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Analog Interface Kit
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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。 デジタル信号で伝送

動画ファイルに記録

高性能 ADコンバーター
アナログ→デジタル変換

マイクからの入力音
（アナログ）

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

デジタル音声ダイレクト伝送

Z7 II 装着例



コンパクトで柔軟な動画音声収録システム
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ミラーレスカメラ対応 XLRマイクアダプター

CA-XLR2d

※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

88.2 (W)x 119.1(H) x 110.0(D)mm / 341g 88.2(W) x 119.1(H) x 110.0(D)mm / 331g 88.2(W)x 119.1(H) x 110.0(D)mm / 357g外形寸法 / 質量

アナログオーディオ
入力

アナログオーディオ
出力

デジタルオーディオ
　出力※2

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

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）
出力レベル : 0.29Vrms ( 固定、カメラモード時 )      0.5Vrms ( 出力ボリューム最大、ヘッドホンモード時 ) ※0dBV=1Vrms

ー

ー

ー

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

最大 2 チャンネル

Canon : EOS R3、EOS R5 C、XF605 FUJIFILM : X-T4、X-S10、GFX100S Nikon : Z 9、 Z 7II、 Z 6II、 Z 7、 Z 6、 Z 5、 Z fc、 Z 50
D6、D850、 D780、D500、D7500

動作確認カメラ
2022 年 1 月現在

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 単3 形電池 2本電源

同梱品
共通同梱品 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)

CA-AK1-F アクセサリーシューマウントアダプターCA-AK1-C アクセサリーシューマウントアダプター

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

オプション (価格はすべてオープンプライス)

CA-XLR2d-AN (アナログインターフェース用)CA-XLR2d-F (富士フィルム対応カメラ用)CA-XLR2d-C (キヤノン対応カメラ用 )主な仕様

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。

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。

多様なマイク接続を可能とする入力端子と機構設計

その他の機能
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

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

カメラ / ヘッドホン出力端子

TRS/XLR端子

ステレオリンク
スイッチ

ローカットスイッチ

リミッタースイッチ

アッテネータースイッチ
INPUTセレクトスイッチ

録音レベルボリュームステレオミニ端子

マイクホルダー

側面操作パネル 背面パネル側面入力端子

INPUT 3

ラべリアマイク

INPUT 1-2

ショットガンマイク
ハンドマイク

動作確認カメラ


