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①デジタルワイヤレスインターカムシステム ②デジタルワイヤレスガイドシステム 
③デジタルワイヤレスイヤーモニターシステム 
④低遅延2.4GHzハイレゾ対応ステレオワイヤレスオーディオモジュール 
⑤5GHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン 

  

①窓口業務ワイヤレススピーカーマイクシステム ②現場内重機等接近警報システム 
 

〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30  

        さがみはら産業創造センター SIC2208号 
 
TEL 042-770-9858     
FAX 042-703-6885 
 
https://ronk-jp.com/ 
 
info@ronk-jp.com 

TEL & FAX 

URL 

E-mail 

主力製品 

Ronkグループ 
・ 営業 

・ マーケティング 

・ 顧客コミュニケーション 

・ アフターサービス 

 ・ ローカル販売 

Ronk 

・ 設計  ・ 開発 

・ 製造フォロー 

・ 品質保証 

・ 中国市場開拓 

 ・ ローカル販売 

Ronk上海 

新製品 

グループ会社  



主力製品① デジタルワイヤレスインターカムシステム                            

NEW RC4401シリーズ 

デジタルワイヤレスインターカムは、電話での同時通話や多人数で電話会議をする感覚で会話が可能なインカム 

システムです。ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。多人数での双方向同時通話が可能なRonkの 

デジタルワイヤレスインカムがこの度リニューアル！便利な機能が追加されました。 

業界最高のコストパフォーマンス！ 新しく生まれ変わったNEWインカム！ 

4人までのポータブルタイプはベースステーション不要で手軽に導入が可能！ 

システム構成  

【５つの新機能】 

 ①アンテナ内蔵  ②音質向上  ③マイク感度調整可能  ④通信安定性向上  ⑤VOX機能搭載 

❏ 2.4GHz帯使用のため無線局免許や資格は必要がありません 

❏ 乾電池（単三2本）を使用で、約10時間使用可能です 

❏ 独自のプロトコルで親機が認証したものが聞くこと・発話すること

ができるので、盗聴など情報漏洩の心配は少なく安心です                                        

ポータブルタイプ 
  

 ４名以下でご使用の場合、 

インターカム端末機の１台を親機 

に設定することで同時通話が可能

になります。 

 また、親機と通話相手との距離が

通信範囲内であれば、場所を移動

しながらの同時通話が可能です。 

 ベースステーションが不要なので 

低価格かつお手軽に導入できます 

 双方向通話は４名まで、かつ、 

受信専用機の台数制限はありませ

ん。  

特 徴  

❏ デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレス 

❏ チャンネルは親機を変更すれば子機は自動追従いたします 

❏ OEMなどカスタマイズすることが可能です                    

機器およびアクセサリー  

インカム端末機 
  

（品番：RC4401SV) 

インカム端末機  

防水仕様  

（品番：RC4401WP)  

インカムセットA 

開放型ヘッドセットマイク付 

 （品番：RC4401SET) 

インカムセットA 

説話型イヤホンマイク付  
（品番：RC4402SET) 

説話型 

ヘッドセットマイク 

 （品番：MC-100） 

     

ヘルメット装着型 

イヤホンマイク 

（品番：MC-110）  

開放型 

ヘッドセットマイク 

（品番：MC-130） 

イヤホン付開放型 

ヘッドセットマイク 

（品番：MC-130E）  

ヘッドセットマイク 

 

（品番：MC-250）  

ベルトクリップ 

 

(品番：BC-101)  

     



主力製品② デジタルワイヤレスガイドシステム                             
工場見学や同時通訳会議などで音声を受信機に一斉に伝達できる無線システム！ 

美術館・観光施設などでの団体客向けスマートフォンなどによる自動案内機能導入 

観光案内・工場見学・社内研修・同時通訳会議・多言語自動案内・美術館・博物館・ショールームなどでご利用可

能なデジタルワイヤレスガイドシステム。送信機・受信機・アクセサリーで構成されており、機能も豊富。ニーズに合わせて

カスタマイズも可能。Bluetooth機能付はスマートフォンとの連携で翻訳や音楽配信などのサービスも提供可能です。 

❏ 2.4GHz帯のデジタルデータ通信でデジタル音質のクリアな会話 

❏ 見通し距離は直線で20~50ｍをカバー 

❏ 傍受なし・混信なしで安心快適受信 

❏ 海外でも使用可能なISMバンドを使用。海外出張にも持ち出せます 

❏ 超軽量コンパクト設計。受信機はIDカード感覚で持ててストレスフリー 

❏ 10チャンネル対応 

特 徴  

スマートフォンとBluetooth機能付送信機を利用したシステム 

■ 翻訳や音楽配信などスマートフォンアプリや機能を使って 

  様々なサービスを提供できるガイドシステム 

機器およびアクセサリー  

❏ ニーズに合わせた多彩なシステムを構築可能 

ガイド送信機（品番：RG2401SV) 

ガイド送信機 Bluetooth機能付（品番：RC2404SV)  

受信機 耳掛け式イヤホン付 

 （品番：RD2401R) 

受信機用20連充電器 

（品番：RXC20-S) 

受信機用６連充電器 

（品番：RXD06) 

    

ヘルメット装着型イヤホンマイク 

（品番：MC-110）  

開放型ヘッドセットマイク 

（品番：MC-130） 

カナル型両耳イヤホン 

（品番：MC-180） 

説話型イヤホンマイク 

 （品番：MC-100） 

    

スマートフォンのアプリや機能を利用して、様々なサービスを提供すること

が可能になったワイヤレスガイドシステム。Bluetooth経由で送信機に転

送され、転送されてきた音声を自動的に受信機へと一斉送信することが

できる機能。自動翻訳や音楽など色々な情報を伝えることができます。 

スマートフォンの無料翻訳アプリを

使うことで、翻訳された音声のみ

が受信機から聞こえます。 

日本だけでなく世界中で使うこと

ができるガイドシステムですので、

「日本語」→「英語」や「中国語」

→「フランス語」など、話す言語と

翻訳する言語は翻訳アプリで選

択するだけ。 

スマートフォンにあらかじめ案内

コンテンツ(MP3など)を保存し

説明ポイントに合わせて案内コ

ンテンツを受信機に一斉送信

することができます。 

工場見学や美術館など、同じ

説明をする場合にお役立ちで

きる機能です。 

スマートフォンの音楽を送信す

ることができ、観光客など受信

機を利用している方がバスや

電車など、移動中の聞き流しと

してお使いできます。 

工場見学や観光案内などガイド

の説明を受信機に一斉伝達でき

る、従来のガイドシステムとして使

用できます。 

イヤホンのマイクのスイッチで「ガイド

システムモード」「Bluetoothモー

ド」の切り替えが可能となっていま

す。 



 特  徴 

主力製品③ デジタルワイヤレスイヤーモニターシステム                            

バンドマン必見！楽器・PA機器との接続やライブ、  
練習スタジオ等での使用を想定したデザイン！  

①非圧縮デジタル伝送：ステレオ音質24bit/96KHz 

②高性能ＩＣチップ搭載：レイテンシ1.58mS 

③同時リスニング可能：レシーバー増設無制限 

④Ｒチャンネルのみモニター可能：R/MONO機能搭載 

⑤都度のペアリング不要：チャンネル自動サーチ搭載 

デジタルワイヤレスの弱点を克服する驚異のレイテンシー1.58mS！ 

24bit/96kHzステレオ音質を実現した「Made in Japan」製品！ 

◆無線局免許・資格不要｜電波法認証（技適）取得済◆ 

主力製品④ 低遅延 2.4GHz ハイレゾ対応ステレオ 
                           ワイヤレスオーディオモジュール 

❏ 業界初のHighResAudio対応ワイヤレスモジュール 

❏ 遅延2mS              

❏ 強力なエラー訂正によりWLANやBluetoothの干渉を受けません 

❏ ステレオデータ転送 

❏ 非圧縮データ転送 ❏ 1対N転送可能 

❏楽器やゲーム向け低遅延ワイヤレスヘッドホン 

  遅延がほぼないので、楽器、ゲーム、DJなどの操作モニターに最適です  

❏店舗などのワイヤレススピーカー 

  遅延が無いので有線スピーカーと共用することが可能です 

  スピーカー増設工事が不要となります 

❏ワイヤレスオーディオ転送 

楽器・マイクロホン向け無線モジュール  

送信モジュール 

(品番：RM2408T) 

 

受信モジュール 

(品番：RM2408R) 

 

アンテナ形状 外部アンテナ 

占有周波数帯幅 ４MHｚ＋４MHｚ 

到達距離 30ｍ（見通し） 

サンプリング周波数 96Ｋサンプリング 

データサイズ 24ビットステレオ 

インターフェース Ｉ２Ｓ 

使用温度 -5℃～+55℃ 
❏ 強力なベースバンドLSI 

  高速データマネージメントやエラー訂正を実現 

❏ Latency（レイテンシー|低遅延） 

  システム遅延 

   1.58mSの実測値 

製品概要および仕様  

トランスミッター 

（品番：RWE01T) 

レシーバー 

（品番：RWE01R) 

  

 特  徴 

特 徴 概略仕様 

アプリケーション 

性 能 

送信モジュール仕様 受信モジュール仕様 

電源電圧 +3V DC 

消費電流 120mA 

電源電圧 +3V DC 

消費電流 90mA 



主力製品⑤ 5GHz帯 デジタルワイヤレスマイクロホン                           

RWM-5Gシリーズ 独自コーデックを搭載した5GHz帯高音質デジタルワイヤレスマイク誕生！ 

高音質かつ低域～高域までをカバー、低遅延5ｍS、外来ノイズを受け

にくい、Ronk社が贈る新しいワイヤレスマイクの音の世界！ 

 特  徴 

①高音質かつ低域~高域までをカバー 

②外来ノイズを受けにくい 

③低遅延わずか5mS 

④アルカリ乾電池で20時間以上連続使用が可能 

⑤同一エリアで最大65本使用可能 

 製品概要 

新製品① 窓口業務ワイヤレススピーカーマイクシステム                          

様々な窓口業務の【聴こえ】を解決！ マスクをしたままでも、 

アクリルスタンド越しでも、窓口の【声】が【はっきり】聞こえる 

 特  徴 

①双方向同時通話が可能 

②バッテリー駆動のため配線不要 

③ハンズフリーで会話中でも両手が使える 

④お客様の操作は不要 

⑤見通し30ｍ 

⑥窓口スタッフは資料を取りに離席しても 

  お客様との通話が可能 

 製品概要 

RC4601SET 
窓口業務ワイヤレススピーカーマイクシステム 



新製品② 現場内重機等接近警報システム                            

 特  徴 

 システム概要 

OEM/ODMサ－ビス 
製品の設計・開発、製造をお取引先様と協議の上、最適なソリューションのご提案をいたします。 

重機車両と作業員の接近を『超音波』と『電波』で検知する双方向接近警報 

システムです。重機車両運転手は『音』と『光』で、作業員は『振動』と『音』 

で危険を知らせます。 

１台分の送信ユニットで作業員の受信機は『無限に増設する事が可能』また、 

同じ現場でも『送信ユニットを最大5機』で運用する事ができます。 

※送信ユニットは、電波（秒速約30万Km）と超音波（秒速約340ｍ）を同時に出力し、 

受信機は電波と音波の受信時間差により、送信ユニットと受信機の検知距離がわかるシステムです 

①対応電圧：24V 

②重機側は「音」・「光」で、作業員は 

「振動」・「音」により警報 

③探知距離は2段階設定(危険距離と 

警告距離)で1mから15mまでの設定が可能 

④更に警告距離設定は、重機が近づいている 

のか離れているのか又は停止しているのかも 

受信機の振動パターンで判別可能 

⑤作業員の受信機は無制限に増設可能 

⑥同現場で送信ユニットは最大5機の運用が可能 

⑦受信機はバッテリー内蔵で、専用充電器を使用して充電 

 OEM ODM 

設計・開発  〇 

試作 〇 〇 

金型製作 〇 〇 

製品組立 〇 〇 

(注1)国内協力会社：数社 

(注2)中国協力会社：数社 

   中国大手SMT,DIP,完成品組立まで対応可能なOEM企業 

   Philipsなどの海外大手メーカーと取引 

(注3)Ronk上海：上海龍高信息技術限公司 
           (グループ会社) 

中国協力会社 

(注2) 

Ronk上海 

<グループ会社> 

(注3) 

お得意先様 
Ronk (日本) 

神奈川県相模原市 

国内協力会社 

(注1) 

手 配 

案件ほか 
お問い合わせ  

 

試作品 試作品 

量産品 量産品 

設計修正 設計修正 

ご提案 
お見積り  

ご注文 

   

手 配 

量産品直送 

◇音波と電波を出力する装置 

◇ロータリースイッチで検知距離(危険距離 

と警告距離)を1m～最大15m設定する 

ことが可能 

◇同じ現場でも最大5機運用することが可能 

◇接点端子x2により車内用警報機(パト

ライト)や接点入力用として使用できる 

◇危険範囲内に侵入すると車内用警報

機(パトライト)の『音』と『光』で危険を知ら

せる 

◇ヘルメットに受信機(子機)を取り付

け、『音』と『振動』で危険を知らせる 

◇電源はリチウム充電池 

・設計の外注化による社内開発時間の創出 

・他社より外注費の圧縮、C/D提案 

・製品単価・イニシャルのC/D 

コア技術   

 ・AD、DA変換＋デジタル無線転送 総遅延<1.58mS  

 ・200M以上双方向同時通話、複数者同時通話も対応  

 ・0.3mS以下の転送速度実現  

 ・電波＋超音波で距離測定技術  

無線技術を活用した設計  

 ・電波  

 ・音波 

 ・赤外LED  

 ・Bluetooth 

 ・WiFi          ほか 

① 

③ 

② 

ご提案 
量産品 ④ 

RDGシリーズ 

設
計
修
正 

量 

産 

品 

手 

配 

試 

作 

品 



Ronk株式会社 

 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30 さがみはら産業創造センター SIC2208号 
  電話：042-770-9858  |  FAX：042-703-6885  |  E-mail：info@ronk-jp.com 

  Url： https://ronk-jp.com       

交通アクセス  

電車でお越しの場合 

  ◆京王線     →  新宿駅から37分（京王線特急） 

  ◆JR横浜線 →  横浜駅から39分（快速） 

  ◆徒歩       →  橋本駅南口から10分（約１Km） 

お車でお越しの場合 

  ◆首都圏中央連絡自動車道（圏央道）相模原ICから約５Km 

  ◆SIC-2へは「橋本高校前」交差点よりお越し下さい 

（上記近隣地図をご参照ください。反対方向からは進入できません） 

Catalog No.202202-1   

橋本高校前         橋本郵便局西 

至八王子 至八王子 

相模原北警察署 

西橋本3丁目 

協同病院 

京王線 国道16号 

相原高校 

橋本駅南入口 

至新宿 

至横浜 至厚木 

至津久井 
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上海文施光电科技有限公司  
SHANGHAI WINS OPTO-ELECTRONICS TEC CO., LTD. 

中国大手 Haier 社の華東地区唯一の外注認定工場です。  

SMT、DIP、完成品組立てまで対応が可能です。 

Philipsなどの海外大手メーカーにOEMで 

製品供給を行っております。 

” 

生産委託工場のご紹介 

“ 


