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見るためには何が必要？

マルチシリーズ マルチシリーズ マルチシリーズ マルチシリーズ
マルチシリーズ

マルチシリーズ

新4K8K衛星放送を視聴するためには、「4K8Kテレビ」または、「4K8K対応テレビ＋4K8K対応チューナー」
と放送波を受信するための「受信設備（2Ｋ・4Ｋ・8Ｋ対応ＢＳアンテナなど）」が必要です。新4K8K衛星放送の
すべてを受信するためにはDXアンテナの2K4K8Kマルチシリーズ受信機器をご使用ください。

M u l t i  S e r i e s

ＤＸアンテナはお客様と共に将来を見つめ
より安心してお使いいただける製品作りを目指しています。

 　　　　　 マルチシリーズ製品は
2K放送はもちろん、新4K8K衛星放送

どちらの放送も見ることができる製品です。

M u l t i  S e r i e s

いままでも、これからも
　新しい 感 動を、きっと。

「新4K8K衛星放送」の魅力！

従来の映像 新4Ｋ8Ｋ衛星放送

情報量の増加による色域の拡大情報量の増加
色 彩 扱える情報量が増えるため、従来のフルハイビジョンでは

表現できなかった色域が表現できるようになり、より精密
でリアルな映像がお楽しみいただけます。

HDR（ハイダイナミックレンジ）対応HDR
明 暗 本来映像が持っている明るさやコントラストを表

現する技術で、より映像の鮮やかさが格段に良くな
り、肉眼で見る感覚に近い感動的な映像をお楽し
みいただけます。

迫力あるサラウンド迫力あるサラウンド
音 声 新4K8K衛星放送では映像臨場感を味わえる音声

表現を実現しました。特に8K放送には22.2マルチ
チャンネルが採用され、まるでその場にいるかのよ
うな迫力をお楽しみいただけます。

画素数
2K2K2K

画素数

4K4K4K

8K8K8K

格段に美しい高解像度の映像
新4K8K衛星放送の映像は、2K（フルハイビジョン）放
送よりも解像度が高いため、大画面を近くで見ても、
キレイでよりリアルな映像を楽しめるようになります。

格段に美しい高解像度の映像
新4K8K衛星放送
送よりも解像度が高いため、大画面を近くで見ても、
キレイでよりリアルな映像を楽しめるようになります。

映 像

2018年12月1日より

新4K8K衛星放送
放送スタート！

新4K8K衛星放送
放送スタート！

スーパー
ハイビジョン

フル
ハイビジョン

スーパー
ハイビジョン

テレビの
実用サイズ

85
インチ

テレビの
実用サイズ

50
インチ

テレビの
実用サイズ

32
インチ

▶

画素数が大きくなると映像が緻密になります。

BS・110度CS衛星による新4K8K衛星放送を受信するためには「3224MHz」の大変高い周波数を必要とし
ます。従来の受信機器では対応しきれないため、新たに新4K8K衛星放送に対応した、3224MHz対応機器が
必要になります。

これまでの受信機器は使えるの？
これまでの受信機器ではBS右旋で放送される4K放送のみ受信可能です。
全てのサービスを受信するためには、3224MHz対応機器が必要になります。

同軸伝送の減衰量変化
同軸伝送は、左図のように周波数が高くな
ればなるほど機器や同軸ケーブルの減衰
量が大きくなる特性を持っています。

4K8Kテレビ 4K8K対応テレビ

4K8K対応チューナー
4K8Kチューナー
内蔵テレビ

BS右旋
（衛星放送）

110°CS右旋
（衛星放送）

BS左旋
（衛星放送）

110°CS左旋
（衛星放送）

UHF
（地上波放送）新４K８K衛星放送チャンネル

現在のBSアンテナで視聴可能

2K・4K・8K全放送対応BSアンテナで視聴可能

BS朝日 4K
BSテレ東 4K
BS日テレ 4K
NHK BS 4K
BS-TBS 4K
BSフジ 4K

チャンネル名
BS-7
BS-7
BS-7
BS-17
BS-17
BS-17

トランスポンダ
ショップチャンネル 4K

4K QVC
ザ・シネマ 4K（有料）

WOWOW（有料）★

NHK BS 8K

チャンネル名
J SPORTS 1(4K)（有料）

J SPORTS 2(4K)（有料）

J SPORTS 3(4K)（有料）

J SPORTS 4(4K)（有料）

スターチャンネル 4K（有料）

スカチャン1 4K（有料）

スカチャン2 4K（有料）

日本映画＋時代劇 4K（有料）

チャンネル名

★2020年12月1日放送開始予定

BS-8
BS-8
BS-8
BS-12
BS-14

トランスポンダ
ND9
ND9
ND11
ND11
ND19
ND19
ND21
ND23

トランスポンダ
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新4K8K衛星放送対応
BS・110度CSアンテナ

新4K8K衛星放送従来の衛星放送

T4975584305956 T4975584309022

T4975584305949 T4975584305963

BS・110度CSアンテナ×1、F-5接栓×1、防水
キャップ×1、ケーブル固定バンド×1付属

BS・110度CSアンテナ×1、クイックマ
ニュアル×1、F-5接栓×1、防水キャップ×
1、ケーブル固定バンド×1付属

BS・110度CSアンテナ×1、クイックマ
ニュアル×1、六角スパナ×1、ステップル×
5、取付金具×1、接栓付同軸ケーブル
（15m・防水キャップ付）×1、ケーブル固
定バンド×2付属

BS・110度CSアンテナ×1、レベルインジケーター×1、
クイックマニュアル×1、ビニルテープ×1、六角スパナ×
1、ステップル×5、取付金具×1、接栓付同軸ケーブル
（15m）×1、防水キャップ付同軸ケーブル（1m）×1、
ケーブル固定バンド×2、自己融着テープ×1付属

P.14

ケーブル付分配器

P.17

フラットケーブル

ブースター

ブースター
〈電源部〉

BS・110度CS
アンテナ

ステーワイヤー

P.27

2K・4K・8K放送を個別受信する場合

ケーブル付分波器
MBUMWS（B）

ターンバックル

P.27

インシュレーター

P.26
P.27

ステーアンカー
（支線止め）

分配器

4K8Kテレビ

4K8Kテレビ

4K8Kテレビ

UHFアンテナ

P.9

アンテナマスト

P.27

アンテナ

ブースター

分配器

〈増幅部〉

混合器

P.13

ステー金具

P.26

直列ユニット
（テレビ端子）

アンテナケーブル
（加工済み）

P.16

P.5

P.15

ケーブル付分波器

P.5

P.12～P.13

P.14～P.15

P.19～P.23

P.11

屋根馬

新4K8K衛星放送を含むすべての放送に対応した受信設備例

BS・110度CSアンテナBS・110度CSアンテナ 2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

悪天候にも強い

安心の50形

1サイズUPで安心！

強い雨でも映像が乱れにくく、
衛星放送を安心してお楽しみ
いただけます。

便利なインジケーター付便利なインジケーター付

45形 BS・110度CSアンテナセット

45形BS・110度CSアンテナ 50形BS・110度CSアンテナ

アンテナ設置時、
LEDで通電や
方向調整の判定
をお知らせ！

F形
出力端子

型番 BC453SCK
希望小売価格　オープン価格
ケース外寸=高さ164×幅515×奥行567mm
質量4.3kg

F形
出力端子

型番 BC453S
希望小売価格　オープン価格
ケース外寸=高さ164×幅515×奥行567mm
質量2.4kg

F形
出力端子

型番 BC503S
希望小売価格　オープン価格
ケース外寸=高さ173×幅555×奥行635mm
質量2.7kg
※取付金具は付属しておりません

F形
出力端子

型番 BC453SK
希望小売価格　オープン価格
ケース外寸=高さ164×幅515×奥行567mm
質量4.2kg

この1台で受信！
各種設定方法がわかる

4K8Kテレビ

※ 4K8K対応テレビには、4K8K対応チューナーが必要です。
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UHF平面アンテナ20素子相当
（ブースター内蔵水平偏波専用）

UHF平面アンテナ26素子相当
（ブースター内蔵水平偏波専用）

UHF平面アンテナ20素子相当（水平偏波専用）

UHF平面アンテナ26素子相当（水平偏波専用）

UHF平面アンテナ20素子相当（垂直偏波専用）

UHFアンテナUHFアンテナ 新4K8K衛星放送(3224MHz)を受信するには新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナが必要です。
※UHFアンテナは新4K8K衛星放送は受信できません。

■オフホワイト ■ブラックブラウン

■オフホワイト

型番 UAH201(W) 
希望小売価格 オープン価格

■ライトブラウン

型番 UAH201(L) 
希望小売価格 オープン価格

■ブラックブラウン

型番 UAH201(C) 
希望小売価格 オープン価格

■ブラック

型番 UAH201(B) 
希望小売価格 オープン価格

型番 UAH261(W) 
希望小売価格 オープン価格

T4975584307479

型番 UAH261(C) 
希望小売価格 オープン価格

T4975584307493

T4975584308063

電源挿入器（PI20）×1、ACアダプター（PAD30/コード長約
1.8m）×1、取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト
（M6×60mm）×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1
ケース外寸=高さ708×幅236×奥行115㎜　質量3.1kg

新4K8K衛星放送対応
BS・110度CSアンテナ
からの信号が混合でき
ます

取付金具×1、マスト押え
金具×1、六角組ボルト
（M6×60mm）×2、スパ
ナ×1、防水キャップ×1、
F-5接栓×1
ケース外寸=高さ708×
幅236×奥行115㎜
質量3.0kg

F形
出力端子

入・出力端子
F形

型番 UAH201B(W) 
希望小売価格 オープン価格

T4975584307561

型番 UAH201B(C) 
希望小売価格 オープン価格

T4975584307578 T4975584307592T4975584307585

デ ジ キ ャ ッ チ シ リ ー ズ
強・中電界用

■オフホワイト ■ブラックブラウン ■ブラック

型番 UAH261(B) 
希望小売価格 オープン価格

取付金具×1、マスト押え
金具×1、六角組ボルト
（M6×60mm）×2、スパ
ナ×1、防水キャップ×1、
F-5接栓×1
ケース外寸=高さ745×
幅268×奥行118㎜
質量3.4kg

F形
出力端子

デ ジ キ ャ ッ チ シ リ ー ズ
中・弱電界用

T4975584308056 T4975584308032 T4975584308025 T4975584308087

T4975584307615

型番 UAH201V
希望小売価格 オープン価格

型番 UAH201V(B) 
希望小売価格 オープン価格

■オフホワイト ■ブラックブラウン

電源挿入器（PI20）×1、ACアダプター（PAD30/コード長約
1.8m）×1、取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト
（M6×60mm）×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1
ケース外寸=高さ745×幅268×奥行118㎜　質量3.5kg

新4K8K衛星放送対応
BS・110度CSアンテナ
からの信号が混合でき
ます

入・出力端子
F形

型番 UAH261B(W) 
希望小売価格 オープン価格

型番 UAH261B(C) 
希望小売価格 オープン価格

■オフホワイト ■ブラック

取付金具×1、マスト押え
金具×1、六角組ボルト
（M6×60mm）×2、ス
パナ×1、防水キャップ×
1、F-5接栓×1
ケース外寸=高さ745×
幅268×奥行118㎜
質量3.0kg

F形
出力端子

強・中電界用

T4975584307608

デジキャッチシリーズ
ブ ー ス タ ー 内 蔵

中・弱電界用

デジキャッチシリーズ
ブ ー ス タ ー 内 蔵

中・弱電界用

日本の家を美しく、アンテナは平面に。

業界トップクラスの

高利得
業界トップクラスの業界トップクラスの業界トップクラスの業界トップクラスの業界トップクラスの業界トップクラスの業界トップクラスの業界トップクラスの業界トップクラスの業界トップクラスの

高利高利高利得得
小さいのに安心の高性能

20素子相当
八木式アンテナ

20相当
26素子相当
八木式アンテナ

ラインアップ 20素子相当 26素子相当

カラー

UHF平面アンテナ

UHF平面アンテナ
（ブースター内蔵）

オフホワイト

UAH201（W）

UAH201B（W）

ブラック オフホワイト

UAH261（W）

UAH261B（W）

ブラックブラウン

UAH261（C）

UAH261B（C）

ブラック

UAH261（B）

―

オフホワイト

垂直偏波専用 垂直偏波専用

UAH201V

―

ブラック

UAH201V（B）

―

252㎜

62
6㎜

220㎜

59
0㎜

ベランダマスト 自営柱

太陽光発電システムや
片流れ屋根で屋根馬が
設置できない住宅にも最適

背面にブースターなどの取付構造を採用

業界初!!

新構造採用
業界業界初!初!初! !!

新構造採用新構造採用新構造採用新構造採用新構造採用新構造採用新構造採用
特許出願中

小型・最軽量・カンタン取付構造

業界最軽量で

省施工
業界最軽量で業界最軽量で業界最軽量で業界最軽量で業界最軽量で業界最軽量で業界最軽量で

省施省施省施工
特許出願中

近年の集中豪雨や
強風などに合わせ
耐久性を強化しました。

近年の異常気象に対応

ブラックブラウン

UAH201（C）

UAH201B（C）

ライトブラウン

UAH201（L）

―

UAH201（B）

―

住
宅
の
外
観
に

合
わ
せ
て
選
べ
る

カ
ラ
ー
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

252㎜

62
6㎜

40 50耐風速

m/s m/s

本製品は背面にブースターなどが
取付可能ですので、スッキリきれ
いな設置ができます。
従来のようにブースターなどが露出
してしまい住宅の外観を損ねる
ことはありません。

露出しないので外観もキレイ
従来の取付け例 本製品
平面アンテナ

ブースター

※当社指定取付可能機器
　ブースター：GCU433D1、BU433D1、GCU433D1S、GC35S
　混合器：MBUC2S、MBUC2S（B）
　分配器：2DCS、2DLCS、2DCS（B)、2DLCS（B）
※2017年2月現在（弊社調べ）

ブースター※または
分配器などを取付できて
見た目スッキリ

UHFアンテナUHFアンテナUHFアンテナ

日本の家を美しく、アンテナは平面に。日本の家を美しく、アンテナは平面に。日本の家を美しく、アンテナは平面に。日本の家を美しく、アンテナは平面に。日本の家を美しく、アンテナは平面に。日本の家を美しく、アンテナは平面に。

6



UHF平面アンテナ20素子相当
（ブースター内蔵水平偏波専用）

UHF平面アンテナ26素子相当
（ブースター内蔵水平偏波専用）

UHF平面アンテナ20素子相当（水平偏波専用）

UHF平面アンテナ26素子相当（水平偏波専用）

UHF平面アンテナ20素子相当（垂直偏波専用）

UHFアンテナUHFアンテナ 新4K8K衛星放送(3224MHz)を受信するには新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナが必要です。
※UHFアンテナは新4K8K衛星放送は受信できません。

■オフホワイト ■ブラックブラウン

■オフホワイト

型番 UAH201(W) 
希望小売価格 オープン価格

■ライトブラウン

型番 UAH201(L) 
希望小売価格 オープン価格

■ブラックブラウン

型番 UAH201(C) 
希望小売価格 オープン価格

■ブラック

型番 UAH201(B) 
希望小売価格 オープン価格

型番 UAH261(W) 
希望小売価格 オープン価格

T4975584307479

型番 UAH261(C) 
希望小売価格 オープン価格

T4975584307493

T4975584308063

電源挿入器（PI20）×1、ACアダプター（PAD30/コード長約
1.8m）×1、取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト
（M6×60mm）×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1
ケース外寸=高さ708×幅236×奥行115㎜　質量3.1kg

新4K8K衛星放送対応
BS・110度CSアンテナ
からの信号が混合でき
ます

取付金具×1、マスト押え
金具×1、六角組ボルト
（M6×60mm）×2、スパ
ナ×1、防水キャップ×1、
F-5接栓×1
ケース外寸=高さ708×
幅236×奥行115㎜
質量3.0kg

F形
出力端子

入・出力端子
F形

型番 UAH201B(W) 
希望小売価格 オープン価格

T4975584307561

型番 UAH201B(C) 
希望小売価格 オープン価格

T4975584307578 T4975584307592T4975584307585

デ ジ キ ャ ッ チ シ リ ー ズ
強・中電界用

■オフホワイト ■ブラックブラウン ■ブラック

型番 UAH261(B) 
希望小売価格 オープン価格

取付金具×1、マスト押え
金具×1、六角組ボルト
（M6×60mm）×2、スパ
ナ×1、防水キャップ×1、
F-5接栓×1
ケース外寸=高さ745×
幅268×奥行118㎜
質量3.4kg

F形
出力端子

デ ジ キ ャ ッ チ シ リ ー ズ
中・弱電界用

T4975584308056 T4975584308032 T4975584308025 T4975584308087

T4975584307615

型番 UAH201V
希望小売価格 オープン価格

型番 UAH201V(B) 
希望小売価格 オープン価格

■オフホワイト ■ブラックブラウン

電源挿入器（PI20）×1、ACアダプター（PAD30/コード長約
1.8m）×1、取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト
（M6×60mm）×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1
ケース外寸=高さ745×幅268×奥行118㎜　質量3.5kg

新4K8K衛星放送対応
BS・110度CSアンテナ
からの信号が混合でき
ます

入・出力端子
F形

型番 UAH261B(W) 
希望小売価格 オープン価格

型番 UAH261B(C) 
希望小売価格 オープン価格

■オフホワイト ■ブラック

取付金具×1、マスト押え
金具×1、六角組ボルト
（M6×60mm）×2、ス
パナ×1、防水キャップ×
1、F-5接栓×1
ケース外寸=高さ745×
幅268×奥行118㎜
質量3.0kg

F形
出力端子

強・中電界用

T4975584307608

デジキャッチシリーズ
ブ ー ス タ ー 内 蔵

中・弱電界用

デジキャッチシリーズ
ブ ー ス タ ー 内 蔵

中・弱電界用

日本の家を美しく、アンテナは平面に。

業界トップクラスの

高利得
小さいのに安心の高性能

20素子相当
八木式アンテナ

26素子相当
八木式アンテナ

ラインアップ 20素子相当 26素子相当

カラー

UHF平面アンテナ

UHF平面アンテナ
（ブースター内蔵）

オフホワイト

UAH201（W）

UAH201B（W）

ブラック オフホワイト

UAH261（W）

UAH261B（W）

ブラックブラウン

UAH261（C）

UAH261B（C）

ブラック

UAH261（B）

―

オフホワイト

垂直偏波専用 垂直偏波専用

UAH201V

―

ブラック

UAH201V（B）

―

252㎜

62
6㎜

220㎜

59
0㎜

ベランダマスト 自営柱

太陽光発電システムや
片流れ屋根で屋根馬が
設置できない住宅にも最適

背面にブースターなどの取付構造を採用

業界初!!

新構造採用
特許出願中

小型・最軽量・カンタン取付構造

業界最軽量で

省施工
特許出願中

近年の集中豪雨や
強風などに合わせ
耐久性を強化しました。

近年の異常気象に対応

ブラックブラウン

UAH201（C）

UAH201B（C）

ライトブラウン

UAH201（L）

―

UAH201（B）

―

住
宅
の
外
観
に

合
わ
せ
て
選
べ
る

カ
ラ
ー
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

252㎜

62
6㎜

40 50耐風速

m/s m/s

本製品は背面にブースターなどが
取付可能ですので、スッキリきれ
いな設置ができます。
従来のようにブースターなどが露出
してしまい住宅の外観を損ねる
ことはありません。

露出しないので外観もキレイ
従来の取付け例 本製品
平面アンテナ

ブースター

※当社指定取付可能機器
　ブースター：GCU433D1、BU433D1、GCU433D1S、GC35S
　混合器：MBUC2S、MBUC2S（B）
　分配器：2DCS、2DLCS、2DCS（B)、2DLCS（B）
※2017年2月現在（弊社調べ）

ブースター※または
分配器などを取付できて
見た目スッキリ
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UHF八木式アンテナUHF八木式アンテナ

UHF室内アンテナ UHF室内アンテナ（ブースター内蔵）

UHFアンテナUHFアンテナ

T4975584307240

T4975584307271

家庭用UHFアンテナ

室内アンテナ

■ホワイト ■ブラック ■ホワイト ■ブラック

T4975584307400T4975584307417

【ご注意】●室内アンテナは、屋外アンテナに比べ、簡易的な構造となっています。そのため、お住まいの地域が強電界地域であっても、この製品をテレビに接続したときに、テレビに表示されるアンテナレベルが低く（＝
受信品質が低く）テレビ画面が黒くなって映像が映らない場合や、モザイク状のノイズが発生する場合があります。まずは窓ぎわや別の部屋に移動して再度方向調整をしてください。それでも映らない場合は、次のような
受信環境であることが考えられ、室内アンテナでは受信が困難と思われます。屋外アンテナへの変更をご検討ください。（注：ブースターの追加では改善しません）
•地形の影響や建物、壁などの障害物で電波がさえぎられている。　•複数のテレビ電波を受信可能な地域。　•電波の反射や混信などが生じている。
●室内アンテナをテレビの近くに設置した場合、テレビから発生するノイズにより受信不良となる場合があります。その場合は、できるだけテレビから離れた位置に設置してください。

T4975584300807 T4975584300791

強電界地域とは…送信局からの距離が近く（送信局（塔）が見えていることが目安になります）、電界強度が80dBμV/m以上の地域のことです。

｢マイクロマトリックスアレー方式（社内名称）　　　　　　」の採用に
より大幅な小型化、さらに八木式アンテナ14素子相当の動作利得
を実現しました。

｢フラットスリーブ方式（社内名称）」の採用により小型・軽量化を実
現。八木式アンテナ4～5素子相当に匹敵する3～5dBの動作利得
を有します。

特許取得済

ベランダ設置例

室内設置例 ベランダ設置例

型番 US210(P)
希望小売価格 7,100円（税抜）
室内スタンド（本体に取り付け済）×1、マスト取付金具×1、　
六角ボルト（M6）×2、防水キャップ×1、六角棒スパナ×1付属
適合マスト径φ15～38.1mm
ケース外寸=高さ190×幅320×奥行110mm
質量1.2kg

型番 US10WB
希望小売価格 オープン価格
ケース外寸=高さ251×幅152×奥行39mm
質量0.18kg

型番 US120AW
希望小売価格 6,800円（税抜）
増幅回路内蔵　ACアダプター×1付属
ケース外寸=高さ275×幅98×奥行106mm　質量0.42kg

型番 US10KB
希望小売価格 オープン価格
ケース外寸=高さ251×幅152×奥行39mm
質量0.18kg

型番 US120A
希望小売価格 6,800円（税抜）
増幅回路内蔵　ACアダプター×1付属
ケース外寸=高さ275×幅98×奥行106mm　質量0.42kg

型番 UAH710(P)
希望小売価格 15,500円（税抜）
防水キャップ×1付属
適合マスト径φ22～38.1mm
ケース外寸=高さ150×幅260×奥行460mm
質量2.5kg

強電界用

ch.
13~52

4~5素子
相当

八木式アンテナ

強・中電界用

八木式アンテナ

14素子
相当

ch.
13~52

利得 5.5～7.3dB
水平・垂直共用

利得 3～5dB
水平・垂直共用

F形
出力端子

F形
出力端子

強電界用強電界用強電界用強電界用

出力端子
Fプラグ式

出力端子
Fプラグ式

出力端子
Fプラグ式

出力端子
Fプラグ式

■UHF14素子アンテナ ■UHF20素子アンテナ ■UHF14素子アンテナ
(パラスタック式）

■UHF14素子アンテナ ■UHF20素子アンテナ ■UHF14素子アンテナ

■UHF14素子アンテナ ■UHF20素子アンテナ ■FM2素子アンテナ ■FM5素子アンテナ

■UHF20素子アンテナ
(パラスタック式）

■UHF27素子アンテナ
(パラスタック式）

T4975584304133 T4975584304171

T4975584304096 T4975584304140 T4975584304102

T4975584307295

■UHF20素子アンテナ

T4975584304157

■UHF14素子アンテナ（軒先用）■UHF8素子アンテナ ■UHF14素子アンテナ ■UHF20素子アンテナ

T4975584304126T4975584304188 T4975584304072 T4975584304089

T4975584301699T4975584304119 T4975584304164

型番 UA8
希望小売価格 2,800円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1付属
適合マスト径φ16～37mm
ケース外寸=高さ52×幅326×奥行645mm
質量0.37kg

型番 UA14
希望小売価格 5,300円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.52kg

型番 UA20
希望小売価格 6,500円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.8kg

型番 UA14E
希望小売価格 5,800円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1付属
適合マスト径φ16～37mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1136mm
質量1.6kg

型番 UAX14
希望小売価格 9,900円（税抜）
防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～56mm
ケース外寸=高さ103×幅431×奥行1204mm
質量2.82kg

型番 UAX20
希望小売価格 12,800円（税抜）
防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～56mm
ケース外寸=高さ108×幅519×奥行1243mm
質量3.54kg

型番 UAX27P1
希望小売価格 17,400円（税抜）
防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ32～56mm
ケース外寸=高さ83×幅401×奥行1856mm
質量3.96kg

型番 UA14G
希望小売価格 6,000円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.6kg

型番 UA20G
希望小売価格 7,300円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.85kg

型番 UA20Z
希望小売価格 7,000円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.85kg

型番 UA14Z
希望小売価格 5,500円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.57kg

型番 UA14S
希望小売価格 11,000円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.75kg

型番 UA20S
希望小売価格 14,500円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量2.05kg

利得 5.0～9.9dB
水平・垂直共用

ch.
13~52

8素子

F形
出力端子

ch.
13~52

利得 7.0～12.5dB
水平・垂直共用

14素子

F形
出力端子

14素子

ch.
13~52

利得 8.0～12.5dB
水平・垂直共用

F形
出力端子

ch.
13~52

20素子

利得 8.5～13.8dB
水平・垂直共用

F形
出力端子

利得 8.8～14.2dB
水平・垂直共用

ch.
13~52

14素子
パラスタック式

F形
出力端子

利得 9.5～15.7dB
水平・垂直共用

ch.
13~52

20素子
パラスタック式

F形
出力端子

ch.
13~52

利得 9.7～15.5dB
水平・垂直共用

27素子
パラスタック式

F形
出力端子

F形
出力端子

14素子

ch.
13~52

水平・垂直共用
利得 8.0～12.5dB F形

出力端子

20素子

ch.
13~52

水平・垂直共用
利得 8.5～13.8dB

F形
出力端子

14素子

ch.
13~52

水平・垂直共用
利得 8.0～12.5dB F形

出力端子

20素子

ch.
13~52

水平・垂直共用
利得 8.5～13.8dB

14素子

利得 8.0～12.5dB
水平・垂直共用

ch.
13~52

F形
出力端子

20素子

利得 8.5～13.8dB
水平・垂直共用

ch.
13~52

F形
出力端子

14素子

ch.
13~34

利得 9.1～12.5dB
水平・垂直共用

F形
出力端子

ch.
13~34

20素子

利得 10.1～13.5dB
水平・垂直共用

F形
出力端子

型番 UL14
希望小売価格 5,800円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.57kg

型番 FA2
希望小売価格 6,700円（税抜）
F-5接栓リング付×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
ケース外寸=高さ115×幅125×奥行1990mm
質量1.85kg

型番 FA5
希望小売価格 7,900円（税抜）
F-5接栓リング付×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
ケース外寸=高さ115×幅125×奥行1990mm
質量2.55kg

型番 UL20
希望小売価格 8,000円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1510mm
質量1.95kg

T4975584301736

F形
出力端子

2素子

水平
専用

利得 FM

-2～4.5dB
V-Low

-3.5～0dB
F形
出力端子

5素子

水平
専用

利得 FM

4～5.5dB
V-Low

4～7dB

14素子相当（強・中電界用）

オールチャンネル

ローチャンネル

塩害用 雪害用

ステンレス FM・V-Lowアンテナ（FM補完放送対応）

高性能形UHFアンテナ

14素子相当（強電界用）

新4K8K衛星放送(3224MHz)を受信するには新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナが必要です。
※UHFアンテナは新4K8K衛星放送は受信できません。

新4K8K衛星放送(3224MHz)を受信するには新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナが必要です。
※UHFアンテナは新4K8K衛星放送は受信できません。

T4975584307622 T4975584307646
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UHF八木式アンテナUHF八木式アンテナ

UHF室内アンテナ UHF室内アンテナ（ブースター内蔵）

UHFアンテナUHFアンテナ

T4975584307240

T4975584307271

家庭用UHFアンテナ

室内アンテナ

■ホワイト ■ブラック ■ホワイト ■ブラック

T4975584307400T4975584307417

【ご注意】●室内アンテナは、屋外アンテナに比べ、簡易的な構造となっています。そのため、お住まいの地域が強電界地域であっても、この製品をテレビに接続したときに、テレビに表示されるアンテナレベルが低く（＝
受信品質が低く）テレビ画面が黒くなって映像が映らない場合や、モザイク状のノイズが発生する場合があります。まずは窓ぎわや別の部屋に移動して再度方向調整をしてください。それでも映らない場合は、次のような
受信環境であることが考えられ、室内アンテナでは受信が困難と思われます。屋外アンテナへの変更をご検討ください。（注：ブースターの追加では改善しません）
•地形の影響や建物、壁などの障害物で電波がさえぎられている。　•複数のテレビ電波を受信可能な地域。　•電波の反射や混信などが生じている。
●室内アンテナをテレビの近くに設置した場合、テレビから発生するノイズにより受信不良となる場合があります。その場合は、できるだけテレビから離れた位置に設置してください。

T4975584300807 T4975584300791

強電界地域とは…送信局からの距離が近く（送信局（塔）が見えていることが目安になります）、電界強度が80dBμV/m以上の地域のことです。

｢マイクロマトリックスアレー方式（社内名称）　　　　　　」の採用に
より大幅な小型化、さらに八木式アンテナ14素子相当の動作利得
を実現しました。

｢フラットスリーブ方式（社内名称）」の採用により小型・軽量化を実
現。八木式アンテナ4～5素子相当に匹敵する3～5dBの動作利得
を有します。

特許取得済

ベランダ設置例

室内設置例 ベランダ設置例

型番 US210(P)
希望小売価格 7,100円（税抜）
室内スタンド（本体に取り付け済）×1、マスト取付金具×1、　
六角ボルト（M6）×2、防水キャップ×1、六角棒スパナ×1付属
適合マスト径φ15～38.1mm
ケース外寸=高さ190×幅320×奥行110mm
質量1.2kg

型番 US10WB
希望小売価格 オープン価格
ケース外寸=高さ251×幅152×奥行39mm
質量0.18kg

型番 US120AW
希望小売価格 6,800円（税抜）
増幅回路内蔵　ACアダプター×1付属
ケース外寸=高さ275×幅98×奥行106mm　質量0.42kg

型番 US10KB
希望小売価格 オープン価格
ケース外寸=高さ251×幅152×奥行39mm
質量0.18kg

型番 US120A
希望小売価格 6,800円（税抜）
増幅回路内蔵　ACアダプター×1付属
ケース外寸=高さ275×幅98×奥行106mm　質量0.42kg

型番 UAH710(P)
希望小売価格 15,500円（税抜）
防水キャップ×1付属
適合マスト径φ22～38.1mm
ケース外寸=高さ150×幅260×奥行460mm
質量2.5kg

強電界用

ch.
13~52

4~5素子
相当

八木式アンテナ

強・中電界用

八木式アンテナ

14素子
相当

ch.
13~52

利得 5.5～7.3dB
水平・垂直共用

利得 3～5dB
水平・垂直共用

F形
出力端子

F形
出力端子

強電界用強電界用強電界用強電界用

出力端子
Fプラグ式

出力端子
Fプラグ式

出力端子
Fプラグ式

出力端子
Fプラグ式

■UHF14素子アンテナ ■UHF20素子アンテナ ■UHF14素子アンテナ
(パラスタック式）

■UHF14素子アンテナ ■UHF20素子アンテナ ■UHF14素子アンテナ

■UHF14素子アンテナ ■UHF20素子アンテナ ■FM2素子アンテナ ■FM5素子アンテナ

■UHF20素子アンテナ
(パラスタック式）

■UHF27素子アンテナ
(パラスタック式）

T4975584304133 T4975584304171

T4975584304096 T4975584304140 T4975584304102

T4975584307295

■UHF20素子アンテナ

T4975584304157

■UHF14素子アンテナ（軒先用）■UHF8素子アンテナ ■UHF14素子アンテナ ■UHF20素子アンテナ

T4975584304126T4975584304188 T4975584304072 T4975584304089

T4975584301699T4975584304119 T4975584304164

型番 UA8
希望小売価格 2,800円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1付属
適合マスト径φ16～37mm
ケース外寸=高さ52×幅326×奥行645mm
質量0.37kg

型番 UA14
希望小売価格 5,300円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.52kg

型番 UA20
希望小売価格 6,500円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.8kg

型番 UA14E
希望小売価格 5,800円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1付属
適合マスト径φ16～37mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1136mm
質量1.6kg

型番 UAX14
希望小売価格 9,900円（税抜）
防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～56mm
ケース外寸=高さ103×幅431×奥行1204mm
質量2.82kg

型番 UAX20
希望小売価格 12,800円（税抜）
防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～56mm
ケース外寸=高さ108×幅519×奥行1243mm
質量3.54kg

型番 UAX27P1
希望小売価格 17,400円（税抜）
防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ32～56mm
ケース外寸=高さ83×幅401×奥行1856mm
質量3.96kg

型番 UA14G
希望小売価格 6,000円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.6kg

型番 UA20G
希望小売価格 7,300円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.85kg

型番 UA20Z
希望小売価格 7,000円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量1.85kg

型番 UA14Z
希望小売価格 5,500円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.57kg

型番 UA14S
希望小売価格 11,000円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.75kg

型番 UA20S
希望小売価格 14,500円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1404mm
質量2.05kg

利得 5.0～9.9dB
水平・垂直共用

ch.
13~52

8素子

F形
出力端子

ch.
13~52

利得 7.0～12.5dB
水平・垂直共用

14素子

F形
出力端子

14素子

ch.
13~52

利得 8.0～12.5dB
水平・垂直共用

F形
出力端子

ch.
13~52

20素子

利得 8.5～13.8dB
水平・垂直共用

F形
出力端子

利得 8.8～14.2dB
水平・垂直共用

ch.
13~52

14素子
パラスタック式

F形
出力端子

利得 9.5～15.7dB
水平・垂直共用

ch.
13~52

20素子
パラスタック式

F形
出力端子

ch.
13~52

利得 9.7～15.5dB
水平・垂直共用

27素子
パラスタック式

F形
出力端子

F形
出力端子

14素子

ch.
13~52

水平・垂直共用
利得 8.0～12.5dB F形

出力端子

20素子

ch.
13~52

水平・垂直共用
利得 8.5～13.8dB

F形
出力端子

14素子

ch.
13~52

水平・垂直共用
利得 8.0～12.5dB F形

出力端子

20素子

ch.
13~52

水平・垂直共用
利得 8.5～13.8dB

14素子

利得 8.0～12.5dB
水平・垂直共用

ch.
13~52

F形
出力端子

20素子

利得 8.5～13.8dB
水平・垂直共用

ch.
13~52

F形
出力端子

14素子

ch.
13~34

利得 9.1～12.5dB
水平・垂直共用

F形
出力端子

ch.
13~34

20素子

利得 10.1～13.5dB
水平・垂直共用

F形
出力端子

型番 UL14
希望小売価格 5,800円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1044mm
質量1.57kg

型番 FA2
希望小売価格 6,700円（税抜）
F-5接栓リング付×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
ケース外寸=高さ115×幅125×奥行1990mm
質量1.85kg

型番 FA5
希望小売価格 7,900円（税抜）
F-5接栓リング付×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
ケース外寸=高さ115×幅125×奥行1990mm
質量2.55kg

型番 UL20
希望小売価格 8,000円（税抜）
F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1付属
適合マスト径φ22～49mm
ケース外寸=高さ63×幅358×奥行1510mm
質量1.95kg

T4975584301736

F形
出力端子

2素子

水平
専用

利得 FM

-2～4.5dB
V-Low

-3.5～0dB
F形
出力端子

5素子

水平
専用

利得 FM

4～5.5dB
V-Low

4～7dB

14素子相当（強・中電界用）

オールチャンネル

ローチャンネル

塩害用 雪害用

ステンレス FM・V-Lowアンテナ（FM補完放送対応）

高性能形UHFアンテナ

14素子相当（強電界用）

新4K8K衛星放送(3224MHz)を受信するには新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナが必要です。
※UHFアンテナは新4K8K衛星放送は受信できません。

新4K8K衛星放送(3224MHz)を受信するには新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナが必要です。
※UHFアンテナは新4K8K衛星放送は受信できません。

T4975584307622 T4975584307646
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アンテナ取付金具アンテナ取付金具 2K及び新4K8K衛星放送対応製品にお使いいただけます。

壁面取付金具

T4975584403553

180㎜150㎜ 150㎜

165㎜80㎜ 200㎜
200㎜ 300㎜ 325～510㎜80㎜

85㎜ 85㎜ 100㎜

各種取付場所に対応 アンテナ取付金具フルラインアップ

八木式アンテナ対応

BS/CSアンテナ対応BS・CSアンテナ/平面アンテナ対応

BS・CSアンテナ/平面アンテナ対応

BS・CSアンテナ対応

平面アンテナ対応

BS・CSアンテナ/平面アンテナ対応

各種取付場所に対応 アンテナ取付金具フルラインアップ

BS・CSアンテナ/平面アンテナ対応

八木式アンテナ対応BS・CSアンテナ/平面アンテナ対応 八木式アンテナ対応八木式アンテナ対応

各種取付場所に対応 アンテナ取付金具フルラインアップ各種取付場所に対応 アンテナ取付金具フルラインアップ

MW17

MW30Z

MW20S MW20Z

KM321H

MH-7A

MHV-116 MHV-117MV30ZC

MV30ZM

LM251D

MW30ZL

LM151D

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

ステンレス
仕様

型番 MV30ZM
希望小売価格 8,400円（税抜）
個装なし　質量2.8kg

T4975584402853

型番 KM321H
希望小売価格 7,800円（税抜）
個装なし　質量2.6kg

アルミ
仕様

アルミ
仕様

T4975584403485

型番 MW17
希望小売価格 1,050円（税抜）
個装袋入り　　質量0.5kg

溶融
亜鉛メッキ
仕様

T4975584403546

型番 MW30ZL
希望小売価格 6,900円（税抜）
個装なし　質量1.6kg

T4975584403508

型番 MW20S
希望小売価格 6,800円（税抜）
個装袋入り　　質量0.6kg

T4975584403522

型番 MW30Z
希望小売価格 3,550円（税抜）
個装なし　質量1.1kg

■UHF平面、BS・CSアンテナ用
※アンテナの2台同時設置はお控えください。

■UHF平面、BS・CS
アンテナ用

■BS・CSアンテナ用■UHF平面アンテナ用

T4975584403591

型番 LM151D
希望小売価格 オープン価格
木ネジ×4、ドリルネジ×4、防水ワッシャー×4付属
質量0.6kg

T4975584403607

型番 LM251D
希望小売価格 オープン価格
木ネジ×4、ドリルネジ×4、防水ワッシャー×4付属
質量0.7kg

ベランダ手すり（格子）・柱・壁面用

ベランダ取付金具

屋根馬

T4975584403560T4975584402631 T4975584402754

屋根馬（BS・CSアンテナ用） 自立スタンド

■BS・CSアンテナ用
■BS・CSアンテナ用 ■UHF平面、BS・CSアンテナ用

■BS・CSアンテナ用

257mm

φ31.8mm

25～7
0mm

T4975584402372

φ42.7㎜

273㎜ 100~
200㎜

T4975584402259T4975584403478T4975584403447

11
65
㎜

39
5㎜

400㎜ 400
㎜ 435㎜ 435

㎜

φ38.1mm

12
50
㎜

48
0㎜

φ38.1mm

65
0m
m

φ350mm

φ38.1mm

T4975584403393 T4975584403454T4975584403423 T4975584403430T4975584403409

型番 MH35PT
希望小売価格 2,360円（税抜）
個装袋入り　質量1.4kg

型番 MH45Z
希望小売価格 6,800円（税抜）
個装袋入り　質量2.2kg

溶融
亜鉛メッキ
仕様

型番 MH35ZT
希望小売価格 3,550円（税抜）
個装袋入り　質量1.5kg

型番 MH40P
希望小売価格 3,300円（税抜）
個装袋入り　質量1.7kg

型番 MH40Z
希望小売価格 5,100円（税抜）
個装袋入り　質量2.0kg

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

型番 MH45ZL
希望小売価格 11,800円（税抜）
個装袋入り　質量2.9kg

型番 MH40ZL
希望小売価格 8,700円（税抜）
個装袋入り　質量2.9kg

型番 MHF-500
希望小売価格 7,600円（税抜）
ケース外寸＝高さ126×幅459×奥行459mm　質量2.2kg

BS・CSアンテナ径
45cm形
に対応

溶融
亜鉛メッキ
仕様

継ぎ足し
可能

用
マストUHF

BS・CSアンテナ径
45cm形・50cm形

に対応

取付場所
屋　根

溶融
亜鉛メッキ
仕様

継ぎ足し
可能

用
マストUHF

BS・CSアンテナ径
45cm形
に対応

取付場所
屋　根

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

型番 MHV-116
希望小売価格 4,800円（税抜）
ケース外寸＝高さ59×幅91×奥行295mm　質量0.78kg

アルミ
仕様

型番 MHV-117
希望小売価格 4,800円（税抜）
個装なし　質量1.2kg

型番 MHV-121
希望小売価格 15,100円（税抜）
ケース外寸＝高さ142×幅255×奥行418mm
質量4.3kg

型番 MV30ZC
希望小売価格 9,700円（税抜）
個装なし　質量2.8kg

ポール：
ステンレス
仕様

100㎜

523㎜160㎜

618㎜

70~300㎜

34㎜

407mm

300mm

φ32mm

取付幅52～172mm

最大55mm

240mm
213mm

ベランダ手すり（格子）・
柱・壁面取付共用

ベランダ手すり（笠木・格子）・
柱・壁面取付共用

ベランダ取付金具

コンクリート手すり用

小屋根用

中屋根用・BS・CSアンテナ対応 BS・CSアンテナ用大屋根用・BS・CSアンテナ対応

中屋根用 大屋根用

247.5mm 247.5mm
597.5mm

538mm

64mm 64mm

85mm

319mm

160mm

319mm

140mm 140mm

150mm 250mm

355㎜ 355
㎜

355㎜ 355
㎜

400㎜ 400
㎜

400㎜ 400
㎜

435㎜ 435
㎜

39
5㎜

39
5㎜

39
5㎜

39
5㎜

48
0㎜

T4975584403515

型番 MW20Z
希望小売価格 3,100円（税抜）
個装なし　質量1.0kg
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アンテナ取付金具アンテナ取付金具 2K及び新4K8K衛星放送対応製品にお使いいただけます。

壁面取付金具

T4975584403553

180㎜150㎜ 150㎜

165㎜80㎜ 200㎜
200㎜ 300㎜ 325～510㎜80㎜

85㎜ 85㎜ 100㎜

各種取付場所に対応 アンテナ取付金具フルラインアップ

八木式アンテナ対応

BS/CSアンテナ対応BS・CSアンテナ/平面アンテナ対応

BS・CSアンテナ/平面アンテナ対応

BS・CSアンテナ対応

平面アンテナ対応

BS・CSアンテナ/平面アンテナ対応

MW17

MW30Z

MW20S MW20Z

KM321H

MH-7A

MHV-116 MHV-117MV30ZC

MV30ZM

LM251D

MW30ZL

LM151D

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

ステンレス
仕様

型番 MV30ZM
希望小売価格 8,400円（税抜）
個装なし　質量2.8kg

T4975584402853

型番 KM321H
希望小売価格 7,800円（税抜）
個装なし　質量2.6kg

アルミ
仕様

アルミ
仕様

T4975584403485

型番 MW17
希望小売価格 1,050円（税抜）
個装袋入り　　質量0.5kg

溶融
亜鉛メッキ
仕様

T4975584403546

型番 MW30ZL
希望小売価格 6,900円（税抜）
個装なし　質量1.6kg

T4975584403508

型番 MW20S
希望小売価格 6,800円（税抜）
個装袋入り　　質量0.6kg

T4975584403522

型番 MW30Z
希望小売価格 3,550円（税抜）
個装なし　質量1.1kg

■UHF平面、BS・CSアンテナ用
※アンテナの2台同時設置はお控えください。

■UHF平面、BS・CS
アンテナ用

■BS・CSアンテナ用■UHF平面アンテナ用

T4975584403591

型番 LM151D
希望小売価格 オープン価格
木ネジ×4、ドリルネジ×4、防水ワッシャー×4付属
質量0.6kg

T4975584403607

型番 LM251D
希望小売価格 オープン価格
木ネジ×4、ドリルネジ×4、防水ワッシャー×4付属
質量0.7kg

ベランダ手すり（格子）・柱・壁面用

ベランダ取付金具

屋根馬

T4975584403560T4975584402631 T4975584402754

屋根馬（BS・CSアンテナ用） 自立スタンド

■BS・CSアンテナ用
■BS・CSアンテナ用 ■UHF平面、BS・CSアンテナ用

■BS・CSアンテナ用

257mm

φ31.8mm

25～7
0mm

T4975584402372

φ42.7㎜

273㎜ 100~
200㎜

T4975584402259T4975584403478T4975584403447

11
65
㎜

39
5㎜

400㎜ 400
㎜ 435㎜ 435

㎜

φ38.1mm

12
50
㎜

48
0㎜

φ38.1mm

65
0m
m

φ350mm

φ38.1mm

T4975584403393 T4975584403454T4975584403423 T4975584403430T4975584403409

型番 MH35PT
希望小売価格 2,360円（税抜）
個装袋入り　質量1.4kg

型番 MH45Z
希望小売価格 6,800円（税抜）
個装袋入り　質量2.2kg

溶融
亜鉛メッキ
仕様

型番 MH35ZT
希望小売価格 3,550円（税抜）
個装袋入り　質量1.5kg

型番 MH40P
希望小売価格 3,300円（税抜）
個装袋入り　質量1.7kg

型番 MH40Z
希望小売価格 5,100円（税抜）
個装袋入り　質量2.0kg

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

■適合マスト径
φ25～32mm

型番 MH45ZL
希望小売価格 11,800円（税抜）
個装袋入り　質量2.9kg

型番 MH40ZL
希望小売価格 8,700円（税抜）
個装袋入り　質量2.9kg

型番 MHF-500
希望小売価格 7,600円（税抜）
ケース外寸＝高さ126×幅459×奥行459mm　質量2.2kg

BS・CSアンテナ径
45cm形
に対応

溶融
亜鉛メッキ
仕様

継ぎ足し
可能

用
マストUHF

BS・CSアンテナ径
45cm形・50cm形

に対応

取付場所
屋　根

溶融
亜鉛メッキ
仕様

継ぎ足し
可能

用
マストUHF

BS・CSアンテナ径
45cm形
に対応

取付場所
屋　根

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

型番 MHV-116
希望小売価格 4,800円（税抜）
ケース外寸＝高さ59×幅91×奥行295mm　質量0.78kg

アルミ
仕様

型番 MHV-117
希望小売価格 4,800円（税抜）
個装なし　質量1.2kg

型番 MHV-121
希望小売価格 15,100円（税抜）
ケース外寸＝高さ142×幅255×奥行418mm
質量4.3kg

型番 MV30ZC
希望小売価格 9,700円（税抜）
個装なし　質量2.8kg

ポール：
ステンレス
仕様

100㎜

523㎜160㎜

618㎜

70~300㎜

34㎜

407mm

300mm

φ32mm

取付幅52～172mm

最大55mm

240mm
213mm

ベランダ手すり（格子）・
柱・壁面取付共用

ベランダ手すり（笠木・格子）・
柱・壁面取付共用

ベランダ取付金具

コンクリート手すり用

小屋根用

中屋根用・BS・CSアンテナ対応 BS・CSアンテナ用大屋根用・BS・CSアンテナ対応

中屋根用 大屋根用

247.5mm 247.5mm
597.5mm

538mm

64mm 64mm

85mm

319mm

160mm

319mm

140mm 140mm

150mm 250mm

355㎜ 355
㎜

355㎜ 355
㎜

400㎜ 400
㎜

400㎜ 400
㎜

435㎜ 435
㎜

39
5㎜

39
5㎜

39
5㎜

39
5㎜

48
0㎜

T4975584403515

型番 MW20Z
希望小売価格 3,100円（税抜）
個装なし　質量1.0kg
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CS/BSブースター

入・出力端子
F形

型番 C27S(B)
希望小売価格 オープン価格

パック寸法=高さ220×幅85×奥行30mm
質量200g

dB形
27

T4975584203481

ブースターブースター

ブースター（増幅器）を設置しても、デジタル放送受信機に表示される「アンテナレ
ベル」や「受信レベル」の数値（指標）が変わらない場合や下がる場合があります
が、ブースター（増幅器）の不具合ではありません。「アンテナレベル」や「受信レ
ベル」は、アンテナの方向調整を目的とした機能で受信した信号品質を表してお
り、電波の強さを表すものではありません。このような場合は、ブースター（増幅器）
を設置しても効果がありません。

●テレビ電波を複数の部屋（テレビ）に分けたいとき。

●送信局から遠く、テレビ電波が弱いのでテレビの
電波を強くしないと、きれいにうつらない場合。

壁面テレビ端子

分配器

電源コンセント
（AC100V）

電気
（DC15V）

※1

※1BS・110度CSアンテナUHFアンテナなど

電気（DC15V）

ブースター
増幅部

通電タイプ

ブースター
電源部

TV TV

ブロックノイズ 正常な画面

ブースター
設置

BS・CS・地上（デジタル放送）

屋外用ブースターを選ぶポイントテレビの受信電波が弱い場合や複数のテレビに電
波を分ける時に電波を強くするために使います。

■CS/BS-IFブースター（35dB形）■CS/BS-IF・UHFブースター
  (33dB/43dB共用）デュアルブースター®

T4975584203429

型番 GC35S
希望小売価格 オープン価格
F形接栓×5、防水キャップ×3付属
ケース外寸＝高さ56×幅207×奥行128㎜
質量220g（本体）/550g（ケース入り）

入・出力端子
F形

■UHFブースター（33dB/43dB共用形）

型番 BU433D1
希望小売価格 13,000円（税抜）
F形接栓×4、防水キャップ×2付属
ケース外寸＝高さ56×幅207×奥行128㎜
質量220g（本体）/220g（ケース入り）

T4975584203412

デュアルブースター®

33dB/43dB共用形
デュアルブースター®

33dB/43dB共用形

型番 GCU433D1S
希望小売価格 オープン価格
F形接栓×5、防水キャップ×3付属
ケース外寸＝高さ56×幅207×奥行128㎜
質量220g（本体）/550g（ケース入り）

入・出力端子
F形

屋外用ブースター（電源分離形）

dB形
33

dB形
43

CS/BS・UHF・FM（CATV） UHF＋UHF

型番 MBUC2S(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法=高さ170×幅120×奥行50mm
質量200g

屋外用混合器

型番 UU0001CB2
希望小売価格 5,050円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅131×奥行56mm
質量280g

T4975584104450

入力 1
（UHF）

入力 2
（UHF）

出力　　 
（UHF＋UHF）

DC

＋C D

入力 出力 入力

入力 1
（UHF または CATV）

入力 2
（BS・110 度 CS）

出力　　　　　
UHF または CATV

＋
BS・110 度 CS（ （

A B

A B＋

入力 出力入力

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

T4975584103989

T4975584203375

ＵＨＦ（地デジ放送）またはＣＡＴＶ＋ＢＳ・１１０度ＣＳ ＵＨＦ（地デジ放送）＋ＵＨＦ（地デジ放送）

※1 ブースター増幅部を動作させるためにブースター電源部から電気（DC15V）を送ります。

UHFブースター（30dB）CS/BS・UHFブースター（30dB）

型番  TCU30S(B)
望小売価格 オープン価格
スタンド（本体縦置用）×1付属
パック寸法=高さ220×幅104×奥行40mm
質量310g

入・出力端子
F形

型番  TU30S(B)
望小売価格 オープン価格
スタンド（本体縦置用）×1付属
パック寸法=高さ220×幅104×奥行40mm
質量310g

入・出力端子
F形

dB形
30

dB形
30

UHFブースター

型番 U20L2CB
希望小売価格 オープン価格
電源分離形
防水キャップ、電源部付属
パック寸法=高さ250×幅151×奥行36mm
質量310g

入・出力端子
F形

T4975584206048

20dB
形

T4975584203528 T4975584203535

ブースターとは

アンテナで受信したテレビ信号は、同軸ケーブルや分配器などを通過することで電波の強さ（端子電圧）が減衰します。
アンテナ直下で受信できても、テレビの入力端子で最低レベルを下回ると、視聴できなくなります。
ブースターとは、拡声器と同じような役割がありテレビ放送信号を大きくする機器で、アンテナ直下に使用し、同軸ケーブルや分配器などでの損失
を事前に補うために使用します。
ただし、アンテナ直下で視聴できない（信号品質が悪い）状態や、アンテナから同軸ケーブルや分配器などを通過して品質が悪くなった所に設置しても、ブー
スターの効果は得られません。

例えば、人が話す声が近くでは聞こえていても、離れていくと声が小さくなり
聞こえなくなるイメージです。
拡声器で音声を事前に大きくすることで遠くても聞こえるようになります。
ただし、拡声器の位置を離れて使うと声が小さくなり、効果が得られません。

…

！こんにちは

こんにちは
…

！こんにちは

こんにちは

※ブースターでは信号の品質を改善することはできません。

　同軸ケーブル、混合器、
分配器、分岐器、分波器など

　アンテナ直下では
　受信できる！

地上、CATV

BS・
110度CS

　同軸ケーブル、
　混合器など通過後
　受信できない

地上、CATV 家庭用ブースター
（増幅部）

家庭用ブースター（電源部）
▼増幅部を動かす AC アダプターの役割をする

BS・110度CS

　同軸ケーブル、混合器、
分配器、分岐器、分波器など

12



CS/BSブースター

入・出力端子
F形

型番 C27S(B)
希望小売価格 オープン価格

パック寸法=高さ220×幅85×奥行30mm
質量200g

dB形
27

T4975584203481

ブースターブースター

ブースター（増幅器）を設置しても、デジタル放送受信機に表示される「アンテナレ
ベル」や「受信レベル」の数値（指標）が変わらない場合や下がる場合があります
が、ブースター（増幅器）の不具合ではありません。「アンテナレベル」や「受信レ
ベル」は、アンテナの方向調整を目的とした機能で受信した信号品質を表してお
り、電波の強さを表すものではありません。このような場合は、ブースター（増幅器）
を設置しても効果がありません。

●テレビ電波を複数の部屋（テレビ）に分けたいとき。

●送信局から遠く、テレビ電波が弱いのでテレビの
電波を強くしないと、きれいにうつらない場合。

壁面テレビ端子

分配器

電源コンセント
（AC100V）

電気
（DC15V）

※1

※1BS・110度CSアンテナUHFアンテナなど

電気（DC15V）

ブースター
増幅部

通電タイプ

ブースター
電源部

TV TV

ブロックノイズ 正常な画面

ブースター
設置

BS・CS・地上（デジタル放送）

屋外用ブースターを選ぶポイントテレビの受信電波が弱い場合や複数のテレビに電
波を分ける時に電波を強くするために使います。

■CS/BS-IFブースター（35dB形）■CS/BS-IF・UHFブースター
  (33dB/43dB共用）デュアルブースター®

T4975584203429

型番 GC35S
希望小売価格 オープン価格
F形接栓×5、防水キャップ×3付属
ケース外寸＝高さ56×幅207×奥行128㎜
質量220g（本体）/550g（ケース入り）

入・出力端子
F形

■UHFブースター（33dB/43dB共用形）

型番 BU433D1
希望小売価格 13,000円（税抜）
F形接栓×4、防水キャップ×2付属
ケース外寸＝高さ56×幅207×奥行128㎜
質量220g（本体）/220g（ケース入り）

T4975584203412

デュアルブースター®

33dB/43dB共用形
デュアルブースター®

33dB/43dB共用形

型番 GCU433D1S
希望小売価格 オープン価格
F形接栓×5、防水キャップ×3付属
ケース外寸＝高さ56×幅207×奥行128㎜
質量220g（本体）/550g（ケース入り）

入・出力端子
F形

屋外用ブースター（電源分離形）

dB形
33

dB形
43

CS/BS・UHF・FM（CATV） UHF＋UHF

型番 MBUC2S(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法=高さ170×幅120×奥行50mm
質量200g

屋外用混合器

型番 UU0001CB2
希望小売価格 5,050円（税抜）
パック寸法=高さ170×幅131×奥行56mm
質量280g

T4975584104450

入力 1
（UHF）

入力 2
（UHF）

出力　　 
（UHF＋UHF）

DC

＋C D

入力 出力 入力

入力 1
（UHF または CATV）

入力 2
（BS・110 度 CS）

出力　　　　　
UHF または CATV

＋
BS・110 度 CS（ （

A B

A B＋

入力 出力入力

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

T4975584103989

T4975584203375

ＵＨＦ（地デジ放送）またはＣＡＴＶ＋ＢＳ・１１０度ＣＳ ＵＨＦ（地デジ放送）＋ＵＨＦ（地デジ放送）

※1 ブースター増幅部を動作させるためにブースター電源部から電気（DC15V）を送ります。

UHFブースター（30dB）CS/BS・UHFブースター（30dB）

型番  TCU30S(B)
望小売価格 オープン価格
スタンド（本体縦置用）×1付属
パック寸法=高さ220×幅104×奥行40mm
質量310g

入・出力端子
F形

型番  TU30S(B)
望小売価格 オープン価格
スタンド（本体縦置用）×1付属
パック寸法=高さ220×幅104×奥行40mm
質量310g

入・出力端子
F形

dB形
30

dB形
30

UHFブースター

型番 U20L2CB
希望小売価格 オープン価格
電源分離形
防水キャップ、電源部付属
パック寸法=高さ250×幅151×奥行36mm
質量310g

入・出力端子
F形

T4975584206048

20dB
形

T4975584203528 T4975584203535

混合器とは

異なるアンテナで受信した信号を1本の同軸ケーブルで伝送できるようにする機器です。
機種は大きく下記の2つに分類されます。

ただし、出力の信号は入力した信号より電波の強さ（端子電圧）が減衰します。この損失値を通過帯域損失と言います。

13



分配器分配器

テレビの電波を均等に分けます
テレビの電波を各部屋のテレビ端子に分けた
り、テレビ端子からテレビとHDDレコーダーに
分けたりする時などに使います。分配（テレビの
電波を分けること）することで電波は弱くなるの
で、必要に応じてブースターをご使用ください。

T4975584104962

型番 2DL2WS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量110g

入力端子
Fプラグ式

出力端子
F形

入力端子
Fプラグ式

出力端子
F形

入力端子
Fプラグ式

出力端子
F形

型番 2DL2WSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量110g

T4975584104979

型番 2DLWS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量70g

入・出力端子
F形

入・出力端子
F形

入・出力端子
F形

型番 2DLGS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅61×奥行33㎜
質量56g

T4975584185824

T4975584185787

型番 2DLRS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅101×奥行27㎜　質量70g

入・出力端子
F形

T4975584185794

型番 3DLRS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅101×奥行27㎜　質量75g

入・出力端子
F形

T4975584185800

型番 4DLRS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅101×奥行27㎜　質量90g

入・出力端子
F形

2分配器 入力・出力ケーブル付

屋外用2分配器（全端子通電形） 屋外用3分配器（全端子通電形） 屋外用4分配器（全端子通電形） 2分配プラグ（全端子通電形）

2分配器（全端子通電形） 3分配器（全端子通電形） 4分配器（全端子通電形） 5分配器（全端子通電形）

2分配器 出力ケーブル付

T4975584506520

型番 2DLWSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量70g

デジタルチューナー内蔵テレビ

どちらのテレビからでも
電気を送れます。

電気
（DC15V）

電気
（DC15V）

電気
（DC15V）

AB

こちらのテレビから
電気は送れません

デジタルチューナー内蔵テレビ

電気
（DC15V）

電気
（DC15V）

×

AB

■1端子通電形
BS・110度CSアンテナにテレビ
（A）からだけ電気が送れます。
テレビ（A）の電源を切るとテレビ
（B）もBS・110度CS放送が見ら
れなくなりますのでテレビ（A）は
電源を切っても電気が送れる設
定のできるテレビの場合にお使
いください。

■全端子通電形
BS・110度CSアンテナにテレビ（A）・（B）
どちらのテレビからでも電気が送れます。
テレビ（A）からもテレビ（B）からもBS・
110度CS放送が見られます。複数のお
部屋でご覧になる場合はこちらをオスス
メします。
テレビ（A）・（B）両方から同時に電気を
送っても問題ありません。

TV TV

BS・110度CSアンテナ
UHFアンテナなど

分配器

壁面テレビ端子 TV

TV
壁面テレビ端子

分配器

T4975584506537

T4975584103910

型番 2DLCS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅120×奥行50㎜
質量200g

T4975584103927

型番 3DLCS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅170×奥行52㎜
質量290g

T4975584103934

型番 4DLCS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅170×奥行52㎜
質量290g

T4975584185732

型番 4DMLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅90×奥行16㎜　質量63g

入・出力端子
F形

T4975584185725

型番 3DMLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70×奥行16㎜　質量45g

入・出力端子
F形

T4975584185756

型番 6DMLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅140×奥行16㎜　質量100g

入・出力端子
F形

T4975584185749

型番 5DMLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅90×奥行16㎜　質量66g

入・出力端子
F形

T4975584185718

型番 2DMLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70×奥行16㎜　質量42g

入・出力端子
F形入・出力端子

F形
入・出力端子
F形

入・出力端子
F形

T4975584185688

型番 4DMS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅90×奥行16㎜　質量62g

入・出力端子
F形

T4975584185671

型番 3DMS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70×奥行16㎜　質量44g

入・出力端子
F形

T4975584185701

型番 6DMS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅140×奥行16㎜　質量97g

入・出力端子
F形

T4975584185695

型番 5DMS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅90×奥行16㎜　質量64g

入・出力端子
F形

T4975584185664

型番 2DMS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70×奥行16㎜　質量42g

入・出力端子
F形

2分配器（全端子通電形） 3分配器（全端子通電形） 4分配器（全端子通電形）

6分配器（全端子通電形） 2分配器（1端子通電形） 3分配器（1端子通電形） 4分配器（1端子通電形）

5分配器（1端子通電形） 6分配器（1端子通電形）

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

型番 2DL15WTS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量86ｇ

分配器（スリム形） 2分配器 入力ケーブル付（スリム形）

型番 2DLTS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量65ｇ

型番 3DLTS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量84ｇ

型番 4DLTS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量105ｇ

T4975584105563 T4975584105570 T4975584105587 T4975584105594
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分配器分配器

テレビの電波を均等に分けます
テレビの電波を各部屋のテレビ端子に分けた
り、テレビ端子からテレビとHDDレコーダーに
分けたりする時などに使います。分配（テレビの
電波を分けること）することで電波は弱くなるの
で、必要に応じてブースターをご使用ください。

T4975584104962

型番 2DL2WS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量110g

入力端子
Fプラグ式

出力端子
F形

入力端子
Fプラグ式

出力端子
F形

入力端子
Fプラグ式

出力端子
F形

型番 2DL2WSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量110g

T4975584104979

型番 2DLWS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量70g

入・出力端子
F形

入・出力端子
F形

入・出力端子
F形

型番 2DLGS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅61×奥行33㎜
質量56g

T4975584185824

T4975584185787

型番 2DLRS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅101×奥行27㎜　質量70g

入・出力端子
F形

T4975584185794

型番 3DLRS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅101×奥行27㎜　質量75g

入・出力端子
F形

T4975584185800

型番 4DLRS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅101×奥行27㎜　質量90g

入・出力端子
F形

2分配器 入力・出力ケーブル付

屋外用2分配器（全端子通電形） 屋外用3分配器（全端子通電形） 屋外用4分配器（全端子通電形） 2分配プラグ（全端子通電形）

2分配器（全端子通電形） 3分配器（全端子通電形） 4分配器（全端子通電形） 5分配器（全端子通電形）

2分配器 出力ケーブル付

T4975584506520

型番 2DLWSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量70g

デジタルチューナー内蔵テレビ

どちらのテレビからでも
電気を送れます。

電気
（DC15V）

電気
（DC15V）

電気
（DC15V）

AB

こちらのテレビから
電気は送れません

デジタルチューナー内蔵テレビ

電気
（DC15V）

電気
（DC15V）

×

AB

■1端子通電形
BS・110度CSアンテナにテレビ
（A）からだけ電気が送れます。
テレビ（A）の電源を切るとテレビ
（B）もBS・110度CS放送が見ら
れなくなりますのでテレビ（A）は
電源を切っても電気が送れる設
定のできるテレビの場合にお使
いください。

■全端子通電形
BS・110度CSアンテナにテレビ（A）・（B）
どちらのテレビからでも電気が送れます。
テレビ（A）からもテレビ（B）からもBS・
110度CS放送が見られます。複数のお
部屋でご覧になる場合はこちらをオスス
メします。
テレビ（A）・（B）両方から同時に電気を
送っても問題ありません。

TV TV

BS・110度CSアンテナ
UHFアンテナなど

分配器

壁面テレビ端子 TV

TV
壁面テレビ端子

分配器

T4975584506537

T4975584103910

型番 2DLCS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅120×奥行50㎜
質量200g

T4975584103927

型番 3DLCS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅170×奥行52㎜
質量290g

T4975584103934

型番 4DLCS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅170×奥行52㎜
質量290g

T4975584185732

型番 4DMLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅90×奥行16㎜　質量63g

入・出力端子
F形

T4975584185725

型番 3DMLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70×奥行16㎜　質量45g

入・出力端子
F形

T4975584185756

型番 6DMLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅140×奥行16㎜　質量100g

入・出力端子
F形

T4975584185749

型番 5DMLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅90×奥行16㎜　質量66g

入・出力端子
F形

T4975584185718

型番 2DMLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70×奥行16㎜　質量42g

入・出力端子
F形入・出力端子

F形
入・出力端子
F形

入・出力端子
F形

T4975584185688

型番 4DMS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅90×奥行16㎜　質量62g

入・出力端子
F形

T4975584185671

型番 3DMS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70×奥行16㎜　質量44g

入・出力端子
F形

T4975584185701

型番 6DMS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅140×奥行16㎜　質量97g

入・出力端子
F形

T4975584185695

型番 5DMS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅90×奥行16㎜　質量64g

入・出力端子
F形

T4975584185664

型番 2DMS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70×奥行16㎜　質量42g

入・出力端子
F形

2分配器（全端子通電形） 3分配器（全端子通電形） 4分配器（全端子通電形）

6分配器（全端子通電形） 2分配器（1端子通電形） 3分配器（1端子通電形） 4分配器（1端子通電形）

5分配器（1端子通電形） 6分配器（1端子通電形）

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

型番 2DL15WTS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量86ｇ

分配器（スリム形） 2分配器 入力ケーブル付（スリム形）

型番 2DLTS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量65ｇ

型番 3DLTS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量84ｇ

型番 4DLTS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量105ｇ

T4975584105563 T4975584105570 T4975584105587 T4975584105594
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分波器と分配器の違いは?テレビの電波をUHFとBS・110度CS
に分けます。

壁面
テレビ端子

分波器

BS・１１０度CS
（2K+4K・8K放送）

ＵＨＦ
（地デジ+ケーブルテレビ）

ＵＨＦ（地デジ+ケーブルテレビ）

BS・１１０度CS（2K+4K・8K放送）
＋

■分波器
テレビやHDDレコーダーなど
の入力端子がBS・110度CSと
UHFなどに分かれている時に
使います。
必要な電波だけを取り出すので
電波が弱くなるのを防ぐことが
できます。

壁面
テレビ端子

ＵＨＦ（ケーブルテレビ）

BS・１１０度CS

ＵＨＦ（ケーブルテレビ）

BS・１１０度CS
＋

複数台のテレビやHDDレコー
ダーなどに電波を分ける時に使
います。
電波を分けることで電波は弱く
なるので必要に応じてブース
ターをご使用ください。

■分配器

T4975584105013

型番 MBUMWS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量70g

入・出力端子
F形

入・出力端子
F形

T4975584105006

型番 MBUM2WS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量110g

入力端子
Lプラグ形

出力端子
F形

入力端子
Lプラグ形

出力端子
F形

型番 MBUM2WSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量110g

型番 MBUMWSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量70g

分波器 入力・出力ケーブル付

T4975584506544

T4975584506551

分波器 壁面テレビ端子／直列ユニット

テレビコンセントプラグ

アンテナからアンテナケーブル（同軸ケーブル）で送られてきた電波を取り出す時に使います。
中間用 壁面TV端子

アンテナから
電波を送る

次のテレビ端子へ
テレビ電波を送る

電
波

出
力

入力

TV TV

アンテナから
電波を送る

電
波

入力

テレビ端子から
入力端子を経て
アンテナへ電気
を流すことがで
きます。

入力-TV端子間通電

このテレビ端
子からは電気
を送ることは
できません。出
力端子から入
力端子へ電気
が流れます。

入力-出力端子間通電

DC15V
（電気）

TVTV

DC15V
（電気）

壁面テレビ端子（通電仕様）

テレビコンセントプラグ（4C専用） テレビコンセントプラグ（5C専用）

直列ユニット中間用

T4975584199845

分波器／フラットケーブル分波器／フラットケーブル 壁面テレビ端子／直列ユニット／プラグ壁面テレビ端子／直列ユニット／プラグ2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。 2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

F形
入力端子

T4975584199807

型番 SU7L2S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ115×幅70×奥行27㎜
質量43g

F形
入力端子

型番 SU7CP2S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ115×幅70×奥行27㎜
質量49g

T4975584105051

型番 FL4CS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅62×奥行20㎜
質量22g

T4975584105075

型番 FL5CS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅62×奥行20㎜
質量22g

型番 FL45CS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅61×奥行21㎜
質量29g

型番 FL45CSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅61×奥行21㎜
質量29g

テレビコンセントプラグ（4C/5C兼用）

型番 FL45CS2(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅71×奥行21㎜
質量52g

型番 FL45CSB2(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅71×奥行21㎜
質量52g

テレビコンセントプラグ（4C/5C兼用）（2個入り）

T4975584105105T4975584105082 T4975584105112T4975584105099

型番 MBUM1WS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量95ｇ

入力端子
Fプラグ形

出力端子
F形

入力端子
Fプラグ形

出力端子
F形

型番 MBUM3WS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量125g

型番 MBUMWS2(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量88g

型番 MBUMWSB2(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量88g

T4975584105136 T4975584105143

入力端子 出力端子
F形 ストレートプラグ形

入力端子 出力端子
F形 ストレートプラグ形

フラットケーブル（F形接栓式）

T4975584506124

型番 1JW1FFS(B)
希望小売価格 オープン価格
取付窓枠幅最大170mm
F形接栓仕様
防水キャップ×1、木ネジ×4付属
パック寸法=高さ172×幅111×奥行26mm
質量100g

入・出力端子
F形

分波プラグ

型番 MBUGS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量44ｇ

入・出力端子
F形

混合（分波）器

型番 MBURS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量35ｇ

入・出力端子
F形

分波器 出力ケーブル付

T4975584105303T4975584105297

T4975584105259T4975584105600

ケーブル加工比率原寸表示
※現品は凹凸のみで色はついていません。

加工方法がひと目でわかる！

特許出願中

シールド性の
優れた

ダイカスト
構造!

ペンチで挟むだけ!

かんたん省施工
に対応!2種類のケーブルサイズ

4Cケーブル・5Cケーブル

心線の接続が確認できる!
◀本体部分ののぞき窓から心線をみることができます

※写真は5Cケーブルの取付例です。
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分波器と分配器の違いは?テレビの電波をUHFとBS・110度CS
に分けます。

壁面
テレビ端子

分波器

BS・１１０度CS
（2K+4K・8K放送）

ＵＨＦ
（地デジ+ケーブルテレビ）

ＵＨＦ（地デジ+ケーブルテレビ）

BS・１１０度CS（2K+4K・8K放送）
＋

■分波器
テレビやHDDレコーダーなど
の入力端子がBS・110度CSと
UHFなどに分かれている時に
使います。
必要な電波だけを取り出すので
電波が弱くなるのを防ぐことが
できます。

壁面
テレビ端子

ＵＨＦ（ケーブルテレビ）

BS・１１０度CS

ＵＨＦ（ケーブルテレビ）

BS・１１０度CS
＋

複数台のテレビやHDDレコー
ダーなどに電波を分ける時に使
います。
電波を分けることで電波は弱く
なるので必要に応じてブース
ターをご使用ください。

■分配器

T4975584105013

型番 MBUMWS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量70g

入・出力端子
F形

入・出力端子
F形

T4975584105006

型番 MBUM2WS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量110g

入力端子
Lプラグ形

出力端子
F形

入力端子
Lプラグ形

出力端子
F形

型番 MBUM2WSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量110g

型番 MBUMWSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量70g

分波器 入力・出力ケーブル付

T4975584506544

T4975584506551

分波器 壁面テレビ端子／直列ユニット

テレビコンセントプラグ

アンテナからアンテナケーブル（同軸ケーブル）で送られてきた電波を取り出す時に使います。
中間用 テレビ電波を取り出すとともに

次のテレビ電波を送ります。
壁面TV端子 テレビ電波を取り出します。

アンテナから
電波を送る

次のテレビ端子へ
テレビ電波を送る

電
波

出
力

入力

TV TV

アンテナから
電波を送る

電
波

入力

テレビ端子から
入力端子を経て
アンテナへ電気
を流すことがで
きます。

入力-TV端子間通電

このテレビ端
子からは電気
を送ることは
できません。出
力端子から入
力端子へ電気
が流れます。

入力-出力端子間通電

DC15V
（電気）

TVTV

DC15V
（電気）

壁面テレビ端子（通電仕様）

テレビコンセントプラグ（4C専用） テレビコンセントプラグ（5C専用）

直列ユニット中間用

T4975584199845

分波器／フラットケーブル分波器／フラットケーブル 壁面テレビ端子／直列ユニット／プラグ壁面テレビ端子／直列ユニット／プラグ2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。 2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

F形
入力端子

T4975584199807

型番 SU7L2S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ115×幅70×奥行27㎜
質量43g

F形
入力端子

型番 SU7CP2S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ115×幅70×奥行27㎜
質量49g

T4975584105051

型番 FL4CS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅62×奥行20㎜
質量22g

T4975584105075

型番 FL5CS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅62×奥行20㎜
質量22g

型番 FL45CS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅61×奥行21㎜
質量29g

型番 FL45CSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅61×奥行21㎜
質量29g

テレビコンセントプラグ（4C/5C兼用）

型番 FL45CS2(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅71×奥行21㎜
質量52g

型番 FL45CSB2(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ111×幅71×奥行21㎜
質量52g

テレビコンセントプラグ（4C/5C兼用）（2個入り）

T4975584105105T4975584105082 T4975584105112T4975584105099

型番 MBUM1WS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量95ｇ

入力端子
Fプラグ形

出力端子
F形

入力端子
Fプラグ形

出力端子
F形

型番 MBUM3WS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量125g

型番 MBUMWS2(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量88g

型番 MBUMWSB2(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量88g

T4975584105136 T4975584105143

入力端子 出力端子
F形 ストレートプラグ形

入力端子 出力端子
F形 ストレートプラグ形

フラットケーブル（F形接栓式）

T4975584506124

型番 1JW1FFS(B)
希望小売価格 オープン価格
取付窓枠幅最大170mm
F形接栓仕様
防水キャップ×1、木ネジ×4付属
パック寸法=高さ172×幅111×奥行26mm
質量100g

入・出力端子
F形

分波プラグ

型番 MBUGS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量44ｇ

入・出力端子
F形

混合（分波）器

型番 MBURS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅60×奥行35㎜
質量35ｇ

入・出力端子
F形

分波器 出力ケーブル付

T4975584105303T4975584105297

T4975584105259T4975584105600

ケーブル加工比率原寸表示
※現品は凹凸のみで色はついていません。

加工方法がひと目でわかる！

特許出願中

シールド性の
優れた

ダイカスト
構造!

ペンチで挟むだけ!

かんたん省施工
に対応!2種類のケーブルサイズ

4Cケーブル・5Cケーブル

心線の接続が確認できる!
◀本体部分ののぞき窓から心線をみることができます

※写真は5Cケーブルの取付例です。
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アンテナケーブル（同軸ケーブル）アンテナケーブル（同軸ケーブル）接　栓接　栓

①心線をニッパーで
　斜めに加工する

※新4K8K衛星放送（3224MHｚ）に対応したS-5C-FBの同軸ケーブルをご使用ください。
※同軸ケーブルの先端処理をする場合、心線、編組に傷をつけたり、心線、編組は絶対に接触しないようご注意ください。
※編組と心線が接触しないようにしてください。テレビが見えなくなるだけでなく、電源部がショートして火災や感電の原因となります。
※接栓を取り付けた同軸ケーブルの心線は、曲がっていないかを確認し、曲げないように接続してください。

②編組を折り返し
　リングを通す

③アルミ箔と編組の間に
　シェルを差し込む

④接続ナットから出る心線が3㎜以内か確認し、
　リングを締め付ける

接続ナット

シェル

リングはペンチなどで
はさんで締め付ける2±1

2

9

絶縁体心線

リング

アルミ箔
(はがさない）

ペンチ

F形接栓（4C用） F形接栓（5C用） 防水形F形接栓（4C用） 防水形F形接栓（5C用）

F形中継接栓 電流カット形ダミー抵抗 高シールドプラグ（L形）

T4975584491710

型番 F4(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅60㎜
質量6g

T4975584491734

型番 F5(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅60㎜
質量6g

T4975584491727

型番 F4FH(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70㎜
質量41g

T4975584491789

型番 F5FH(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70㎜
質量42g

T4975584491758

型番 FFS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅60㎜
質量8g

T4975584491772

型番 DR75S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅60㎜
質量20g

T4975584491505

型番 FLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅60㎜
質量13g

加

　工

　方

　法

心線

絶縁体（発泡ポリエチレン）
外部導体（アルミ箔テープ）

FB
タイプ

外部導体（編組）

シース（外被：塩化ビニル）

FBタイプの同軸ケーブルには
F5（P）の使用をおすすめします。

※細い2Cケーブルは減衰量が多いため、新4K8K衛星放送の視聴で、分岐・分配器を使用している場合は、3m以内の接続ケーブルの
　ご利用をおすすめします。

ケーブル名 ケーブルの太さ

2C
ケーブル

4C
ケーブル

5C
ケーブル

細い

太い

減衰量 備　考

多い

少ない

細くて取り回しが楽なのでテレビと
レコーダーに接続する時に適してい
ます。※

減衰量が少なく、部屋内のケーブル
配線に適しています。

減衰量が一番少なく、屋外のケーブ
ル配線に適しています。

アンテナ
ケーブル選びの
ポイント

端子形状に対応するプラグの形状

■ネジ込式
（F形式）

F形プラグ ストレート
プラグL形プラグ

ネジが
切ってある ×

F形プラグ ストレート
プラグL形プラグ

ネジが
切っていない

■プラグ式

※F形プラグは、壁面TV端子には接続しにくい場合があります。

テレビ端子のレベル目安について

2.7m

2.7m
7～8m

5m

3.6m

2.7m

5m

5m

2～3m10m

3.6m

3.6m

10m

5m

■おすすめケーブルサイズ …2JW□□シリーズ　　　　…4JW□□シリーズ●m ●m

8帖6帖4.5帖

F形接栓の取付方法（5C用）

ケーブルの名称（5CFB）

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。 2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

F形接栓はネジが切ってある
端子のみ使用可能です。

テレビ端子とテレビ、テレビとDVDレコーダーなどを接続（配線する）時に使用します。
プラグ加工タイプやF形接栓タイプなどがあります。

古いケーブルではブ
ロックノイズ（モザイ
クのようなノイズ）が
発生する場合があり

ます。また、新4K8K衛星放送を伝
送する周波数では、従来2K放送に
比べ減衰量が多くなるため、従来
のケーブルでは対応できない場合
があります。
雑音に強くシールド性に優れた、新
4K8K衛星放送対応のケーブル
への交換をおすすめします。

アンテナケーブルとは

お部屋の広さと必要なケーブル長さの目安

接栓の取付
動画はこちら

２K放送と新4K8K衛星放送ではテレビ受信機への最低入力レベルは変わりませんが、壁面テレビ端子の出力レベルではケーブルや分波器など
の挿入損失を考慮する必要があるため、新4K8K衛星放送に対応した同軸ケーブルをご利用ください。

2K放送
1032～2071MHz

新4K8K衛星放送
2224～3224MHz

テレビ受信器入力レベル テレビ端子出力レベル

48dBμV以上

48dBμV以上

52dBμV以上

54dBμV以上

テレビ端子の出力レベルはテレビ受信器の最低入力レベルに対しケーブル・分波器などの挿入損失を考慮して以下のレベルになる様JCTEA※1の標準規
格で規定されています。※2

※1  一般社団法人 日本CATV技術協会　　※2  JCTEA STD-013-4.0　※表中レベル数値はテレビ受信器に表示される「アンテナレベル」とは異なります。
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アンテナケーブル（同軸ケーブル）アンテナケーブル（同軸ケーブル）接　栓接　栓

①心線をニッパーで
　斜めに加工する

※新4K8K衛星放送（3224MHｚ）に対応したS-5C-FBの同軸ケーブルをご使用ください。
※同軸ケーブルの先端処理をする場合、心線、編組に傷をつけたり、心線、編組は絶対に接触しないようご注意ください。
※編組と心線が接触しないようにしてください。テレビが見えなくなるだけでなく、電源部がショートして火災や感電の原因となります。
※接栓を取り付けた同軸ケーブルの心線は、曲がっていないかを確認し、曲げないように接続してください。

②編組を折り返し
　リングを通す

③アルミ箔と編組の間に
　シェルを差し込む

④接続ナットから出る心線が3㎜以内か確認し、
　リングを締め付ける

接続ナット

シェル

リングはペンチなどで
はさんで締め付ける2±1

2

9

絶縁体心線

リング

アルミ箔
(はがさない）

ペンチ

F形接栓（4C用） F形接栓（5C用） 防水形F形接栓（4C用） 防水形F形接栓（5C用）

F形中継接栓 電流カット形ダミー抵抗 高シールドプラグ（L形）

T4975584491710

型番 F4(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅60㎜
質量6g

T4975584491734

型番 F5(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅60㎜
質量6g

T4975584491727

型番 F4FH(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70㎜
質量41g

T4975584491789

型番 F5FH(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅70㎜
質量42g

T4975584491758

型番 FFS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅60㎜
質量8g

T4975584491772

型番 DR75S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅60㎜
質量20g

T4975584491505

型番 FLS(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ110×幅60㎜
質量13g

加

　工

　方

　法

心線

絶縁体（発泡ポリエチレン）
外部導体（アルミ箔テープ）

FB
タイプ

外部導体（編組）

シース（外被：塩化ビニル）

FBタイプの同軸ケーブルには
F5（P）の使用をおすすめします。

※細い2Cケーブルは減衰量が多いため、新4K8K衛星放送の視聴で、分岐・分配器を使用している場合は、3m以内の接続ケーブルの
　ご利用をおすすめします。

ケーブル名 ケーブルの太さ

2C
ケーブル

4C
ケーブル

5C
ケーブル

細い

太い

減衰量 備　考

多い

少ない

細くて取り回しが楽なのでテレビと
レコーダーに接続する時に適してい
ます。※

減衰量が少なく、部屋内のケーブル
配線に適しています。

減衰量が一番少なく、屋外のケーブ
ル配線に適しています。

アンテナ
ケーブル選びの
ポイント

端子形状に対応するプラグの形状

■ネジ込式
（F形式）

F形プラグ ストレート
プラグL形プラグ

ネジが
切ってある ×

F形プラグ ストレート
プラグL形プラグ

××××××××××××××××××××××××ネジが
切っていない

■プラグ式

※F形プラグは、壁面TV端子には接続しにくい場合があります。

テレビ端子のレベル目安について

2.7m

2.7m
7～8m

5m

3.6m

2.7m

5m

5m

2～3m10m

3.6m

3.6m

10m

5m

■おすすめケーブルサイズ …2JW□□シリーズ　　　　…4JW□□シリーズ●m ●m

8帖6帖4.5帖

F形接栓の取付方法（5C用）

ケーブルの名称（5CFB）

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。 2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

F形接栓はネジが切ってある
端子のみ使用可能です。

テレビ端子とテレビ、テレビとDVDレコーダーなどを接続（配線する）時に使用します。
プラグ加工タイプやF形接栓タイプなどがあります。

古いケーブルではブ
ロックノイズ（モザイ
クのようなノイズ）が
発生する場合があり

ます。また、新4K8K衛星放送を伝
送する周波数では、従来2K放送に
比べ減衰量が多くなるため、従来
のケーブルでは対応できない場合
があります。
雑音に強くシールド性に優れた、新
4K8K衛星放送対応のケーブル
への交換をおすすめします。

アンテナケーブルとは

お部屋の広さと必要なケーブル長さの目安

接栓の取付
動画はこちら

２K放送と新4K8K衛星放送ではテレビ受信機への最低入力レベルは変わりませんが、壁面テレビ端子の出力レベルではケーブルや分波器など
の挿入損失を考慮する必要があるため、新4K8K衛星放送に対応した同軸ケーブルをご利用ください。

2K放送
1032～2071MHz

新4K8K衛星放送
2224～3224MHz

テレビ受信器入力レベル テレビ端子出力レベル

48dBμV以上

48dBμV以上

52dBμV以上

54dBμV以上

テレビ端子の出力レベルはテレビ受信器の最低入力レベルに対しケーブル・分波器などの挿入損失を考慮して以下のレベルになる様JCTEA※1の標準規
格で規定されています。※2

※1  一般社団法人 日本CATV技術協会　　※2  JCTEA STD-013-4.0　※表中レベル数値はテレビ受信器に表示される「アンテナレベル」とは異なります。
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T4975584506087

アンテナケーブル（同軸ケーブル）アンテナケーブル（同軸ケーブル）

シールドプラグ付 2Cケーブル（両端ストレートプラグ）

シールドプラグ付 4Cケーブル（両端ストレートプラグ）

型番 4JW1SSS(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

型番 4JW1RSSS(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量90g

■1m■両端ストレートプラグ ■片側L形プラグ・片側ストレートプラグ

■両端F形プラグ ■片側L形プラグ・片側F形プラグ

■1.5m

■1m ■2m ■3m

■1m ■2m ■3m

■1m ■2m ■3m

T4975584506100

型番 4JW3SSS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

T4975584506094

型番 4JW2SSS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

■2m ■3m

T4975584506117

型番 4JW5SSS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

■5m ■8m

T4975584506582

型番 4JW8SSS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量320g

■5m ■8m

T4975584506599

型番 4JW8SSSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量320g

T4975584506414

型番 4JW5SSSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

T4975584506407

型番 4JW3SSSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

T4975584506391

型番 4JW2SSSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

T4975584506360

型番 4JW1SSSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

ストレートプラグ
ワンタッチで接続

L形プラグ
狭い場所でも
ワンタッチで接続

ストレートプラグ
ワンタッチで接続

F形プラグ
ネジ式でしっかり接続

F形プラグ
ネジ式でしっかり接続

ストレートプラグ
ワンタッチで接続

L形プラグ
狭い場所でも
ワンタッチで接続

F形プラグ
ネジ式でしっかり接続

型番 4JW1RSSSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量90g

■1.5m

T4975584506377

T4975584506384

T4975584506056

型番 2JW2SSS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584506063

型番 2JW3SSS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

T4975584506193

型番 2JW1SSSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g 

T4975584506223

型番 2JW2SSSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584506230

型番 2JW3SSSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

T4975584506049

型番 2JW1SSS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g 

シールドプラグ付ケーブルラインアップ

ケーブル色 ケーブル
長さ

ケーブル色 ケーブル
長さ白 黒 白 黒

2JW1SSS（B） 2JW1SSSB（B） 1m 4JW1SSS（B） 4JW1SSSB（B） 1m
2JW2SSS（B） 2JW2SSSB（B） 2m 4JW1RSSS（B） 4JW1RSSSB（B）1.5m
2JW3SSS（B） 2JW3SSSB（B） 3m 4JW2SSS（B） 4JW2SSSB（B） 2m

4JW3SSS（B） 4JW3SSSB（B） 3m
4JW5SSS（B） 4JW5SSSB（B） 5m
4JW8SSS（B） 4JW8SSSB（B） 8m▲

20～21ページ

ケーブル色 ケーブル
長さ

ケーブル色 ケーブル
長さ白 黒 白 黒

2JW1SLS（B） 2JW1SLSB（B） 1m 4JW1SLS（B） 4JW1SLSB（B） 1m
2JW2SLS（B） 2JW2SLSB（B） 2m 4JW2SLS（B） 4JW2SLSB（B） 2m
2JW3SLS（B） 2JW3SLSB（B） 3m 4JW3SLS（B） 4JW3SLSB（B） 3m
2JW5SLS（B） 2JW5SLSB（B） 5m 4JW5SLS（B） 4JW5SLSB（B） 5m

4JW7SLS（B） - 7m
4JW8SLS（B） 4JW8SLSB（B） 8m
4JW10SLS（B） - 10m▲

22ページ

ケーブル色 ケーブル
長さ

ケーブル色 ケーブル
長さ白 黒 白 黒

2JW1FFS（B） - 1m 4JW1FFS（B） 4JW1FFSB（B） 1m
2JW2FFS（B） - 2m 4JW2FFS（B） 4JW2FFSB（B） 2m
2JW3FFS（B） - 3m 4JW3FFS（B） 4JW3FFSB（B） 3m

4JW5FFS（B） 4JW5FFSB（B） 5m
4JW7FFS（B） - 7m
4JW10FFS（B） - 10m▲

23ページ

ケーブル色 ケーブル
長さ

ケーブル色 ケーブル
長さ白 黒 白 黒

2JW1FLS（B） 2JW1FLSB（B） 1m 4JW1FLS（B） 4JW1FLSB（B） 1m
2JW2FLS（B） 2JW2FLSB（B） 2m 4JW2FLS（B） 4JW2FLSB（B） 2m
2JW3FLS（B） 2JW3FLSB（B） 3m 4JW3FLS（B） 4JW3FLSB（B） 3m

4JW5FLS（B） 4JW5FLSB（B） 5m▲

24ページ
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T4975584506087

アンテナケーブル（同軸ケーブル）アンテナケーブル（同軸ケーブル）

シールドプラグ付 2Cケーブル（両端ストレートプラグ）

シールドプラグ付 4Cケーブル（両端ストレートプラグ）

型番 4JW1SSS(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

型番 4JW1RSSS(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量90g

■1m■両端ストレートプラグ ■片側L形プラグ・片側ストレートプラグ

■両端F形プラグ ■片側L形プラグ・片側F形プラグ

■1.5m

■1m ■2m ■3m

■1m ■2m ■3m

■1m ■2m ■3m

T4975584506100

型番 4JW3SSS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

T4975584506094

型番 4JW2SSS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

■2m ■3m

T4975584506117

型番 4JW5SSS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

■5m ■8m

T4975584506582

型番 4JW8SSS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量320g

■5m ■8m

T4975584506599

型番 4JW8SSSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量320g

T4975584506414

型番 4JW5SSSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

T4975584506407

型番 4JW3SSSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

T4975584506391

型番 4JW2SSSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

T4975584506360

型番 4JW1SSSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

ストレートプラグ
ワンタッチで接続

L形プラグ
狭い場所でも
ワンタッチで接続

ストレートプラグ
ワンタッチで接続

F形プラグ
ネジ式でしっかり接続

F形プラグ
ネジ式でしっかり接続

ストレートプラグ
ワンタッチで接続

L形プラグ
狭い場所でも
ワンタッチで接続

F形プラグ
ネジ式でしっかり接続

型番 4JW1RSSSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量90g

■1.5m

T4975584506377

T4975584506384

T4975584506056

型番 2JW2SSS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584506063

型番 2JW3SSS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

T4975584506193

型番 2JW1SSSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g 

T4975584506223

型番 2JW2SSSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584506230

型番 2JW3SSSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

T4975584506049

型番 2JW1SSS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g 

シールドプラグ付ケーブルラインアップ
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T4975584505769 T4975584505776

T4975584506131 T4975584506148 T4975584506155 T4975584506612

T4975584506568

T4975584506247 T4975584506254 T4975584506261 T4975584506278 T4975584506575

T4975584505585 T4975584505592

T4975584505547 T4975584505554 T4975584505561 T4975584505578

T4975584505509 T4975584505516 T4975584505523 T4975584506605

シールドプラグ付 2Cケーブル（両端F形プラグ）シールドプラグ付 2Cケーブル（片側L形プラグ、片側ストレートプラグ）

シールドプラグ付 4Cケーブル（両端F形プラグ）

■1m ■2m ■3m ■5m

型番 2JW5SLSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量135g

型番 2JW3SLSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

型番 2JW2SLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

型番 2JW1SLSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g

■1m ■2m ■3m ■5m

型番 4JW5SLSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

型番 4JW3SLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

型番 4JW2SLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

型番 4JW1SLSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

■1m ■2m ■3m ■5m

型番 4JW8SLSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量320g

■8m

■8m

■1m

型番 2JW1SLS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g

■2m

型番 2JW2SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

■3m

型番 2JW3SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

■5m

型番 2JW5SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量135g

■1m

T4975584505684

型番 2JW1FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g

■2m

T4975584505691

型番 2JW2FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

■3m

T4975584505707

型番 2JW3FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

■1m ■2m ■3m ■5m

■7m

型番 4JW7SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ30×直径145㎜
質量250g

■10m

型番 4JW10SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ45×直径150㎜
質量350g

■7m

型番 4JW7FFS(B)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ30×直径145㎜
質量250g

■10m

型番 4JW10FFS(B)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ45×直径150㎜
質量350g

■1m

型番 4JW1SLS(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

■2m

型番 4JW2SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

■3m

型番 4JW3SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

■5m

型番 4JW5SLS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

型番 4JW8SLS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量320g

T4975584505721

T4975584506322

型番 4JW1FFSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

型番 4JW1FFS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584505738

T4975584506339

型番 4JW2FFSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

型番 4JW2FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

T4975584505745

T4975584506346

型番 4JW3FFSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

型番 4JW3FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60奥×行40㎜
質量165g

T4975584505752

T4975584506353

型番 4JW5FFSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

型番 4JW5FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。 2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

シールドプラグ付 4Cケーブル（片側L形プラグ、片側ストレートプラグ）
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T4975584505769 T4975584505776

T4975584506131 T4975584506148 T4975584506155 T4975584506612

T4975584506568

T4975584506247 T4975584506254 T4975584506261 T4975584506278 T4975584506575

T4975584505585 T4975584505592

T4975584505547 T4975584505554 T4975584505561 T4975584505578

T4975584505509 T4975584505516 T4975584505523 T4975584506605

シールドプラグ付 2Cケーブル（両端F形プラグ）シールドプラグ付 2Cケーブル（片側L形プラグ、片側ストレートプラグ）

シールドプラグ付 4Cケーブル（両端F形プラグ）

■1m ■2m ■3m ■5m

型番 2JW5SLSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量135g

型番 2JW3SLSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

型番 2JW2SLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

型番 2JW1SLSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g

■1m ■2m ■3m ■5m

型番 4JW5SLSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

型番 4JW3SLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

型番 4JW2SLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

型番 4JW1SLSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

■1m ■2m ■3m ■5m

型番 4JW8SLSB(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量320g

■8m

■8m

■1m

型番 2JW1SLS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g

■2m

型番 2JW2SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

■3m

型番 2JW3SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

■5m

型番 2JW5SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量135g

■1m

T4975584505684

型番 2JW1FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g

■2m

T4975584505691

型番 2JW2FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

■3m

T4975584505707

型番 2JW3FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

■1m ■2m ■3m ■5m

■7m

型番 4JW7SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ30×直径145㎜
質量250g

■10m

型番 4JW10SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ45×直径150㎜
質量350g

■7m

型番 4JW7FFS(B)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ30×直径145㎜
質量250g

■10m

型番 4JW10FFS(B)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ45×直径150㎜
質量350g

■1m

型番 4JW1SLS(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

■2m

型番 4JW2SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

■3m

型番 4JW3SLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

■5m

型番 4JW5SLS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

型番 4JW8SLS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量320g

T4975584505721

T4975584506322

型番 4JW1FFSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

型番 4JW1FFS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584505738

T4975584506339

型番 4JW2FFSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

型番 4JW2FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

T4975584505745

T4975584506346

型番 4JW3FFSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

型番 4JW3FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60奥×行40㎜
質量165g

T4975584505752

T4975584506353

型番 4JW5FFSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

型番 4JW5FFS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。 2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

シールドプラグ付 4Cケーブル（片側L形プラグ、片側ストレートプラグ）
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T4975584506001 T4975584506490 T4975584506506

シールドプラグ付 2Cケーブル（片側L形プラグ、片側Ｆ形プラグ）

シールドプラグ付 4Cケーブル（片側L形プラグ、片側Ｆ形プラグ）

■1m ■2m ■3m ■5m

■1m ■2m ■3m

同軸ケーブル（4Cケーブル）

同軸ケーブル（5Cケーブル）

型番 S4CFB10SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ45×直径145㎜
質量340g

■10m

型番 S4CFB20SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ53×直径170㎜
質量680g

■20m

型番 S4CFB30SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ58×直径190㎜
質量1030g

■30m

■1m ■2m ■3m

■1m ■2m ■3m ■5m

■3m

T4975584505912

型番 S4CFB3S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ260×幅90㎜
質量110g

■5m

T4975584505929

型番 S4CFB5S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ260×幅140㎜
質量180g

■10m

T4975584505936

型番 S4CFB10S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ45×直径145㎜
質量340g

■20m

T4975584505943

型番 S4CFB20S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ53×直径170㎜
質量680g

■30m

T4975584505950

型番 S4CFB30S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ58×直径190㎜
質量1030g

■3m

T4975584505967

型番 S5CFB3S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ260×幅90㎜
質量160g

■5m

T4975584505974

型番 S5CFB5S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ260×幅140㎜
質量260g

■30m

型番 S5CFB30S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ56×直径225㎜
質量1510g

■20m

T4975584505998

型番 S5CFB20S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ55×直径175㎜
質量1000g

■10m

T4975584505981

型番 S5CFB10S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ58×直径160㎜
質量500g

T4975584506186

型番 2JW3FLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

T4975584505622

型番 2JW3FLS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

T4975584506308

型番 4JW3FLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

T4975584505660

型番 4JW3FLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

T4975584506315

型番 4JW5FLSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

T4975584505677

型番 4JW5FLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

T4975584506285

T4975584506162

型番 4JW1FLSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

型番 2JW1FLSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g

T4975584505608

型番 2JW1FLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g

T4975584505646

型番 4JW1FLS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584506292

T4975584506179

型番 4JW2FLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

型番 2JW2FLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584505615

型番 2JW2FLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584505653

型番 4JW2FLS(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

T4975584506445 T4975584506452 T4975584506469

型番 S5CFB10SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ58×直径160㎜
質量500g

■10m

型番 S5CFB20SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ55×直径175㎜
質量1000g

■20m

型番 S5CFB30SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ56×直径225㎜
質量1510g

■30m

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。 2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

T4975584506513
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T4975584506001 T4975584506490 T4975584506506

シールドプラグ付 2Cケーブル（片側L形プラグ、片側Ｆ形プラグ）

シールドプラグ付 4Cケーブル（片側L形プラグ、片側Ｆ形プラグ）

■1m ■2m ■3m ■5m

■1m ■2m ■3m

同軸ケーブル（4Cケーブル）

同軸ケーブル（5Cケーブル）

型番 S4CFB10SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ45×直径145㎜
質量340g

■10m

型番 S4CFB20SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ53×直径170㎜
質量680g

■20m

型番 S4CFB30SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ58×直径190㎜
質量1030g

■30m

■1m ■2m ■3m

■1m ■2m ■3m ■5m

■3m

T4975584505912

型番 S4CFB3S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ260×幅90㎜
質量110g

■5m

T4975584505929

型番 S4CFB5S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ260×幅140㎜
質量180g

■10m

T4975584505936

型番 S4CFB10S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ45×直径145㎜
質量340g

■20m

T4975584505943

型番 S4CFB20S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ53×直径170㎜
質量680g

■30m

T4975584505950

型番 S4CFB30S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ58×直径190㎜
質量1030g

■3m

T4975584505967

型番 S5CFB3S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ260×幅90㎜
質量160g

■5m

T4975584505974

型番 S5CFB5S(P)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ260×幅140㎜
質量260g

■30m

型番 S5CFB30S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ56×直径225㎜
質量1510g

■20m

T4975584505998

型番 S5CFB20S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ55×直径175㎜
質量1000g

■10m

T4975584505981

型番 S5CFB10S(P)
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ58×直径160㎜
質量500g

T4975584506186

型番 2JW3FLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

T4975584505622

型番 2JW3FLS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量99g

T4975584506308

型番 4JW3FLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

T4975584505660

型番 4JW3FLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行40㎜
質量165g

T4975584506315

型番 4JW5FLSB(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

T4975584505677

型番 4JW5FLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅85×奥行50㎜
質量240g

T4975584506285

T4975584506162

型番 4JW1FLSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

型番 2JW1FLSB(B)   
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g

T4975584505608

型番 2JW1FLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量57g

T4975584505646

型番 4JW1FLS(B)
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584506292

T4975584506179

型番 4JW2FLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

型番 2JW2FLSB(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584505615

型番 2JW2FLS(B) 
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅50×奥行25㎜
質量75g

T4975584505653

型番 4JW2FLS(B)  
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ220×幅60×奥行30㎜
質量121g

T4975584506445 T4975584506452 T4975584506469

型番 S5CFB10SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ58×直径160㎜
質量500g

■10m

型番 S5CFB20SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ55×直径175㎜
質量1000g

■20m

型番 S5CFB30SB(P)   
希望小売価格 オープン価格
フィルム巻寸法＝高さ56×直径225㎜
質量1510g

■30m

2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。 2K・4K・8K放送（3224MHz）に対応した製品です。

T4975584506513
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1800mm

φ31.8mm

1200mm

φ25.4mm

3500mm（
2本継ぎ時）

φ25.4mm

1800mm

φ25.4mm

■長さ3500㎜（2本継ぎ）■長さ1800㎜■長さ1200㎜

■適合マスト径φ22～40㎜/φ32～69㎜
■φ31.8㎜マスト用■φ25.4㎜マスト用

■φ31.8㎜マスト用■φ25.4㎜マスト用

■ステンレス30ｍ巻き

■長さ1800㎜

■適合マスト径φ16～32㎜/φ32～52㎜

壁面取付金具
屋根馬、突出金具は安
定した場所に設置します。
屋根馬を瓦屋根に設置
する場合は瓦の重なった
部分に脚をおきます。

アンテナマスト

マスト接続金具

ステーアンカー
（支線止め）

ステーワイヤー

クランプ

ターンバックル

マストカップリングはアンテナの
高さが不足するときマストを継ぎ
足す場合に使います。

ステー金具
マストを２本以上継いだ時はス
テー金具をマスト接続金具より
上部につけます。

インシュレーターの間隔は
５０～１mが目安です。

ステーワイヤーは４方向から
均等に張ります。

インシュレーター
（板壁用）

インシュレーター
（マスト用）

屋根馬

1コ入自己融着テープ
PT03  2m巻

1コ入ビニールテープ
10m巻

T4975584401740

型番 GRK-25N-B2
希望小売価格 240円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ170×幅90㎜
質量65g

T4975584401757

型番 GRK-32N-B2
希望小売価格 300円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ170×幅90㎜
質量85g

T4975584401825

型番 SW302SB
希望小売価格 2,590円（税抜）
フィルム巻寸法＝高さ20×直径170㎜　質量522g

T4975584401832

型番 SH-650-B2
希望小売価格 2,310円（税抜）
パック寸法＝高さ250×幅166×奥行40㎜　質量215g

T4975584401801

型番 PT08B
希望小売価格 1,730円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ250×幅120㎜　質量329g

T4975584401641

型番 PT07B
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅86×奥行39㎜　質量200g

T4975584400477

型番 MZ-350
希望小売価格 2,970円（税抜）
寸法＝φ25.4×3,500㎜（全長）　個装なし　質量2.2kg

T4975584400224

型番 MZ-180
希望小売価格 1,390円（税抜）
寸法＝φ25.4×1,800㎜（全長）　個装なし　質量1.0kg

T4975584400217

型番 MZ-120
希望小売価格 1,000円（税抜）
寸法＝φ25.4×1,200㎜（全長）　個装なし　質量0.75kg

T4975584401795

型番 PT02B
希望小売価格 3,450円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ250×幅120㎜　質量469g

T4975584496814

型番 AM18321H
希望小売価格 3,000円（税抜）
寸法＝φ31.8×1,800㎜（1806㎜キャップ含む）
個装なし　質量2.4kg

T4975584401771

型番 MCP-25N-B2
希望小売価格 310円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ250×幅85㎜
質量166g

T4975584401788

型番 MCP-32N-B2
希望小売価格 400円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ250×幅85㎜
質量266g

T4975584401733

型番 PT04B
希望小売価格 750円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ寸法）＝高さ170×幅85㎜　質量65g

T4975584401665

型番 LC-3-B2
希望小売価格 410円（税抜）
パック寸法＝高さ170×幅86×奥行30㎜　質量50g

T4975584401689

型番 LC-123-B2
希望小売価格 490円（税抜）
パック寸法＝高さ170×幅86×奥行30㎜　質量120g

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

アンテナマストにステーワイヤー（支線）を固定する時に使用します ステーワイヤー（支線）の取り付けに
使用します

アンテナマストを支える時に使用します

アンテナを太いマストに取り付ける時に
使用します

ステーワイヤー（支線）の張りを調整
する時に使用します

アンテナを太いマストに取り付ける時に
使用します

アンテナマストをつなぎあわせる時に使用します

アンテナケーブルを屋内で固定する時
に使用します

アンテナケーブルをマスト・柱・板壁および
屋内に固定する時に使用します

φ32mm
マスト用
溶融亜鉛メッキ

φ25mm
マスト用
溶融亜鉛メッキ

マスト

マスト

マスト

マスト

φ32mm
マスト用
溶融亜鉛メッキ

φ25mm
マスト用
溶融亜鉛メッキ

30m
巻

φ2.5mm
ワイヤー、釘
ステンレス

φ1.6mm
ステンレス線

4 本
入

4 コ
入

本体
アルミダイカスト
ボルト類
ステンレス

マスト側

アンテナ
側

適合径　
アンテナ側：φ22～40mm
マスト側：φ32～69mm

鉄製電気
亜鉛メッキ
仕様

マスト側

アンテナ
側

適合径　
アンテナ側：φ16～32mm
マスト側：φ32～52mm

2コ入
マスト用

3コ入
板壁用 クランプ

10コ入
20コ入

5C以下の
ケーブル用
木ネジでの
固定

パーツパーツパーツパーツ 2K及び4K・8K対応製品にお使いいただけます。2K及び4K・8K対応製品にお使いいただけます。

ステー金具

マスト接続金具

インシュレーターセット クランプ 接栓防水用テープ

ステーワイヤー ステーアンカー（支線止め） クロスマウント

クロスマウント

リブパイプ

ターンバックル アンテナマスト
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1800mm

φ31.8mm

1200mm

φ25.4mm

3500mm（
2本継ぎ時）

φ25.4mm

1800mm

φ25.4mm

■長さ3500㎜（2本継ぎ）■長さ1800㎜■長さ1200㎜

■適合マスト径φ22～40㎜/φ32～69㎜
■φ31.8㎜マスト用■φ25.4㎜マスト用

■φ31.8㎜マスト用■φ25.4㎜マスト用

■ステンレス30ｍ巻き

■長さ1800㎜

■適合マスト径φ16～32㎜/φ32～52㎜

壁面取付金具
屋根馬、突出金具は安
定した場所に設置します。
屋根馬を瓦屋根に設置
する場合は瓦の重なった
部分に脚をおきます。

アンテナマスト

マスト接続金具

ステーアンカー
（支線止め）

ステーワイヤー

クランプ

ターンバックル

マストカップリングはアンテナの
高さが不足するときマストを継ぎ
足す場合に使います。

ステー金具
マストを２本以上継いだ時はス
テー金具をマスト接続金具より
上部につけます。

インシュレーターの間隔は
５０～１mが目安です。

ステーワイヤーは４方向から
均等に張ります。

インシュレーター
（板壁用）

インシュレーター
（マスト用）

屋根馬

1コ入自己融着テープ
PT03  2m巻

1コ入ビニールテープ
10m巻

T4975584401740

型番 GRK-25N-B2
希望小売価格 240円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ170×幅90㎜
質量65g

T4975584401757

型番 GRK-32N-B2
希望小売価格 300円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ170×幅90㎜
質量85g

T4975584401825

型番 SW302SB
希望小売価格 2,590円（税抜）
フィルム巻寸法＝高さ20×直径170㎜　質量522g

T4975584401832

型番 SH-650-B2
希望小売価格 2,310円（税抜）
パック寸法＝高さ250×幅166×奥行40㎜　質量215g

T4975584401801

型番 PT08B
希望小売価格 1,730円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ250×幅120㎜　質量329g

T4975584401641

型番 PT07B
希望小売価格 オープン価格
パック寸法＝高さ170×幅86×奥行39㎜　質量200g

T4975584400477

型番 MZ-350
希望小売価格 2,970円（税抜）
寸法＝φ25.4×3,500㎜（全長）　個装なし　質量2.2kg

T4975584400224

型番 MZ-180
希望小売価格 1,390円（税抜）
寸法＝φ25.4×1,800㎜（全長）　個装なし　質量1.0kg

T4975584400217

型番 MZ-120
希望小売価格 1,000円（税抜）
寸法＝φ25.4×1,200㎜（全長）　個装なし　質量0.75kg

T4975584401795

型番 PT02B
希望小売価格 3,450円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ250×幅120㎜　質量469g

T4975584496814

型番 AM18321H
希望小売価格 3,000円（税抜）
寸法＝φ31.8×1,800㎜（1806㎜キャップ含む）
個装なし　質量2.4kg

T4975584401771

型番 MCP-25N-B2
希望小売価格 310円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ250×幅85㎜
質量166g

T4975584401788

型番 MCP-32N-B2
希望小売価格 400円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ含む）＝高さ250×幅85㎜
質量266g

T4975584401733

型番 PT04B
希望小売価格 750円（税抜）
ポリ袋寸法（フラップ寸法）＝高さ170×幅85㎜　質量65g

T4975584401665

型番 LC-3-B2
希望小売価格 410円（税抜）
パック寸法＝高さ170×幅86×奥行30㎜　質量50g

T4975584401689

型番 LC-123-B2
希望小売価格 490円（税抜）
パック寸法＝高さ170×幅86×奥行30㎜　質量120g

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

溶融
亜鉛メッキ
仕様

アンテナマストにステーワイヤー（支線）を固定する時に使用します ステーワイヤー（支線）の取り付けに
使用します

アンテナマストを支える時に使用します

アンテナを太いマストに取り付ける時に
使用します

ステーワイヤー（支線）の張りを調整
する時に使用します

アンテナを太いマストに取り付ける時に
使用します

アンテナマストをつなぎあわせる時に使用します

アンテナケーブルを屋内で固定する時
に使用します

アンテナケーブルをマスト・柱・板壁および
屋内に固定する時に使用します

φ32mm
マスト用
溶融亜鉛メッキ

φ25mm
マスト用
溶融亜鉛メッキ

マスト

マスト

マスト

マスト

φ32mm
マスト用
溶融亜鉛メッキ

φ25mm
マスト用
溶融亜鉛メッキ

30m
巻

φ2.5mm
ワイヤー、釘
ステンレス

φ1.6mm
ステンレス線

4 本
入

4 コ
入

本体
アルミダイカスト
ボルト類
ステンレス

マスト側

アンテナ
側

適合径　
アンテナ側：φ22～40mm
マスト側：φ32～69mm

鉄製電気
亜鉛メッキ
仕様

マスト側

アンテナ
側

適合径　
アンテナ側：φ16～32mm
マスト側：φ32～52mm

2コ入
マスト用

3コ入
板壁用 クランプ

10コ入
20コ入

5C以下の
ケーブル用
木ネジでの
固定

パーツパーツパーツパーツ 2K及び4K・8K対応製品にお使いいただけます。2K及び4K・8K対応製品にお使いいただけます。

ステー金具

マスト接続金具

インシュレーターセット クランプ 接栓防水用テープ

ステーワイヤー ステーアンカー（支線止め） クロスマウント

クロスマウント

リブパイプ

ターンバックル アンテナマスト
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● 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関する
　ご注意　

●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。

詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。
保証について

■受付時間 9：30～17：00
　（夏期・年末年始休暇は除く）
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
　なれない場合 ： 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
　となっております。

カスタマーセンター 土・日・祝日もご利用ください！

スマートフォンで
各種設定方法が

  わかる➡

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

製品に関する 
お困りごとを解決！

0570-033-083

S 1 5 6 - 1 0

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷１丁目2番2号
2019年 9 月作成  EK-K-EZ3 Ⓡ

未来へ、環境負荷ゼロへ

DXアンテナ「ECOマーク」 ECOマークについて…
欧州議会で承認されたRoHS指令に基づき､DXアンテナではその規制対象6物質（鉛､水銀､カドミウム、6
価クロム、特定臭素系難燃剤（PBB、PBDE））などの全廃を推進し、各製品で的確にRoHS対応を達成し
ました。
さらに、土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、
消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアーした製品にＥＣＯマークを表示しています。

使用マーク一覧

FM FM帯対応AM AM帯対応HF HF帯対応

対応周波数表示マーク

適合マーク

VHF VHF帯対応
FM
パス

VHF
パス

UHF
パス

BS
パス

CS
パス

CATV
パス 帯域通過を示すV-Low

パス

CATV CATV対応

UHF UHF帯対応 V-Low帯対応V-Low

CATV
00～00MHz

CATV対応
周波数

2K・4K・8K
放送対応

その他のマーク

ECOマーク表示機種

受注
生産 受注生産品

近日発売品近日
発売

在庫限定品在庫
限り

高シールドマーク
適合品

JEITAハイシールド
表示機種

 RoHS指令適合品

CS
0000MHz

CS-IF 帯上限
周波数

BS BS-IF 帯対応

高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスな
どとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基
にシールド性を高めた製品であることを示します。

JEITAスーパーハイビジョン
マーク表示機種

SHマーク（スーパーハイビジョン受信マーク）は、BS・110
度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団
法人　電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の
性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛
星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマーク
です。

CS
110度 CS110度対応

2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度
CSにて既に放送されている2K放送と4K・
8K放送（新4K8K衛星放送）に対応した機器
（3224MHz）であることを示します。

HS（ハイシールドマーク）は、一般社団法人 電子情報技
術産業協力で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中
間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する
機器に付与されるシンボルマークです。




