
HCS-5300TD/80

デジタル赤外線トランシーバー（送受光器）

＜天井取付高 6ｍ以下用＞

■ IEC60914 準拠

■ IEC61603-7、DQPSK デジタル変調/復調技術に

準拠した赤外線伝送キャリア周波数

■ 1～8MHｚ周波数バンド伝送、高周波駆動照明等

の干渉を排除

■ 簡単設置/施工：三脚、壁面、天井取付

■ 赤外線信号エリア内で、HCS-5100R/RA/F

デジタル赤外線レシーバーでの受光が可能

HCS-5100TD/80 デジタル赤外線トランシーバーはメ

インユニットと会議ユニット間のデジタル赤外線伝送

を行います。天井面、壁面、三脚等に取付/設置がで

きます。

表示

■電源表示ライト

接続

■ 本体には 6P-DIN（オス）プラグ付 2ｍケーブルが

付いています。専用 6P-DIN 延長ケーブルで延長

ができます。

仕様

エレクトロニクス

波長 ： 870nm

変調方式 ： DQPSK

キャリア周波数 ： 1～8MHｚ

電源 ： 33VDC（HCS-5300M から供給）

消費電流 ： 最大 410mA

コネクター ： 6P-DIN

ケーブル ： 6P-DIN（オス）プラグ付 2ｍケーブル

メインユニットまでのケーブル最長距離：60ｍ

メカニカル

取付 ： 天井面、壁面、三脚

寸法 ： 181mmφ、63mmH

重量 ： 0.5Kg

色 ： シルバー（PANTON CoolGray6C）

チャコールグレー（PANTON 426C）

白（PANTON CoolGray1C）

モデル情報

HCS-5300TD_S/80―――デジタル赤外線トランシーバー

（天井面、壁面、三脚取付、

天井取付高 6ｍ以下、三脚は別売、シルバー）

HCS-5300TD_G/80―――デジタル赤外線トランシーバー

（天井面、壁面、三脚取付、

天井取付高 6ｍ以下、三脚は別売、チャコールグレー）

HCS-5300TW_G/80―――デジタル赤外線トランシーバー

（天井面、壁面、三脚取付、

天井取付高 6ｍ以下、三脚は別売、白）

HCS-5300/80 シリーズ 次世代デジタル赤外線ワイアレス会議システム

天井面取付例

壁面取付例

三脚取付例

HCS-5300TD/80 トランシーバーカバー範囲

モデル マウント(H) カバー範囲(R)

HCS-5300TD/80 2.5-3ｍ 13ｍ

3.5-4.5ｍ 11ｍ

5.0-7.0ｍ 9ｍ

TAIDEN 日本総代理店コモドマッティーナ株式会社



HCS-5300TH/80

デジタル赤外線トランシーバー（送受光器）

＜天井取付高 6ｍ以上用＞

■ IEC60914 準拠

■ IEC61603-7、DQPSK デジタル変調/復調技術に

準拠した赤外線伝送キャリア周波数

■ 1～8MHｚ周波数バンド伝送、高周波駆動照明等

の干渉を排除

■ 簡単設置/施工：三脚、壁面、天井取付

■ 赤外線信号エリア内で、HCS-5100R/RA/F

デジタル赤外線レシーバーでの受光が可能

HCS-5100TD/80 デジタル赤外線トランシーバーはメ

インユニットと会議ユニット間のデジタル赤外線伝送

を行います。天井面、壁面、三脚等に取付/設置がで

きます。

表示

■電源表示ライト

接続

■ 本体には 6P-DIN（オス）プラグ付 2ｍケーブルが

付いています。専用 6P-DIN 延長ケーブルで延長

ができます。

仕様

エレクトロニクス

波長 ： 870nm

変調方式 ： DQPSK

キャリア周波数 ： 1～8MHｚ

電源 ： 33VDC（HCS-5300M から供給）

消費電流 ： 最大 410mA

コネクター ： 6P-DIN

ケーブル ： 6P-DIN（オス）プラグ付 2ｍケーブル

メインユニットまでのケーブル最長距離：60ｍ

メカニカル

取付 ： 天井面、壁面、三脚

寸法 ： 160mmφ、65mmH

重量 ： 0.6Kg

色 ： シルバー（PANTON CoolGray6C）

チャコールグレー（PANTON 426C）

白（PANTON CoolGray1C）

モデル情報

HCS-5300TH_S/80―――デジタル赤外線トランシーバー

（天井面、壁面、三脚取付、

天井取付高 6m 以上、三脚は別売、シルバー）

HCS-5300TH_G/80―――デジタル赤外線トランシーバー

（天井面、壁面、三脚取付、

天井取付高 6ｍ以上、三脚は別売、チャコールグレー）

HCS-5300TH_G/80―――デジタル赤外線トランシーバー

（天井面、壁面、三脚取付、

天井取付高 6ｍ以上、三脚は別売、白）

HCS-5300/80 シリーズ 次世代デジタル赤外線ワイアレス会議システム

HCS-5300TH/80 トランシーバーカバー範囲

モデル マウント(H) カバー範囲(R)

HCS-5300TH/80 6ｍ 9ｍ

9ｍ 11ｍ

12ｍ 9ｍ

TAIDEN 日本総代理店コモドマッティーナ株式会社



HCS-5300TDS/80

デジタル赤外線トランシーバー（送受光器）

吊下げタイプ

■ IEC60914 準拠

■ IEC61603-7、DQPSK デジタル変調/復調技術に

準拠した赤外線伝送キャリア周波数

■ 1～8MHｚ周波数バンド伝送、高周波駆動照明等

の干渉を排除

■ 簡単設置/施工：吊下げ式

■ 赤外線信号エリア内で、HCS-5100R/RA/F

デジタル赤外線レシーバーでの受光が可能

■ 吊下げバー長さ（オプション）：0.5ｍ、1.0ｍ、2.0ｍ

HCS-5100TD/80 デジタル赤外線トランシーバーはメ

インユニットと会議ユニット間のデジタル赤外線伝送

を行います。オプションの吊下げバーを使用して天井

から吊下げます。

表示

■電源表示ライト

接続

■ 本体には 6P-DIN（オス）プラグ付 2ｍケーブルが

付いています。専用 6P-DIN 延長ケーブルで延長

ができます。

仕様

エレクトロニクス

波長 ： 870nm

変調方式 ： DQPSK

キャリア周波数 ： 1～8MHｚ

電源 ： 33VDC（HCS-5300M から供給）

消費電流 ： 最大 410mA

コネクター ： 6P-DIN

ケーブル ： 6P-DIN（オス）プラグ付 2ｍケーブル

メインユニットまでのケーブル最長距離：60ｍ

メカニカル

取付 ： 吊下げ取付

寸法 ： 201mmφ、100mmH（吊下げバー除く）

重量 ： 0.6Kg

色 ： シルバー（PANTON CoolGray6C）

モデル情報

HCS-5300TDS/80―――デジタル赤外線トランシーバー

（天井からの吊下げ、シルバー）

オプション 吊下げバー

HCS-5300TDS-05―――デジタル赤外線トランシーバー用

吊下げバー（0.5ｍ）

HCS-5300TDS-10―――デジタル赤外線トランシーバー用

吊下げバー（1.0ｍ）

HCS-5300TDS-20―――デジタル赤外線トランシーバー用

吊下げバー（2.0ｍ）

HCS-5300/80 シリーズ 次世代デジタル赤外線ワイアレス会議システム

HCS-5300TDS/80 トランシーバーカバー範囲

モデル マウント(H) カバー範囲(R)

HCS-5300TDS/80 2.5-3ｍ 13ｍ

3.5-4.5ｍ 11ｍ

5.0-7.0ｍ 9ｍ

TAIDEN 日本総代理店コモドマッティーナ株式会社



HCS-5300TWN/80

デジタル赤外線トランシーバー（送受光器）

＜壁面または三脚取付け用＞

特長

■ ISO 22259 準拠

■ IEC61603-7、DQPSK デジタル変調/復調技術に

準拠した赤外線伝送キャリア周波数

■ 1～8MHｚ周波数バンド伝送、高周波駆動照明等

の干渉を排除

■ 幅と奥行きの赤外線放射の強度は2つのディップ

スイッチで調整

■ 簡単設置/施工：壁面または三脚

■ 赤外線信号のカバーエリア内でHCS-5100R/Fデ

ジタル赤外線レシーバーでの同時通訳言語

（1+7Chs）の受光が可能

仕様

エレクトロニクス

波長 ： 870nm

変調方式 ： DQPSK

キャリア周波数 ： 1～8MHｚ

電源 ： 33VDC（HCS-5300Mから供給時）

24VDC、1.5A（AC アダプターから供給時

消費電流 ： 最大 650mA（メインユニットからの電源供給時）

最大 850mA（AC アダプターからの電源供給時）

コネクター ： 6P-DIN

ケーブル ： 6P-DIN（オス）プラグ付2ｍケーブル

メカニカル

取付 ：壁面、三脚

寸法 ： 114W x 232H x 34D(mm)

重量 ： 0.9Kg

色 ： 黒（PANTON 419）

モデル情報

HCS-5300TWN_B/80――デジタル赤外線トランシーバー

(壁面または三脚取付、HCS-5300M メインユニットまたは

AC アダプターからの電源供給、黒)

HCS-5300/80 シリーズ 次世代デジタル赤外線ワイアレス会議システム

HCS-5300TWN/80 トランシーバーカバー範囲

TAIDEN 日本総代理店コモドマッティーナ株式会社

モデル

HCS-5300TWN/80

取付け高さ

（H）

5ｍ以下

カバー範囲

長さ（L）

5ｍ以下

HCS-5100TWN/80 デジタル赤外線トランシーバーはメ

インユニットと会議ユニット間のデジタル赤外線伝送を

行います。 壁面、三脚等に取付/設置ができます。

表示

■電源表示ライト

接続

■ 本体には 6P-DIN（オス）プラグ付 2ｍケーブルが

付いています。専用 6P-DIN 延長ケーブルで延長

ができます。


