
必勝

とにかく、どこよりもお安く提供します

国政選挙向け
車載アンプ
スピーカーセット大型

販売

レン
タル

これで勝てる!!これで勝てる!!これで勝てる!!
600wビッグパワーセット

ホーンスピーカー
H-542/200x4

ミキサーアンプ
NX-9500

ミキサー接続コード
LB-710

ワイヤレス・オプション B

スピーカーコード
LS-310ｘ4

防滴形
IPX5

パワーアンプ
NB-3002Dx2

アンプ連結キット
AKN-02

マイク
MD-53ｘ2 5mコード付
ク
53ｘ2 5 ド付

　 セット特価693,000円
（送料込・税込。オプションは含みません）

販売 　 　1箇月 368,500円
（送料別・税込。一部機種が異なる場合があります）

レンタル

マイクロホン延長コード
LM-10 10m

定価 1,159,070円

300w 4スピーカー
ハイパワーセット

ホーンスピーカー
H-542/100x4

ミキサーアンプ
NX-9500ミキサー接続コード

LB-710

ワイヤレス
オプション

B

スピーカーコード
LS-310ｘ4

防滴形
IPX5

パワーアンプ
NB-3002DN

マイク
MD-53ｘ2 5mコード付

セット特価 456,000円
（送料込・税込。オプションは含みません）

販売

1箇月 243,650円
（送料別・税込。一部機種が異なる場合があります）

レンタル

マイクロホン延長コード
LM-10 10m

定価 760，210円

150w 2スピーカー
ミドルパワーセット

ホーンスピーカー
レンタルの場合
販売の場合
※レンタルのH511/80は上図、
販売のH-542は左図・ハイパワーセットの
ホーンスピーカーと同型になります。

H-511/80x2
H-542/100x2

リモートミキサー
NX-R303

ミキサー接続コード
LB-710

ワイヤレス
オプション

K

スピーカーコード
LS-310ｘ2

防滴形
IPX5

パワーアンプ
NB-1502D

マイク
MD-53ｘ2
5mコード付

セット特価 231,000円
（送料込・税込。オプションは含みません）

販売

1箇月 125,400円
（送料別・税込。一部機種が異なる場合があります）

レンタル

マイクロホン延長コード
LM-10 10m

定価 387,750円

ワイヤレス・オプション 車外や多少距離のある場所での演説・スピーチに！

71,940円販 売

1箇月 66,550円～レンタル

ミキサーアンプ
NX-9500に組み込み使用します

ワイヤレスマイク WM-3400
受信ユニット DU-350
（合計２台組込可能）

アンテナ AA-3800Bｘ2本

オプションB

0
防滴形
IPX5

78,540円販 売

既存のシステムに
ライン入力で接続できます

ワイヤレスマイク WM-3400
受信ユニット NDW-301
アンテナ AA-3800Bｘ2本

オプションE
防滴形
IPX5

63,360円販 売

1箇月 57,750円～レンタル

電池駆動の受信機を
ミキサーのライン入力に接続します

ワイヤレスマイク WM-3400
受信ユニット WR-3000
アンテナ AA-3800B

オプションK

定価 119,900円 定価 130,900円 定価105,600円

（送料別・税込） （送料別・税込）

（送料込・税込） （送料込・税込）（送料込・税込）

その他車載アンプ・スピーカーの組み合わせ、レンタル利用日数の調整も承ります。お気軽にご相談下さい。

〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-5-11

TEL 048-854-8888 / FAX 048-854-8787
営業時間 9:00～18:00（水曜定休） 

選挙カーのレンタル・手配
看板制作・取付け・取外し
アンプ・スピーカーの取付け・取外し

首都圏内のお客様には…

バッテリーの販売、充電器レンタル、キャリアーの販売など、ご相談承ります。

首都圏以外のお客様には…

大型レンタルバッテリー（100Ah）
充電器のレンタル
選挙事務所備品レンタル
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《お申し込み・お問い合わせは》

アーバンレント株式会社



お申し込み・ご相談は… アーバンレント株式
会社

〒338-0013
さいたま市中央区
鈴谷4-5-110120-44-88-77
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それでもパワー不足を感じたら…広範囲に拡声できる

気軽に運用のできるコンパクトタイプもあります

ダブルセット

ワイヤレスマイク
WM-3400

防滴スーパー
ワイヤレスメガホン
TWB-300

コンパクトで防滴設計
軽量で電池の
持ち時間も長く安心
TR-215A

※電池は別途お買い求め下さい

軽量で丈夫なABS樹脂ボディ
コンパクトながらハイパワー。
長時間の運用でも疲れない
ショルダーベルト付。
TR-320

スタンド
ST-110

スタンド
ST-110

防滴形
IPX5

防滴形
IPX5

防滴スーパー
ワイヤレスメガホン
TWB-300

１本のマイクで拾った音声を、２台以上の
ワイヤレスメガホンで強力に拡声します。

[販売][レンタル]ともにお取り扱いしております。

防滴形
IPX5

10,775円 （送料別・税込）販売

1箇月 6,215円 （送料別・税込）レンタル

17,732円 （送料込・税込）販売

1箇月 7,755円 （送料別・税込）レンタル

オプションユニット取付部

[TWB-300・TWB-300S]
カバー内部にワイヤレスチューナー1台
を標準装備。
下部にあるスロットにオプションユニット
を1台増設できます。

[TWB-300N]
カバー内部にスロットが2ヶ所あり、オプ
ションユニットを2台まで組み込むことが
できます。

※SDレコーダーは1台のみ組み込み可能です。

電池収納部
単一形乾電池8本を収納します。
ワンタッチロック方式で電池交換
がスムーズにおこなえます。

入力端子部防滴キャップ
本体内部に水などが浸入するのを防ぎます。

DC12V電源入力端子
オプションのLD-300を接続する
ことでカーバッテリー(DC12V)か
ら電源を取ることができます。

収納部(ハンドマイク用)
移動時、及び使用しない時などは
付属のハンドマイクを収納するこ
とができます。

ハンドマイク(付属品)
雨天でも安心して使用可能な防滴
設計(IPX4)です。
写真は専用のマイクハンガーに取
り付けている状態です。

操作部
各操作ボタンを1箇所に集約し、
使いやすさを優先しています。

外部入力/マイク
音量調節つまみ

ワイヤレスマイク
音量調節つまみ

オプション音量調節つまみ
増設したオプションユニット(ワイ
ヤレスマイクまたはSD)の音量
を調節します。

SD操作ボタン

[TWB-300]
ホイッスルボタン
[TWB-300S］
サイレンボタン

外部入力端子
AUX⇔MIC.入力切換スイッチ付き。
マイク入力(MIC.)にすることで最大4本の
マイクを同時使用できます。
・ ワイヤレスマイク×2
・ ハンドマイク(付属品)
・ 有線マイク(外部入力端子)

ワイヤレスアンテナ
ソフトタイプの可倒式アンテナを採用。
移動時も安心の安全設計です。

販売 レン
タル販

ホイッスル音付
300MHz帯ワイヤレス対応

ワイヤレスマイク WM-3400
とのセットで

ワイヤレスマイク WM-3400
+スタンド 　  ST-110
とのセットで

オプションも承ります

TWB-300セットTWB-300セットTWB-300セット
セット特価 79,800円

（送料込・税込）

販売

1箇月 18,590円
（送料別・税込。一部機種が異なる場合があります）

レンタル

セット特価 88,700円
（送料込・税込

販売

1箇月 22,330円
（送料別・税込。一部機種が異なる場合があります）

レンタル

WM-3400
定価 39,600円

特価 24，552円
（税込）

SDレコーダーユニット
SDU-300
定価 33,000円

特価 20,460円
（送料込・税込

ヘッドセットタイプ
WM-3130
定価 50,600円

特価 31,372円
（送料込・税込）

スピーカースタンド
ST-110
定価 14,850円

特価 9,207円
（送料別・税込）

TWB-300TWB-300
定価 定価 93,50093,500円

特価 特価 5858，905905円
（送料込・税別）（送料込・税別）

TWB-300
定価 93,500円

特価 58，905円
（送料込・税別）

<PLL300MHz帯>

（ワイヤレスチューナー内蔵）
通達距離800mMAX

45w 防滴形
IPX5

電源 乾電池（単一形）8個 DC12V

防滴形

防滴形

持ち運び自由自在！ハンドキャリータイプ。
スタンドに取り付けも可能。雨の日も防滴対応で
貴方の選挙活動を徹底サポートします。

大出力大出力 メガホンメガホン大出力 メガホンワイヤレス
防　滴 販 売　 　レンタル

ER-2830WセットER-2830Wセット
ホイッスル音付 800MHz帯ワイヤレス対応

ッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ
ワイヤレス
マイクロホン
WM-1220
定価 47,300円
特価 33,110円（送料込・税込）

ワイヤレス
チューナーユニット
WTU-1720
定価 33,000円
特価 23,100円（送料込・税込）

RoHS
対応品

オプションも充実

ワイヤレスマイクロホン
WM-1320
定価 53,900円
特価 37,730円（送料込・税込）

ヘッドセットマイクロホン
WH-4000A
定価 11，000円
特価 7，700円（送料込・税込）

4点セット特価  101,800円（送料込・税込）販売

3点セット特価   89,800円（送料込・税込）

スタンドを除く
販売

お客様の用途、ご要望をお聞きして
ベストな組み合わせをご提案します。

お気軽に
ご相談下さい

6w 13w

30w

防滴形

ER-2830W
定価 48,400円

特価 33,800円
（送料込・税込）

スピーカースタンド
ST-16A
定価 16,940円
特価 11,858円

（送料込・税込）


