
『文化芸術活動の継続支援事業』関連音響製品のご紹介
文化庁の『文化芸術活動の継続支援事業』について、一音響メーカーとして、各分野の文化芸術
活動にお役立ていただけるおすすめの製品をTASCAMおよび正規輸入取扱いブランド
dBTechnologiesからご提案・ご紹介いたします。

※支援の申請、詳細につきましては、文化庁のホームページ（下記リンク）からご確認ください。

◆カテゴリー別 推奨製品のご案内

音楽イベント
公演

セルフPA
無観客ライブ
動画配信

舞台
演劇
劇場

声優
ナレーション
ポッドキャスト

作曲
音楽制作

各カテゴリーをクリックすると推奨製品ページにアクセスすることができます。

文化庁・文化芸術活動の
継続支援事業について 募集案内

TASCAMに
ついて

ティアックストア・当支援事業
に関するキャンペーン

◆設定金額別 推奨製品のご案内
金額別、おすすめ製品による機材セットをご用意いたしました。
各機材セットをクリックすると、詳細をご覧いただけます。

※掲載製品が必ず補助金・支援の対象となる事を指すものではありません。
※各種補助金・支援の詳細につきましては文化庁のホームページをご確認ください。

https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/dl/offering_circular.pdf
https://tascam.jp/jp/contents/about
http://store.teac.co.jp/html/products/list.php?category_id=154
http://store.teac.co.jp/html/products/detail.php?product_id=4670
http://store.teac.co.jp/html/products/detail.php?product_id=4673
http://store.teac.co.jp/html/products/detail.php?product_id=4685
http://store.teac.co.jp/html/products/detail.php?product_id=4686


◆カテゴリー別 推奨商品

音楽イベント・公演・セルフPA

Model 16

Model 12

配信対応 ライブレコーディングミキサー

※各製品写真をクリックするとTASCAM WEBの
製品ページにアクセスできます。

業務用ハンディレコーダー
DR-100MKIII   

マイクスタンド
TM-AM1

DR-40X      

業務用電源モジュール AV-P250LUV

2-Wayアクティブスピーカー
dBTechnologies OPERAシリーズ

OPERA 10
OPERA 12

OPERA 15

Model 12
配信事例

Top Pageに戻る

https://tascam.jp/jp/product/dr-100mkiii/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-am1/top
https://tascam.jp/jp/product/dr-40x/top
https://tascam.jp/jp/product/av-p_series/top
https://tascam.jp/jp/product/dbtechnologies_opera/top
https://tascam.jp/jp/product/model_16/feature
https://tascam.jp/jp/product/model_12/feature
https://tascam.jp/jp/magazines/detail/597
https://ascii.jp/elem/000/004/016/4016688/


作曲・音楽制作

※各製品写真をクリックするとTASCAM WEBの
製品ページにアクセスできます。

オールインワン
プロダクションミキサー

Model 12

オーディオインターフェース

SERIES 102i

SERIES 208i

マイクプリアンプ
SERIES 8p Dyna

TASCAM MTR
PORTASTUDIOシリーズと

Modelシリーズ

マイクスタンド
TM-AM1 コンデンサーマイク

TM-80

アコースティック
コントロールフィルター

TM-AR1
ポップガード

TM-AG1

業務用電源モジュール
AV-P250

スタジオモニタースピーカー
VL-S3/VL-S3BT

モニター
ヘッドホン

TH-06
Model 12
配信事例

Get One Free
キャン
ペーンGet One Free

キャン
ペーン

Top Pageに戻る

https://tascam.jp/jp/product/series_102i/top
https://tascam.jp/jp/product/series_208i/top
https://tascam.jp/jp/product/series_8p_dyna/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-80/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-am1/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-ar1/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-ag1/feature
https://tascam.jp/jp/product/av-p_series/top
https://tascam.jp/jp/product/vl-s3/top
https://tascam.jp/jp/product/th-06/top
https://tascam.jp/jp/product/model_12/feature
https://tascam.jp/jp/category/97
https://tascam.jp/jp/magazines/detail/597
https://ascii.jp/elem/000/004/016/4016688/
https://tascam.jp/jp/campaign/get_one_free_202011
https://tascam.jp/jp/campaign/arts_of_autumn_2020/
https://tascam.jp/jp/campaign/get_one_free_202011
https://tascam.jp/jp/campaign/get_one_free_202011


※各製品写真をクリックするとTASCAM WEBの
製品ページにアクセスできます。

配信対応
ライブレコーディングミキサー

マイクスタンド
TM-AM1

コンデンサーマイク
TM-80

アコースティック
コントロールフィルター

TM-AR1

ポップガード
TM-AG1

モニターヘッドホン
TH-06

無観客ライブ・動画配信

バウンダリーマイク
TM-90BM

グースネックマイク
TM-95GN

ピンマイクレコーダー
DR-10LModel 16

Model 12

Model 12
配信事例

Top Pageに戻る

https://tascam.jp/jp/product/tm-80/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-am1/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-ar1/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-ag1/feature
https://tascam.jp/jp/product/th-06/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-90bm/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-95gn/top
https://tascam.jp/jp/product/dr-10l/top
https://tascam.jp/jp/product/model_16/feature
https://tascam.jp/jp/product/model_12/feature
https://tascam.jp/jp/magazines/detail/597
https://ascii.jp/elem/000/004/016/4016688/


※各製品写真をクリックするとTASCAM WEBの
製品ページにアクセスできます。

ハンディレコーダー
DR-05 VER3   DR-07MKII VER2

ピンマイクレコーダー
DR-10L

舞台・演劇・劇場

2-Wayアクティブスピーカー
dBTechnologies OPERAシリーズ

CD・SDカード・USBメモリー
Bluetooth再生対応 CDプレーヤー

CD-400U

バウンダリーマイク
TM-90BM

TM-90BM
導入事例

OPERA 10 OPERA 12
OPERA 15

カタログ紹介

TASCAM
プロ・業務・設備・PA機器 総合カタログ

TASCAM
音楽制作・配信・レコーディング機器 総合カタログ

TASCAM
リニアPCMレコーダーカタログ

TASCAM 
設備音響システムデザインガイド

dB Technologes 総合カタログ

配信対応
ライブレコーディングミキサー

Model 16

Model 12
Model 12
配信事例

Top Pageに戻る

https://tascam.jp/jp/product/dr-10l/top
https://tascam.jp/jp/product/dbtechnologies_opera/top
https://tascam.jp/jp/product/cd-400u/top
https://tascam.jp/jp/product/tm-90bm/top
https://tascam.jp/jp/magazines/detail/597
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7369_catalog_tascam_pro_20200401.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7369_catalog_tascam_pro_20200401.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7374_catalog_tascam_mi_202007.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7374_catalog_tascam_mi_202007.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7373_catalog_dr-hanadheld_20200421.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7373_catalog_dr-hanadheld_20200421.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/tascam_system_design_guide_j.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/tascam_system_design_guide_j.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/dbtechnologies/d7375_catalog_dbtechnplogies(mid-2020)_20200805.pdf
https://tascam.jp/jp/product/model_16/feature
https://tascam.jp/jp/product/model_12/feature
https://tascam.jp/jp/product/dr-05/top
https://tascam.jp/jp/product/dr-07mk2/top
https://tascam.jp/jp/magazines/detail/597
https://ascii.jp/elem/000/004/016/4016688/


※各製品写真をクリックするとTASCAM WEBの
製品ページにアクセスできます。

ハンディレコーダー・DRシリーズ

マイクロリニアPCM
レコーダー
DR-10X

声優・ナレーション
ポッドキャスト

カタログ紹介

TASCAM
プロ・業務・設備・PA機器 総合カタログ

TASCAM
音楽制作・配信・レコーディング機器 総合カタログ

TASCAM
リニアPCMレコーダーカタログ

TASCAM 
設備音響システムデザインガイド

dB Technologes 総合カタログ

オールインワン
プロダクションミキサー

Model 12

グースネックマイク
TM-95GN

ハンディレコーダー

DR-05 VER3    DR-07MKII VER2

Model 12
配信事例

Top Pageに戻る

https://tascam.jp/jp/category/98
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7369_catalog_tascam_pro_20200401.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7369_catalog_tascam_pro_20200401.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7374_catalog_tascam_mi_202007.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7374_catalog_tascam_mi_202007.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7373_catalog_dr-hanadheld_20200421.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/d7373_catalog_dr-hanadheld_20200421.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/tascam_system_design_guide_j.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/tascam/tascam_system_design_guide_j.pdf
https://tascam.jp/downloads/catalogs/dbtechnologies/d7375_catalog_dbtechnplogies(mid-2020)_20200805.pdf
https://tascam.jp/jp/product/dr-10x/top
https://tascam.jp/jp/product/model_12/feature
https://tascam.jp/jp/product/tm-95gn/top
https://tascam.jp/jp/product/dr-10x/top
https://tascam.jp/jp/product/dr-05/top
https://tascam.jp/jp/product/dr-07mk2/top
https://tascam.jp/jp/magazines/detail/597
https://ascii.jp/elem/000/004/016/4016688/
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