OM3

Dynamic Vocal Microphone

OM3はライブからスタジオまで幅広く使用可能なダイナミック・マイクです。様々な音があふれ
ている環境下でも的確にヴォーカルの声を拾うために最適なセッティングを施したハイパー・カ
ーディオイド・タイプのカートリッジを搭載。50Hzから18kHzまでの幅広い周波数特性とVLM
ダイヤフラムによりナチュラルで正確なマイキングを実現しました。
歪みにくく、
ク
また、高い音圧にも対応できるよう、最大144dBのSPLに設定されているため、
リアな音質が得られます。
妥協のない最
低音域の優れた近接効果と専用設計された中音域のサウンドバランスにより、
高のパフォーマンスを発揮することができます。音のバランス、耐久性の高さ、
快適な操作
性、など様々なスペックを誇るハイコストパフォーマンスモデルです。OM3の外装は亜鉛ダイ
ブラックE-coatフィニッシュ、
スチール製メッシュ・グリル、
金メッキXLRコネク
キャスト・ボディ、
ター仕様です。

ラインナップ

主な特徴
· ライブ、リハーサル・ルーム、ホームスタジオなど、
様々なシチュエーションでご使用可能
· ステージでのソロパフォーマンスに最適

OM3S - On-Oﬀスイッチ搭載モデル

付属品

· 高音圧レベル対応

MC1 - ナイロン製マイク・クリップ

· VLMダイヤフラム・システム

P1 - キャリングポーチ

· 米国で設計、機械加工、組み立て、テスト済み

別売り互換アクセサリー
WS357

- 風切音（吹かれ）、シビランス、ポップノイズ等を遮断するウィンドスクリーン

CBL20 - クアッド・コンダクター＆ツイスト・ペア 6mm PVCジャケット仕様6m
長のXLR-XLRマイクケーブル。
CBLDR25 - クアッド・コンダクター＆ツイスト・ペア 6mm PVCジャケット仕様7.6m
長のXLR-XLRマイクケーブル。
T50K - ローインピーダンスmic(10k Ohms)をハイ・インピーダンス(5-k ohms)に
変換するためのインピーダンス・マッチング・トランスフォーマー

用途
· リードボーカル、またはバッキングボーカ
· ライブ・レコーディング

TRIPOD - 5/8"対応の金属製三脚スタンド

· ブロードキャスト
· ホームスタジオレコーディング、ボーカル、または楽器
· 管楽器、ギター、フルート、パーカッション、ドラム
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設計と仕様

タイプ

ダイナミック型

周波数特性

50 Hz - 18 kHz

指向性特性

ハイパーカーディオイド

出力インピーダンス

290 ohms

感度

1.6 mV / Pa @ 1k

ダイヤフラムタイプ

VLM Type B

オフ・アクシス

>25 dB

最大音圧レベル

≥144 dB

電源

なし

コネクター

3-pin XLRm

極性

１-グランド
２-ホット
３-コールド

素材 / フィニッシュ

亜鉛ダイキャスト / ブラックフィニッシュ

重量

307 g

寸法

176 mm

・ダイナミック
・ハイパーカーディオイド
・出力インピーダンス：290 ohms at 1 kHz
・感度：1.6 mV / Pa at 1 kHz
・最大音圧レベル：≥144 dB
・亜鉛ダイキャスト製
・φ53mmx176mm

OM3

仕様

使用上のメンテナンス
OM3はロー・インピーダンス・マイクです。
コンソール、
ミキサー、
またはレコーディング・デバイスの「マイ
ク・レベル」入力に接続してください。
本製品にファンタム電源は必要有りません。
ファンタム電源がONの状態で使用すると故障の原因と
なります。PAシステムからマイクを抜き差しする際は、
チャンネルがミュートされているか、
システムの音
量が下げられていることを確認して下さい。音量が上がっている状態で抜き差しするとPAシステムの
スピーカーに重大な損害を与える可能性があります。
マイクロフォンはとてもデリケートな製品ですので、
取り扱いには充分注意して下さい。強い衝撃を与
えたり、高温、多湿な環境に長時間保管すると、
サウンドに悪影響を及ぼす可能性があります。
ご使用時以外は高温、多湿な場所をさけ、付属のポーチやケース、
バッグ等に保管してください。

サイズ (mm)

活用のためのポイント
OM3は正しくセッティングすると他の楽器の音と音かぶりすることなく狙った歌声を
クリアに拾うことが可能です。マイク前方に向かって50mm以内の距離から歌うことで、最も
ベストなマイキングが可能です。
フロアモニターを使用する場合はハウリングを避ける為に、
マイクを床と平行にセッティングします。
複数本のマイクを使用する場合は逆位相による消滅効果を避けるためにそれぞれ約60〜90cm
離して設置します。

周波数特性

指向性特性
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PRODUCT REGI STR ATION: Pleaseregister your product online atwww.audixusa.com/docs̲12/about/p
roduct̲registration.shtml
.
SE R VICE AND W ARRANT Y : This microphoneis underwarranty for a period of 5 yearsto be free of defects in material andworkmanship. In the event of a product failure due to materialsor
workmanship, Audixwill repairor replacesaidproduct at no charge withproof of purchase. Audixdoesnot pay or reimburseshippingcostsfor warranty repairsor returns. The warranty excludes
any causesotherthanmanufacturing defects, such as normal wear, abuse, environmentaldamage, shippingdamageor failure to use or maintainthe product per the suppliedinstructions. No
ImpliedWarranties:All impliedwarranties, includingbut not limited to impliedwarrantiesof merchantabili
ty and ﬁtnessfor a particularpurposeare hereby excluded. The liability of Audix,if any,
for damagesrelatingto allegedlydefective products shall be limited to the actual price paid by Dealerfor such products and shall in no event includeincidentalor consequentialdamagesof
any kind. Shouldyour microphonefail in any way, pleasecontact the Audix Service departmentat 503.682.6933.A Return Authorizationis required before returning any product. OTHERTHAN
THISWARRANTY, AUDIX MAKESNO WARRANTIES,EXPRESSOR IMPLIED, WITHRESPECT TO THE PRODUCTS, THE USE OF THE PRODUCTS, THE PERFORMANCE OF THE PRODUCTS. AUDIX SHALL
NOT BE LIABLEFOR SPECIALINCIDENTAL, CONSEQUENTIAL,
INDIRECT OR SIMILARDAMAGES ARISINGFROM OR BASEDON THE SALE,USE, STORAGE OR DISPOSALOF THE PRODUCTS, AUDIXʼS
SERVICEWORK, BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT. NEGLIGENCE,OR ANYOTHERTHEORY OF LIABILITY, EVEN IF AUDIXHAS BEENADVISEDOF THE POSSIBILI
TY OF SUCHDAMAGES.
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