AUDIOROOT 社（仏）は、マイクプリアンプ、電源ディストリビューター、各種ケーブルなど、フィールド
収音機材用に便利なアクセサリーを提供しています。

FEMTO
FEMTO vs uPRE MKII 機能比較表
最小ゲイン
最大ゲイン
入力回路
48V ファンタム
HPF
Stereo リンク
M/S デコーダー
Analog 出力

OLED カラーディスプレイを搭載した 2-ch マ
イクプリアンプです。 2 個の 9V 電池(006P)
または、HRS コネクターの外部電源入力(12～
18VDC)で動作します。 (Switchcraft 製 DC
ソケットにオプションで変更可能)

Digital 出力
寸法 (mm)
重量 (w/o Batt.)

FEMTO
+10 dB
+64 dB
電子バランス
〇
80Hz 12dB/Oct
×
×
バランス
XLR5M
×
95 x 129 x 42
327 g

uPRE MKII
-50 dB
+80 dB
電子バランス
〇
80Hz 12dB/Oct
〇
〇
アンバランス
TA-5
AES / SPDIF
130 x 85 x 30
255 g

※ 標準 DC 入力は、HRS タイプのソケットです。
（写真は、オプションの Switchcraft 製ソケット）

バランス・アナログ信号は、XLR5 コネクター
から出力されます。 （XLR3(2 本)に変換する
ケーブルが標準で付属します。
）
ファンタム電源スイッチは背面に、HPF スイッ
チは前面にあります。
48V ファンタム ON で、およそ 6 時間動作します。

aXLR5F2YX3
（製品に付属）

RRC 2054
(15V, 3.2Ah)

RRC-SMB-UBC
(専用充電器)

スマートバッテリー (オプション)

長時間駆動が要求されるアプリケーションに
は、スマート・バッテリーの利用をお勧めしま
す。
（別売オプション：eHRS4-OUT ケーブル、
RRC 2054 バッテリーが必要です。
）
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AUDIOROOT 社（仏）は、マイクプリアンプ、電源ディストリビューター、各種ケーブルなど、フィールド
収音機材用に便利なアクセサリーを提供しています。

uPRE MK II
FEMTO vs uPRE MKII 機能比較表
最小ゲイン
最大ゲイン
入力回路
48V ファンタム
HPF
Stereo リンク
M/S デコーダー
Analog 出力
Digital 出力
寸法 (mm)
重量 (g)

uPRE の後継機である uPRE MKII は、2-ch の
マイクプリアンプにデジタルオーディオ出力
を搭載しています。2 個の 9V 電池(006P) ま
たは、HRS コネクターの外部電源入力(9～
18VDC)で動作します。 ステレオリンク、MS
デコード機能を備えます。
背面パネルには、ステレオ・アンバランス出力
用 TA-5、マイクロフォン入力用 TA-3 コネク
ターがあり、これらミニチュア XLR を変換する
ためのオプションが MKII CABLE KIT です。

FEMTO
+10 dB
+64 dB
電子バランス
〇
80Hz 12dB/Oct
×
×
バランス
XLR5M
×
95 x 129 x 42
327

uPRE MKII
-50 dB
+80 dB
電子バランス
〇
80Hz 12dB/Oct
〇
〇
アンバランス
TA-5
AES / SPDIF
130 x 85 x 30
255

48V ファンタムと ADC ON で、およそ 5 時間動作します。
ダイナミックマイクと ADC OFF で、およそ 10 時間動作します。

MKII CABLE KIT
（製品に付属しません）
2 XLR mic inputs cables (XLR3F to TA-3 : 2 本)
1 mini XLR stereo output cable (TA-5 to 2x TA-3 : 1 本)
1 XLR3 AES output cable (TA-5 to XLR3M : 1 本)

スマート・バッテリー (RRC2054)
RRC 社（独）にて開発され、各国安全規格に適合した
高エネルギー密度のリチウムイオン充電電池です。
電池本体に残量表示機能（4 段階）があります。
RRC-SMB-UBC
(専用充電器)

RRC 2054

eHRS4-OUT
（専用ケーブル）
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