駅用放送装置 ＳＲＫ-３０６Di の特長
● 駅業務放送に必要な機能が集約されており、１台で全ての駅放送に対応できます

● 明瞭で聞き取りやすい MP3 方式にて、行先、種別、編成数などの詳細な案内をする詳細自動放送を
内蔵可能（オプション）
● ３２２MHz 帯ワイヤレス受信機（タムラ製作所製）を４台内蔵、外部接続で２台まで追加可能
● ４線式のリモートマイクを４台まで接続し、本体から離れた詰所や信号所などからも放送可能
● 独立した６系統３０W パワーアンプ内蔵、他にモニタ用、駅舎内放送用に２系統のパワーアンプを内蔵
● 放送優先順位を設定可能（工場出荷時設定）
● 標準で誘雷、地絡対策として入出力にサージ保護回路を内蔵
● 拡張ユニットにより、以下の機能が追加可能
・司令所等の遠隔放送装置から各駅一斉、任意の複数駅、個別に放送
・各種自動放送（啓蒙、案内）、発車メロディなど

駅用放送装置 ＳＲＫ-３０３Ⅱの特長
● 駅業務放送に必要な機能が集約されており、１台で全ての駅放送に対応できます

● 明瞭で聞き取りやすい MP3 方式にて、行先、種別、編成数などの詳細な案内をする詳細自動放送を
内蔵可能（オプション）
● ３２２MHz 帯ワイヤレス受信機（タムラ製作所製）を４台内蔵可（標準２系統）
● ４線式のリモートマイクを２台まで接続し、本体から離れた詰所や信号所などからも放送可能
● 独立した３系統 30W パワーアンプ内蔵、他にモニタ用、駅舎内放送用に２系統のパワーアンプを内蔵
● 放送優先順位を設定可能（工場出荷時設定）
● 標準で誘雷、地絡対策として入出力にサージ保護回路を内蔵
● 前面パネル動作表示部として LED 型（点灯・点滅表示）と LCD 型（文字表示）を選択可能（※上写真は LCD 型）
● 拡張ユニットにより、以下の機能が追加可能
・司令所等の遠隔放送装置から各駅一斉、任意の複数駅、個別に放送
・各種自動放送（啓蒙、案内）、発車メロディなど

仕 様
型

名

SRK-303Ⅱ-LED

SRK-303Ⅱ-LCD

SRK-306Di

・基本仕様
電

源

消費電力
重

最大約 400W

最大約 700W

約 15kg

約 21kg

160 (H) x 430 (W) x 300 (D) mm

160 (H) x 430 (W) x 310 (D) mm

日塗工 DN-77 半艶 近似色

ﾏﾝｾﾙ 6Y 8.0/0.9 半艶 近似色

マイク

-55dBm 600Ω 平衡 標準ジャック １系統

-55dBm 600Ω 不平衡 標準ｼﾞｬｯｸ １系統

外 部

-30dBm 600Ω 平衡 標準ジャック ４系統

-20dBm 600Ω 不平衡 標準ｼﾞｬｯｸ 2 系統

量

寸法（突起部含まず）
仕

AC100V 50/60 Hz

上

・入出力

音声入力

ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ

0dBm 600Ω 平衡 6P ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 2 系統

0dBm 600Ω 平衡 6P ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 4 系統

ﾜｲﾚｽﾏｲｸ

-20dBm 600Ω 平衡 ３系統

-20dBm 600Ω 平衡

６系統

自動放送

0dBm 600Ω 平衡 ３系統

0dBm 600Ω 平衡

６系統

スピーカ

30W 163Ω（70V ライン）３ch

30W 163Ω（70V ライン）６ch

内蔵モニタ

0.5W 8Ω

駅舎モニタ

5W 1kΩ（70V ライン）

音声出力
外部出力

-20dBm 2kΩ ３系統

マイク

-20dBm 2kΩ ６系統
本体スイッチ（個別選択、一斉選択）

ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ

2W 全二重 600BPS ２系統３ch 選択

2W 全二重 600BPS ４系統６ch

ﾜｲﾚｽﾏｲｸ

無電圧メイク接点３ch

無電圧メイク接点６ch

外部入力

無電圧メイク接点３ch 選択、ch１専用、ch２専用 無電圧メイク接点６ch

夜間音量設定

本体ｽｲｯﾁ(夜間音量設定時約 6dB 低下,-6dB～無音設定可)

本体ｽｲｯﾁ（夜間音量設定時約 6dB 低下）

島ﾎｰﾑ設定

本体内部スイッチ（ch1,ch2 ミキシング放送）

-

外部出力

オープンコレクタ（DC30V 0.1A ４ch）

-

ﾜｲﾔﾚｽ信号

無電圧メイク接点（DC30V 50mA ４ch）

無電圧ﾒｲｸ接点（DC30V 0.5A 5ch）

汎用制御

オープンコレクタ（DC30V 0.1A ４ch）

ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ（DC30V 0.1A ８ch）

制御入力

制御出力

動作表示

LED 表示

白黒 LCD 表示（40 文字 x ４段）

・自動放送
記録方式、自動放送種類

MP3 方式詳細自動放送、他各種自動放送（オプション）

・ワイヤレス受信機
内蔵対応受信機
本体内蔵可能台数

タムラ製作所 WRU シリーズ
４台（標準２系統）

４台（外部接続で２台まで追加可

・サージ保護回路
電源回路

AC125V 9kA アレスタ 350V 5W 双方向 SP ダイオード

スピーカ回路

DC350V 10kA アレスタ 350V 3W 双方向 SP ダイオード

駅舎モニター回路

DC350V 10kA アレスタ 350V 3W 双方向 SP ダイオード

制御入力回路

DC75V 2.5kA アレスタ 27V 1W 双方向 SP ダイオード

リモートマイク回路

DC75V 2.5kA アレスタ 47V 1W 双方向 SP ダイオード

ワイヤレスマイク回路

DC75V 2.5kA アレスタ 16V 1W 双方向 SP ダイオードﾞ

・オプション
内蔵可能オプション

各種自動放送、遠隔放送対応ユニット

オプション一覧
型

名

SRK-303Ⅱ

SRK-306Di

機 能

短文自動放送
SAＡ-66Ｐ5Ｘ

○

○

簡易自動放送機能を追加、ＡＤＰＣＭ音声記録方式採用、
２ch 同時放送、各文最長３２秒

簡易型自動放送
SAＡ-MP3CF-2U2

○

○

起動信号による簡易自動放送対応、MP3 音声記録方式採用、
2ch 同時放送、遠隔放送放送からの放送に対応

詳細型自動放送
SAＡ-MP3CF-3U

○

○

簡易自動放送機能を追加、MP3 音声記録方式採用、
2ch + 啓蒙用 1ch 同時放送、遠隔放送放送からの放送に対応

詳細型自動放送
SAＡ-MP3CF-4U2

○

○

詳細型自動放送
SAＡ-MP3CF-5U

○

○

○

○

４ch 外部音声入力

○

○

４ch 発車ベル、遠隔放送アンサー機能

SM303Ⅱ-3C-4W

○

-

4W モジュラーケーブル接続により、本体から離れた場所
に設置可能

SM306-7C-4W-S

-

○

○

○

・内蔵自動放送

上位運行管理装置のデータによる詳細自動放送対応、MP3
音声記録方式採用、
４ch 同時放送、遠隔放送放送からの放送に対応
上位運行管理装置のデータによる詳細自動放送対応、MP3
音声記録方式採用、
４ch + 啓蒙用 1ch 同時放送、遠隔放送放送からの放送に対応

・その他内蔵オプション
外部入力拡張
SＲＫ306-ＡＵＸ
遠隔放送拡張
SＲＫ306-ＥＭＴＱ
・リモートマイク

・遠隔放送装置（親機）
SRM-CONT

各駅放送装置を個別に選択(複数、一斉対応)放送可能

○：対応、-：未対応

【本カタログのご使用につきましては、次の点にご留意願います】
●本カタログに記載されている製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
●製品の色は印刷のため実際の色と異なります。
●本カタログの一部、または全部を弊社に無断で転載、または複製など他の目的に使用することはお断りいたします。
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