
DC35 V、30 mA以下（センター装置TS-770から供
給）
ヘッドホン／録音：
32Ω（ヘッドホン）／10 kΩ、-20 dB＊（録音）
不平衡、ミニジャック（音量調節器付き）
内蔵スピーカー　：130Ω、200 mW
接点出力　　　　：DC24 V、最大50 mA
発言：
発言キーによるマイク、スピーカーのオン、オフ
制御
優先（TS-771のみ）：
優先キーによるマイク、スピーカーのオン、オフ、
他マイクのオフ、1音チャイムの起動
0～+40℃
90％RH以下（ただし結露のないこと）
ケース：ABS樹脂、黒（マンセルN1.0近似色）
パネル：ABS樹脂、グレーメタリック（マンセル

10BG5/1近似色）、半艶、塗装
114.5（幅）×78.4（高さ）×152.9（奥行）mm
780 g

電 源

出 力

制 御

使用温度範囲
使用湿度範囲
仕 上 げ

寸 法
質 量

＊ 0 dB = 1 V

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

取扱説明書

議長ユニット
参加者ユニット

TS-771
TS-772

このたびは、TOA  議長ユニット、参加者ユニットをお買い上げいた
だき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、
末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

注意
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う
可能性が想定される内容および物的損害の
みの発生が想定される内容を示しています。

警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示し
ています。

■安全上のご注意
● ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
● ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載して
いますので、必ず守ってください。

● お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してく
ださい。

■仕　様

フリーダイヤル（無料電話）
TEL. 0 1 2 0 - 1 0 8 - 1 1 7
〒665-0043  宝塚市高松町2番1号
TEL.（0797）72-7567
FAX.（0797）72-1090

TOAインフォメーションセンター

商品や技術など、お問い合わせにお応えします。

受付時間 9：00 ～ 17：00（日曜・祝日除く）

商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱い店または
最寄りの営業所へお申し付けください。

TOAホームページ http://www.toa.co.jp/

水にぬらさない

本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさない
ようにご注意ください。
火災・感電の原因となります。 禁止

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置
かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。 禁止

屋外に設置しない

本機は、屋内専用品です。
屋外に設置すると、部品の劣化により、機器が落下
して、けがの原因となります。
また、雨などがかかると、感電の原因となります。 禁止

万一、異常が起きたら

次の場合、センター装置TS-770の電源スイッチを
切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
・煙が出ている、変なにおいがするとき
・内部に水や異物が入ったとき
・落としたり、ケースを破損したとき
・音が出ないとき

電源プラ
グを抜け

内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、
改造したりすると、火災・感電の原因となります。 分解禁止

液体の入った容器や小さな金属物を上に置かな
い

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因と
なります。 禁止

内部に異物を入れない

本機の通風口などから内部に金属類や燃えやすいも
のなど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしな
いでください。
火災・感電の原因となります。 禁止

湿気やほこりの多い場所などに置かない

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や
熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置
かないでください。
火災・感電の原因となることがあります。 禁止

■接続のしかた

TS-771/772

表示灯などへ

センター装置TS-770
または
他の会議ユニットへ

他の会議ユニットから

標準マイクロホンTS-773または
ロングマイクロホンTS-774

端子ねじ

ケーブル

制御出力端子

締める

＊

導体径：φ0.4～1.3 mm
　　　 （AWG 16～26）、
　　　　単線・より線

＊

※詳細は、TS-770に付属の取扱説明書をお読みください。

■概要
会議システムの議長ユニット（TS-771）と参加者ユニット（TS-
772）です。センター装置TS-770に接続するだけで設置できます。
マイクロホンは、標準マイクロホンTS-773、ロングマイクロホ
ンTS-774から選択できます。



INSTRUCTION
MANUAL

CHAIRMAN UNIT
DELEGATE UNIT

TS-771
TS-772

3. CONNECTION

• Before installation or use, be sure to carefully read all the
instructions in this section for correct and safe operation.

• Be sure to follow all the precautionary instructions in this
section, which contain important warnings and/or cautions
regarding safety.

• After reading, keep this manual handy for future reference.

2. SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION
Indicates a potentially hazardous situation which, if
mishandled, could result in moderate or minor personal
injury, and/or property damage.

• Avoid installing the unit in humid or dusty locations, in
locations exposed to the direct sunlight, near the heaters,
or in locations generating sooty smoke or steam as doing
otherwise may result in fire or electric shock.

WARNING
Indicates a potentially hazardous situation which, if
mishandled, could result in death or serious personal
injury.

• Do not expose the unit to rain or an environment where it
may be splashed by water or other liquids, as doing so
may result in fire or electric shock.

• Avoid installing or mounting the unit in unstable locations,
such as on a rickety table or a slanted surface. Doing so
may result in the unit falling down and causing personal
injury and/or property damage.

• Since the unit is designed for in-door use, do not install it
outdoors. If installed outdoors, the aging of parts causes
the unit to fall off, resulting in personal injury. Also, when it
gets wet with rain, there is a danger of electric shock. 

• Should the following irregularity be found during use,
immediately switch off the power of the TS-770 Central
unit, disconnect the power supply plug from the AC outlet
and contact your nearest TOA dealer. Make no further
attempt to operate the unit in this condition as this may
cause fire or electric shock.
· If you detect smoke or a strange smell comingfrom the

unit.
· If water or any metallic object gets into the unit 
· If the unit falls, or the unit case breaks 
· If it is malfunctioning (no tone sounds.)

• To prevent a fire or electric shock, never open nor remove
the unit case as there are high voltage components inside
the unit. Refer all servicing to qualified service personnel.

• Do not place cups, bowls, or other containers of liquid or
metallic objects on top of the unit. If they accidentally spill
into the unit, this may cause a fire or electric shock. 

• Do not insert nor drop metallic objects or flammable
materials in the ventilation slots of the unit's cover as this
may result in fire or electric shock. 

The TS-771 Chairman unit and TS-772 Delegate unit are
designed for use with the TOA Conference system.
Either the TS-773 Microphone (standard) or the TS-774
Microphone (long) can be selected for the microphone. 

1. GENERAL DESCRIPTION

TS-771/772

To an indicator, etc.

To TS-770 Center unit 
or 
other conference unit

From other conference unit

TS-773 or TS-774 Microphone 

Terminal screw

Cable*

Control output terminal

Tighten

* Conductor diameter:   
       ø0.4 – 1.3 mm 
       (AWG 16 – 26),   
       solid or stranded

Note
For details, refer to the instruction manual enclosed with the
TS-770.

4. SPECIFICATIONS

URL:  http://www.toa.jp/

Power Source 35 V DC, under 30 mA (supplied from 
TS-770 Central unit)

Output Headphone/Recording:
32 Ω (headphone)/10 kΩ, –20 dB* 
(recording), unbalanced, mini jack, 
equipped with a volume control

Internal Speaker: 130 Ω, 200 mW
Contact output: 24 V DC, Max. 50 mA

Control Speech:
Microphone and speaker on-off 
control by Talk key

Priority speech (TS-771 only):
Microphone and speaker on-off 
control, other microphone off, and 
single-tone chime activation by 
Priority key

Operating Temperature 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Operating Humidity Under 90 % RH (no condensation)
Finish Case: ABS resin, black

Panel: ABS resin, gray metallic, 50 %
glossy, paint 

Dimensions 114.5 (w) x 78.4 (h) x 152.9 (d) mm
(4.51" x 3.09" x 6.02") 

Weight 560 g (1.23 lb)

* 0 dB = 1 V
Note: The design and specifications are subject to change without

notice for improvement. 
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