
BLACK なまず DN-SH700J 製品仕様 

品 名 BLACKなまず
型 番 DN-SH700J
本 体 外 形 ⼨ 法 幅155mm×⾼さ144mm×奥⾏き156mm(突起部除く )
重  量 0.6Kg
電 源 電 圧 DC12V ACアダプター使⽤(出⼒︓DC12V、1000mA以上)
消 費 電 ⼒ 待受 2.0W 最⼤ 11.5W
温 湿 度 条 件 温度︓10 〜 60℃ 湿度 ０ 〜 80% 結露なきこと
電 ⽂ 受 信 ⽅ 式 IPv4インターネット常時接続環境でのTCP/IP⽅式

出⼒ 

外部制御出⼒ (DO 1/2/3/4) 
無電圧ループ接点出⼒（DO1〜3 A接点、DO4 B接点）
定格電圧︓38V、最⼤ピーク電圧︓60V 
定格電流︓1000mA、最⼤ピーク電流︓1000mA

内蔵⾳声出⼒ (SPEAKER) 2W

外部⾳声出⼒ (LINE OUT) 
RCA-MONO、 
出⼒電圧︓800mVp-p Max.、5dBm(最⼤)/100KΩ不平衡

信号出⼒ (DEBUG) TTLレベル、多段接続時の信号出⼒ 

⼊⼒ 

電源 (DC IN) AC100V (50/60Hz) DC12V-1000 ｍ A 
外部⾳声⼊⼒ (LINE IN) RCA-MONO、⼊⼒電圧︓800mVp-pMax.、100KΩ不平衡

ネットワーク (RJ-45) 
10/100Base-T
配信サーバーとの通信ポート︓9001 

外部接点⼊⼒ (DI1/2/3) 
電圧ループ接点出⼒に対応 
出⼒電圧︓5V、出⼒電流︓5mA

表⽰ / 
操作⾳ 

LCD 部 (INFORMATION) 端末設定情報および電⽂受信内容他を表⽰ 
⾚ LED (POWER) 電源供給状態およびハードウェア接続状態の確認
緑 LED (STATUS) ネットワーク接続状態および電⽂受信の確認 
ブザー  ボタンの操作確認⾳

接続 
コネク
ター 

電源  外径︓6mm、内径︓2mm
LINE OUT  RCA ピンジャック
LINE IN  RCA ピンジャック
HDMI出⼒  出⼒解像度1920X1080
DO  スクリューレス 3.5mm ピッチ
DI  スクリューレス 3.5mm ピッチ
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BLACK なまず  DN-SH700J 機能仕様 

通信障害 遠隔監視 
（メール・電話連絡） 

24 時間 配信サーバーと本体の通信障害を遠隔監視 
連続 10 分以上切断の時、メールで随時連絡 
連続 15 分以上切断の時、電話で随時連絡 
※メール及び電話での連絡は、弊社営業時間内で対応 

発報震度レベル設定 気象庁震度階級 1〜7 の間で設定 
※外部制御出⼒ DO に限り、キャンセル報での動作選択も可能

発報表現設定 詳細・曖昧１（カウントダウン有）・曖昧２（カウントダウン無） 

発報履歴の管理 
本体ボタン操作から、過去 9 件 
（震源地・端末発報内容が本体から確認可能） 
WEB 画⾯から、過去 2 年分の受信履歴確認可能 

地震の確からしさ（告知精度選択） 1 点観測、2 点以上観測によるテリトリー法告知レベルの設定が可能 

訓練報受信（する・しない）設定 本体ボタン操作及び WEB 画⾯から設定が可能 

キャンセル報受信（する・しない）設定 本体ボタン操作及び WEB 画⾯から設定が可能 

通過地震の受信（する・しない）設定 本体ボタン操作及び WEB 画⾯から設定が可能  
通過地震ｰ 10 秒まで対象

深発地震の受信（する・しない）設定 本体ボタン操作及び WEB 画⾯から設定が可能 

RF 出⼒（する・しない）設定 本体ボタン操作及び WEB 画⾯から設定が可能 ⼦機連動時に設定 

端末動作確認テスト 
本体ボタン操作から、震度レベル 2 段階（5 強→7→5 強→7 ループし
ます） 猶予時間 20 秒固定にてテスト配信可能 
WEB 画⾯から、詳細テスト条件設定可能

固定 IP の設定 本体ボタン操作及び WEB 画⾯から設定が可能 

プロキシ接続の設定 WEB 画⾯から設定が可能（SOCKS4／SOCKS5） 

告知アナウンス設定機能 カウントダウン 0 後、注意喚起・避難誘導⾳声の設定可能 

津波注意報・警報受信機能 津波注意報・警報 受信可否設定が可能 受信地域の設定可能 

端末動作停⽌機能 7 曜⽇指定 0〜23 時（00 分固定） 

LINE OUT ディレー機能 0 秒〜10 秒 選択可能 

外部制御出⼒ 
設定機能 

ディレー︓0 秒・100〜900ms・1〜10 秒 
出⼒時間︓0 秒・100〜900ms・1〜60 秒・ 

2 分・3 分・4 分・5 分・連続・⾳声連動 
出⼒⽅式︓発報時出⼒・発報後出⼒

⾳声スルー・⾳声切換機能 
通常時︓LINE IN ⾳声を LINE OUT に、そのままスルーパスする機能 
発報時︓LINE IN ⾳声を遮断し⾳声を切換え。 

発報動作が終了すると通常時に戻る 
時報機能 時報サウンド 4 種 0〜23 時（00 分固定） 

バージョンアップ機能 本体ボタン操作及び WEB 画⾯からバージョンアップ可能 
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