ALL 設定が可能
・５ゾーンすべて ON しても、十分に鳴らしきる 240W のハイパワー出力
・10W 設定のハイインピーダンススピーカーなら 24 台まで接続でき、柔軟なシステム構築が可能
２）CD/USB/FM の再生機能を内蔵し、さらに外部入力 3 系統で、多彩な音源に対応
CD プレーヤー、USB、FM チューナーを内蔵しており、これ 1 台だけで BGM 環境を構築できます
・MP3/WMA にも対応した再生(CD/USB)
・1 曲再生や、リピート再生（1 曲、フォルダー、ALL、ランダム）などの豊富な再生モード(CD/USB)
・最大±10 段階で調整可能なピッチコントロール機能(CD/USB)
・最大６局メモリー可能な FM チューナー
・ワイド FM 放送に対応した AM の番組も本機で受信可能
・フロントパネルに搭載された、便利な USB 端子
・電源オン時に前回再生曲の頭から再生開始、店舗・施設で便利な「頭出しリジューム機能」搭載
・さらに 3 系統のライン入力対応で、BGM 配信機器なども接続可能
３）便利な機能を備えた 4 系統のマイク入力
マイク入力は４系統もあり、店舗でのイベント、保育園の運動会、病院の呼び出しなど、マイクを多く使う
シーンでも安心です。
・マイクの音声入力に合わせて他の入力の信号を遮断するマイクダッカー機能搭載（MIC1 入力）
・高音質なコンデンサーマイクも使える、ファンタム電源対応(MIC1 入力)
・フロントパネルにもマイク入力を装備（フォン端子）
・アナウンス時に便利なチャイム機能(チャイム音)を搭載
４）さまざまな空間／用途に対応する、便利な機能
多機能な製品をスマートに設置し、安心してご使用いただくための工夫や
機能を備えています。
・3 系統のライン入力、4 系統のマイク入力、再生音源の音量をすべてコ
ントロール可能なミキシング機能
・19 インチの業務用ラックに収納可能。ラックマウント用金具を付属
（高さ 2U）
・ハイ/ローインピーダンス接続対応 (100V / 70V / 8Ω / 4Ω)で、柔
ラックマウント用金具（付属）
軟なスピーカー選択が可能
・出力レベルやピーク、プロテクトを視覚的に表示するフロントパネルレベルインジケーター
・3 バンド EQ 搭載によりマイクの使用位置やスピーカー品種、業態に適した音空間設計が可能
・プリアウト・メインイン端子対応で、プロジェクトの規模に応じて自在なシステム拡張が可能
・フロントパネルにマイク入力とライン入力を装備し、急な要望にも対応可能

ICA1240MS リアパネル
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【主な仕様】
オーディオ性能
定格出力
周波数特性（-3dB）
S/N 比
トーンコントロール
入力
端子形状
入力感度
ファンタム電源対応
マイクダッカー機能
出力
端子形状
インピーダンス/出力電圧
ゾーン出力機能
内蔵ソース機器
CD
再生ファイル
USB サンプリング周波数
ビットレート
最大再生可能ファイル数
ピッチコントロール
FM
受信範囲
メモリー数
アンテナ端子
その他 仕様
使用温度範囲
電源
消費電力
寸法
本体質量
付属品
JAN コード

*
*
*
*

モノラル 240W @ THD1%
100Hz ~15 kHz (LINE 1, 2, 3) , 120Hz ~10 kHz (MIC 1, 2, 3, 4) ,
100Hz ~18 kHz (MAIN)
60 dB 以上 (LINE 1, 2, 3) , 50 dB 以上 (MIC 1, 2, 3, 4) , 80 dB 以上 (MAIN)
BASS(100Hz) ±12dB , MID(1kHz) ±15dB , TREBLE(10kHz) ±12dB
MIC 1
MIC 2
MIC 3, 4
LINE 1
LINE 2, 3 MAIN IN
フォン
RCA
フォン
XLR (フロント:フォン)
XLR
フォン
(モノラル) (ステレオ) (モノラル)
1V:アン
-50dBV:バランス
-10dBV:アンバランス
バランス
○ (15V)
--○
← MIC 1 のダッカー機能は、他のすべての入力に対して有効
Lo-Z (4Ω)
Lo-Z (8Ω)
Hi-Z 1～5
PRE OUT
ネジ式端子台
フォン (モノラル)
41.6Ω / 100V (70V
4Ω / 31V
8Ω / 43.8V
600Ω / 800mV
系も選択可)
--5 （独立 ON/OFF）
--MP3 / WMA
8k - 48kHz
64k - 320kbps
499
±10 段階(計 21 ステップ) 再生スピード・音程を最大±15% 可変
76 - 108MHz ワイド FM(AM 補完放送)対応
6局
75Ω PAL 型 (アンテナ線同梱)
0 ～ 40 ℃ （結露無きこと）
AC 100V (50/60 Hz)
74W (1/8 POWER, CD 再生)
440(W) X 88(H) X 326(D) mm (19 インチラック 2U サイズ)
8.4 Kg
ラックマウント用金具、電源コード、FM アンテナ線、取扱説明書
4573488680041

「オンキヨー」、
「ONKYO」、ONKYO ロゴは、オンキヨー株式会社の登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。
記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。
仕様・イメージ図および外観は予告なく変更することがあります。

※この商品に関するお問い合わせ先※
・報道関係の方：オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社
営業本部 営業推進部 営業推進課
ホームページ

：

山内・岩本

TEL 03-6284-1380

https://www.onkyo-mc.com

・お客様：オンキヨー オーディオコールセンター
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電話番号：

050-3161-9555

受付時間：

10：00～18：00

（土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます）

