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ACT-2400　シリーズ　
2.4G帯　デジタル　ワイアレスマイク　システム



ACT-2400　シリーズ　デジタル　ワイアレス　システム

*　ACT-2400シリーズは４レシーバー モデル：
　ハーフラック1Ch、ハーフラック2Ch、
　フルラック2Ch、フルラック4Ch/ メタルシャーシー
*　有機EL画面採用：応答速度が速く、広角かつクリアーに動作情報を表示
*　2.4GHzの安定したデジタルFSK(Frequency Shift Keying/周波数偏移変調)変調回路採用
*　デュアル チューナー トゥルーダイバシティ受信を採用、100m伝送を実現
*　12のプリセット チャンネル
*　安定した受信ができるFHSS(Fewquency Hopping Spread Spectrum/ 周波数     
　ホッピング方式)を採用、各チャンネル毎に4つのプリセットホッピング周波数を   
　備え、耐障害性が高く通信の秘匿性にも優位性を備えています。
*　独自のトラッキングアルゴリズムと1～64のIDコード設定により、Wi-Fiや2.4GHz通信機器からの干渉が防げます。
*　チャンネル オートスキャン機能で干渉の少ないチャンネルが一目瞭然、最適なチャンネル選択ができます
*　精度の高いPCBは堅牢なスティールシャーシーに実装
*　アンテナは前面パネルの左右に固定、安定した受信を可能にしています。
*　24bit/44.1KHz、20Hz～20KHz<2dB、S/N>115dB(A)、THD<0.1%、
　レイテンシー<4ms：高ダイナミックレンジ、高忠実特性を備え録音や楽器音伝送 に威力を発揮
*　世界初ACT™機能により、本体ACTボタンを押すのみで簡単に素早くトランスミッターのチャンネル設定
*　2Chモデルにはミックス出力装備
*　用途に合わせたトランスミッターが選べます：ハンドヘルドマイク（プレミアム コンデンサー マイク/スーパーカーディオイド）、
　ボディーパック（プレミアムラベリア マイク/ヘッドマイク：モデルにより標準装備）

有機ELの大型表示で状況が一目で判ります

トランスミッターIDコード

トランスミッター出力パワー H / L

オーディオ信号状態

トランスミッター　バッテリー残量

レシーバー　チャンネル

設定チャンネル向き（左：Ch1/右：Ch2)

ACT-2414　
フルラック　4Chレシーバー

ACT-2412　
フルラック　2Chレシーバー

ACT-2402　
ハーフラック　2Chレシーバー

ACT-2401　
ハーフラック　1Chレシーバー

チャンネルコード設定
Ch1～Ch12の選択

IDコード設定
チャンネル毎に64通りの
ID設定が可能

出力パワー設定
Hi:10mW/Lo:2mW

オーディオ出力設定
-10～+20ｄB

EQ設定
フラット/ローカット

スキャン機能
Ch1～Ch12の電波状況をスキャン
干渉が少ないチャンネルが選べます

機能設定画面

アンバランス　オーディオ出力ジャック
バランス　オーディオ出力ジャック
ミックス出力スイッチ
Ch2アンバランス/ミックスオーディオ出力ジャック
DC入力ジャック

有機EL画面
Ch1/Ch2切替ボタン
ACT同期ボタン

アンテナ
電源スイッチ
設定ロータリ

ACT-2400シリーズは2.4G帯のデジタル　ワイアレス　システムでデジタルFSK周波数偏移変調、FHSS周波数ホッピング技術、　
デュアルチューナー　トゥルーダイバシティー受信、独自のトラッキングアルゴリズムの採用により高音質と安定性を提供します。

マイプロ社は1995年ワイアレス　マイク専業メーカとして創業、R&Dを先行し”革新”、”品質”、”ユーザー満足”に徹し、プロフェッショナル市場に特化した
ワイアレス　マイク　システムを提供し続けてきました。　その技術力は業界をリード、欧米ブランドへのOEM供給をはじめ、MIPROブランドで世界80か
国以上で認められています。　独自のマイクカプセルをはじめワイアレス　システムの一貫生産により高品質製品をお届けします。



MU-53L MU-53LS MU-55L MU-55LS

MU-13
MU-23 MU-23d

ＭＵ-210 ＭＵ-210d

MU-53HN MU-53HNS MU-55HN MU-55HNS

*　バッテリー状態を示す明るいLED
*　グリルとバッテリーハウジングを一体化したデザイン（特許）は
　グリルが簡単に取外せリチューム電池交換が簡単で、また充電
　器でトランスミッターが直接充電できます（MP-80使用時）
*　独自のマルチ・レイヤー メタル グリルの採用によりマイクカプセ
　ルを衝撃やポップノイズから守ると共にクリアーなサウンドを
　提供します
*　専用のマイクカプセル サスペンションにより振動やタッチノイズ
　を低減、自然な集音ができます
*　高性能スパーカーディオイド コンデンサー カプセル（MU-80）を
　標準搭載、用途に合わせてプレミアム コンデンサーや　　　　
　ダイナミック カプセル（オプション）へ簡単に交換可能
*　世界初ACT™機能により簡単に素早くチャンネル設定が可能
　（MIPRO特許）
*　環境にやさしい充電式を採用
*　On/Offスイッチ（リアーキャップの差替えでOnに固定）

豊富な高性能プレミアム マイク カプセルを用意、シーンに合せて簡単に交換可能
MU-90 コンデンサー、スーパーカーディオイド
MU-80 コンデンサー、スーパーカーディオイド（標準搭載）
MU-70 コンデンサー、カーディオイド
MU-59 ダイナミック、スーパーカーディオイド
MU-39 ダイナミック、スーパーカーディオイド

*　堅牢なプラスティック コンパクト デザイン
*　バッテリー状態を示すバッテリーメーター搭載、
　低残量時赤色表示
*　独特なバッテリー カバー デザインにより設定変更が容易に
　できると共に、不意の誤設定が防げます
*　ミュート/AFボタン： LEDはオーディオミュート状態を表示
*　リモート ミュート スイッチ ケーブルMU-70（オプション）用
　コネクター
*　ACTボタンをタッチし、トランスミッターとレシーバーの同期が　
　自動的におこなわれます
*　マイクまたはギター/ライン入力用にインピーダンスが選べます
*　ラベリア　/　ヘッドセット型マイク、ギター用 ネジロック式　　　
　Mini-XLR入力コネクター
*　環境にやさしい充電式を採用
*　豊富なヘッドセット型マイク、ラベリアマイクをラインアップ
　(1Chパッケージ　システムには標準搭載モデルあり）

ボディーパック用プレミアム ヘッドセット型マイク
MU-13 　3mm　プロ 無指向性、片耳掛け、ブーム固定、ベージュ
MU-23 　3mm プロ 無指向性、両耳掛け、ブーム固定、ベージュ
MU-23ｄ 　3mm プロ 無指向性、両耳掛け、ブーム着脱、ベージュ
MU-210 10mm プロ 単一指向性、両耳掛け、ブーム固定、ベージュ、防滴
MU-210d 10mm プロ 単一指向性、両耳掛け、ブーム着脱、ベージュ、防滴
MU-53HN/MU-53HNS プレミアム 10mm 単一指向性、黒/ベージュ、防滴
MU-55HN/MU-55HNS プロ 4.5mm 無指向性、黒/ベージュ、防滴

*　ハンドヘルドマイク、ボディーパック　トランスミッターは高効率　
　回路デザインと高充電容量ICR18500充電式リチューム電池採用に
　より長時間駆動が可能。　
　電池は簡単に取外し交換ができ充電器MP20（附属）で充電が可能
　充電器MP80（オプション）ではハンドヘルドマイクやボディーパッ
　クのままで充電可能
　600回の充放電サイクル、25分急速充電で1時間、4時間フル充電
　で10時間以上の動作

MU-39MU-59MU-70ＭＵ-80ＭＵ-90

コンデンサー　カプセル　　　　　　　　ダイナミック　カプセル

ボディーパック用ラベリア マイク
MU-53L/MU-53LS プレミアム 10mm 単一指向性、黒/ベージュ
MU-55L/MU-55LS プレミアム 4.5ｍｍ 無指向性、黒/ベージュ

ACT-24TC 　ボディーパック トランスミッターACT-24HC　ハンドヘルド トランスミッター

ACT-24HC　ハンドヘルド　トランスミッター
（MU-80　プレミアム　コンデンサー、スーパーカーディオイド　カプセル搭載） ACT-24TC　ボディーパック　トランスミッター

（ヘッドセット型マイク/ラベリアマイクはオプション、シングル
　チャンネルパッケージ　システムには標準搭載モデルあり）

MOPRO独自のマルチ　レイヤー　メタルグリル構造



ＳＷ-20　カラーフォーム
　ウィンドスクリーン

仕様  　2.4G　デジタル　ワイアレス　レシーバー   

モデル  　　ACT-2401 　　　　ACT-2402　　　　ACT-2412　　　　ACT-2414

チャンネル 　　　 　　　　1 　　　　　　2 　　2 　　　　　4

シャーシー　EIA19”　 　　ハーフラック、メタルシャーシー　フルラック、メタルシャーシー 

ディスプレー 　　　 　有機EL   

周波数バンド 　　　 　ISM 2.4GHｚ、日本2.4G認定取得済   

バンド幅  　83MHｚ   

プリセット周波数 　12   

伝送方式  　FHSS(Fewquency Hopping Spread Spectrum/ 周波数ホッピング方式、

  　各チャンネル4つのプリセット ホッピング周波数  

受信モード 　　　 　デュアル チューナー デジタル ダイバシティ―   

オーディオ サンプリング　 　24bit / 44.1KHｚ   

感度  　-95dBm   

S/N  　>115dB(A)   

T.H.D  　0.1%@1KHz   

周波数特性 　　　 　20Hz～20KHz(-2dB)   

出力コネクター 　XLR（バランス）、1/4”フォン（アンバランス）   

オーディオ出力レベル　　　0dB（標準）、-10～+20dB（1dBステップ）可変　   

レイテンシー 　　　 　<4.0ms  

チャンネル設定 　ACT同期   

アンテナ  　2ｘ50Ω 固定アンテナ   

電源  　外部AC電源アダプター   

消費電力  　　　1.6W 　　　　2.4W 　2.4W　　　　　　4.8W

寸法  　210x44x180mm（8.3ｘ1.7ｘ7.1"）　　420x44x180mm（16.5x1.7x7.1") 

重量  　　0.75Kg 　　　　0.8Kg 　1.3Kg 　　　1.5Kg

動作温度  　-10～+60℃   

トランスミッター 　ACT-24HCハンドヘルド、ACT-24TCボディーパック   

仕様  　2.4G　デジタル　ワイアレス　トランスミッター  

モデル  　　　ACT-24HC ACT-24TC

タイプ  　　　ハンドヘルド ボディーパック  

周波数レンジ 　　　 　2.4～2.4835GHｚ（日本2.4G認定取得済み） 

チャンネル設定 　ACT同期 

RF出力パワー 　　　 　10mW/2mW切換え 

伝送方式  　周波数ホッピング 

最大オーディオ入力 　6.5dBV 

インピーダンス 　--  　1MΩ

ミュート コネクター 　--  MJ-70リモート ミュート スイッチ

    ケーブル（オプション）

バッテリーメーター 　4段階（緑/赤）表示 

バッテリータイプ 　ICR18500充電式リチューム バッテリーx1（付属） 

消費電流  　138mA 

動作時間  　25分高速充電：1時間、4時間フル充電：10間以上 

寸法  　51mmΦｘ248ｍｍL 63ｍｍWｘ70ｍｍHx25mmD

重量  　255g  66g

充電器  　MP-20バッテリー充電（付属）、MP-80本体充電（オプション） 

MIPRO日本総代理店 コモドマッティーナ株式会社
〒110-0013東京都台東区入谷1-27-5 共栄入谷ビル7F
TEL 03-5808-5912 FAX 03-5808-5913
www.comodo-mattina.com

安全にお使いいただくため
*ご使用の前に”取扱説明書”をよくお読みの上、正しくお使いください。　*水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所でのご使用や設置はしないでください。
*表示されている正しい電源電圧でお使いください。 　*アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

製品の仕様、外観およびパッケージモデル構成は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
本カタログの内容は2016年10月現在のものです。

*ハーフラック　パッケージモデルは　　
専用プラスティック製キャリング　ケース
付きです。

ACT-2400　シリーズ　デジタル　ワイアレスマイク　システム

MJ-70　リモート　ミュート　スイッチ　
ケーブル（ACT-24TC用）

FB-71　ラックマウント　キット
（ハーフラック　レシーバー用）

FB-72　ラックマウント　キット
（フル　ラック　レシーバー用）

ASP-30　エアロビック　
ボディーパック　ポーチ
（ACT-24TC用）

1QEB0080-89　カラーIDキャップ（ACT-24HC用）

MP-20　充電器
ICR18500リチューム　バッテリー用
パッケージ　モデルに標準装備

MD-20　マイククランプ
（ACT-24HC用）
ハンドヘルド　パッケージに標準装備

MP-80充電器
ハンドヘルド/ボディーパック　トランスミッターを直接充電

ACT-2400パッケージシステム構成 ( お得なパッケージシステム　）

   ACT-2401 ACT-2402 ACT-2412 ACT-2414 ACT-24HC ACT-24TC MD-20 MP-20　　　MU-40G　　MU-53L　　MU-53HN　　ケース 

　ACT-2401-HC

　ACT-2401-TC

　ACT-2401-TCG

　ACT-2401-TC53L

　ACT-2401-TC+53HN

　ACT-2402-HC2

　ACT-2402-TC2

　ACT-2412-HC2

　ACT-2412-TC2

　ACT-2414-HC4

　ACT-2414-TC4

レシーバー  　　　　　トランスミッター　　　マイク　　　　　充電器 　　　ギター 　　ラベリア　ヘッドセット　　専用 
　１Ch 　　2Ch　　　　2Ch　　　　4Ch　　　ハンドヘルド　ボディパック　フォルダー　　　　　　　ケーブル　　マイク　　　マイク　　キャリング

ｘ2

ｘ2

ｘ4

ｘ2

ｘ2

ｘ4

ｘ2

ｘ2

ｘ4

パッケージ　モデル

構成ユニット

*ボディーパック　トランスミッター用　
ラベリアマイク、ヘッドセット型マイクは
記載パッケージ以外はオプションです。

オプション オプション オプション

オプション オプション オプション

オプション オプション オプション
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