ミラーレスカメラ対応 XLRマイクアダプター

CA-XLR2d
オープンプライス
オープンプライス

プロ品質での動画音声収録を実現
ミラーレスカメラ対応 XLRマイクアダプター

製品詳細

Canon Kit
CA-XLR2d-C

FUJIFILM Kit
CA-XLR2d-F

Analog Interface Kit
CA-XLR2d-AN

ティアックと
カメラメーカーの
共同企画開発

EOS R3 装着例

マイク/ライン入力対応

XLR/TRS端子 ｘ２

X-T4 装着例

ステレオミニ入力端子

デジタル音声ダイレクト伝送
データ通信に対応したアクセサリー
シュー経由で劣化のないデジタル音声
をカメラにダイレクト伝送可能。音声
データを動画ファイルに直接記録しま
すので、画と音を同期させる作業から
も解放されます。また、対応カメラか
らの電源供給にも対応し、ケーブルレ
スで機動性の高いシステムを構築でき
ます。
※ 対応カメラメーカー：キヤノン、富士フィルム

プラグインパワー対応

Z7 II 装着例

高音質ディスクリート回路
TASCAM HDDA

マイクプリアンプ

動作確認カメラ

従来カメラに接続

アナログ音声伝送
マイクからの入力音
（アナログ）
高性能 ADコンバーター
アナログ→デジタル変換
デジタル信号で伝送
動画ファイルに記録

※カメラ装着イメージ

ミラーレスカメラ対応 XLRマイクアダプター

CA-XLR2d

コンパクトで柔軟な動画音声収録システム

多様なマイク接続を可能とする入力端子と機構設計

ショットガンマイクでのインタビューや対談の収録、ステレオマイク
での音楽や風景の収録、更に音声ミキサーを使用した各種イベント
収録など、コンパクトで柔軟な動画音声収録システムを実現します。

XLR/TRS コンボ入力端子 2 系統 ( マイク / ライン
レベル切替え、+48V ファントム電源供給対応 ) に
加え、
3.5mm ステレオミニ入力端子 1 系統を搭載。
プラグインパワー対応マイクやワイヤレスマイク
レシーバーの接続にも対応。
また、振動ノイズに配慮したショックマウント機
構付きマイクホルダー( 本体から取り外し可能 )と
天面に配置されたコールドシューにより多様なマ
イク接続を実現します。

TRS/XLR端子

側面入力端子

背面パネル

側面操作パネル

INPUTセレクトスイッチ
アッテネータースイッチ
ローカットスイッチ

INPUT 1-2
ハンドマイク

マイクホルダー

ショットガンマイク

INPUT 3
ラべリアマイク

オプション

( 価格はすべてオープンプライス)

モニターヘッドホン：TH-02、TH-06
ショットガンマイク：TM-200SG
マイクケーブル 0.5m：Klotz GRG1FM00.5
キヤノン対応カメラ用シュー接続アダプター：CA-AK1-C※1
富士フィルム対応カメラ用シュー接続アダプター：CA-AK1-F※1
コールドシューマウントアダプター：CA-AK1-AN ※1

主な仕様

CA-XLR2d-C (キヤノン対応カメラ用 )

動作確認カメラ

Canon : EOS R3、EOS R5 C、XF605

2022 年 1 月現在

共通同梱品

別売りシュー接続アダプター（CA-AK1-C、CA-AK1-F、CA-AK1-AN）へ付け替えにより、
1台でキヤノン、富士フイルムやアナログ接続の対応カメラで使用可能
天面にワイヤレスレシーバーなどを装着できるコールドシューを装備
ヘッドホンによるダイレクトモニタリングが可能 ※2

各チャンネルのレベルオーバーロード表示LED

CA-XLR2d-F (富士フィルム対応カメラ用 )
FUJIFILM : X-T4、X-S10、GFX100S

動作確認カメラ

CA-XLR2d-AN (アナログインターフェース用 )
Nikon :

Z 9、Z 7II、Z 6II、Z 7、Z 6、Z 5、Z fc、Z 50
D6、D850、D780、D500、D7500

MIC / LINE : INPUT 3 ( アンバランス、3.5mm、プラグインパワー対応：2.7V)

出力レベル : 0.29Vrms ( 固定、カメラモード時 )
最大 2 チャンネル

デジタルオーディオ
出力※2
同梱品

その他の機能

LINE/PHONES : アンバランス、3.5mm ステレオミニジャック（LINE/PHONES 切替え式）

アナログオーディオ
出力

外形寸法 / 質量

カメラ / ヘッドホン出力端子

MIC / LINE : INPUT 1-2 ( バランス、XLR/TRS コンボジャック：XLR のみファントム電源対応）

アナログオーディオ
入力

電源

リミッタースイッチ
録音レベルボリューム

ステレオリンク
スイッチ

ステレオミニ端子

0.5Vrms ( 出力ボリューム最大、ヘッドホンモード時 ) ※0dBV=1Vrms

サンプリング周波数 : 48k/96kHz※3、量子化ビット数 : 16/24bit※3

対応カメラのアクセサリーシュー経由での供給もしくは単3 形電池 2 本

88.2 (W)x 119.1(H) x 110.0(D)mm / 341g

CA-AK1-C アクセサリーシューマウントアダプター

88.2(W) x 119.1(H) x 110.0(D)mm / 331g

CA-AK1-F アクセサリーシューマウントアダプター

ー

ー
単3 形電池 2本

88.2(W)x 119.1(H) x 110.0(D)mm / 357g
ー

本体、
CA-AK1-AN コールドシューマウントアダプター、
マイクホルダー、
電池ボックス、
ステレオミニケーブル、
TASCAM ID 登録ガイド、スタートガイド (保証書付き)

安全に関するご注意

※1 2022年夏発売予定 ※2 CA-XLR2d-C、CA-XLR2d-Fのみ ※3 カメラの設定による

■ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
■ 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入
の際は、必ず
「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
当社は、
この製品の補修用性能部品を製造打ち切り
後８年保有しております。
製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
TASCAM、
タスカム、
および HDDA は、
ティアック株式会社の登録商標です。
Facebookは、Facebook,Inc.の登録商標です。
TwitterはTwitter, Inc.の商標です。
その他、
記載されている会社名、
製品名、
ロゴマークは各社の商標または登録商標です。
ティアック株式会社は、
消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に
加盟し、
適正な表示を推進しています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用
などは含まれておりません。

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

@teacprofessional

タスカム製品取扱店

タスカムウェブサイト

https://tascam.jp/jp

@TASCAM_jp

製品に関するお問い合わせは タスカム カスタマーサポートまで

携帯電話、IP電話からは

TEL 042-356-9137

一般電話からは

0570-000-809

10 : 00 ～12: 00 /13: 00 ～17: 00（土日祝・弊社休業日を除く）
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