
New!!
デジタルマルチチャンネル
インターカムシステム
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G reen-G O  outstations simply plug in to 
existing PoE  E thernet network to provide wide-
area digital communications between users.

Unlike other digital intercom and cuelight 
systems, G reen-G O  does not require a separate 
network, special cabling, or expensive central 
router exchange. G reen-G O  simply plugs into 
almost any E thernet network providing 
(power over E thernet) including lighting control 
or of-ce networks, without any degradation 
data transmission rates.

G reen-G O  is scalable from 2 to more 
than 3000 users, either direct or in a 
maximum of 250 groups (rings). 

O utstations are available in 2-channel 
beltpack or wallbox versions and 4, 8, 16, 
24, and 32-channel desktop units.  
A 12 channel 19” rackmount version can 
be used as a master/slave to make a 24 

hannel outstation.

All outstations have the same functionality
with all routing data stored locally. 
Multichannel desks feature cue control 
master functions, and can send cueing 
information (attention, hold and go) and 
monitor acknowledgements.

S imple P C /Mac interface provides access 
for group setup, text cues and button 
displays.

Plug and Play!
The simplest G reen-G O  intercom comprises two 
beltpacks connected to a PoE  E thernet network. 
The network doesn’t have to be dedicated – almost 
any 10/100MB  network, including Artnet, MAnet, 
sAC N or an of-ce network will provide clear digit al 
communication.

PoEネットワーク

Green-GOは、既存のイーサネットワーク（PoE）に簡
単に組み込める、デジタルコミュニケーションシステム
です。
他のインターカムシステムと違い、専用の回線（専用
のケーブルや、高価なマスターステーション）を必要と
しません。
Green-GOはPoE（パワーオーバーイーサネット）から
の給電さえあれば、他の照明用ネットワークや、オフ
ィスネットワークでも、共存することが出来ます。

Green-GOは、250のグループと、最大3000
以上のユーザーを管理できます。それぞれに
対し、ダイレクトにコミュニケーションが可能で
す。

2つのベルトパックを、PoEネットワークに接続すれば、
一番シンプルなシステムが出来上がります。
ネットワークは専用である必要はなく、全ての10/100MB
ネットワークが使用でき、Artnetや、MAnet、sACNと
一緒のネットワークでも、デジタルならではのクリアな
コミュニケーションが可能です。

2chのベルトパックユニット。4；8；16；24；32ch
のデスクトップユニット。
12chのラックマウントユニットは、マスター／ス
レーブ機能を使用して、24chのステーションと
して機能します。

全てのユニットは、ルーティングデータを、各々
に記憶します。
マルチチャンネルデスクは、キューを各ユニット
へ送ることも可能です。

シンプルなPCorMACのGUIアプリケーションか
ら、グループのセットアップ、テキストキューの
編集などが、行えます。



技術仕様

Infras tructure

The Green-G O digit al intercom is based on a 100 Mbit
Ethernet network. It offers a maximum of 25 0 groups (or 
partylines/rings) and over 3 000 users. T he system has no 
central matrix as eac h device operates with its own local 
matrix. T he Ethernet network is used to distribute audio and 
control signal and can be shared with other systems suc h 
as a lighting control, st age automation and of-ce network or 
audio network suc h as AE S5 0 (hypermac) whic h has a 
10 Mbit Ethernet tunnel available*.

The bandwidth needed depends on the number of active 
audio sources (i.e. sending audio with an audio gate open, not 
just ‘t alk’ enabled). Eac h active audio source uses 
< 3 4 0kbit/s (0.3 4% bandwidth) at 16kHz s ample rate and 
16-bit s amples. T he system is scalable to 24kHz and 4 8kHz 
sample rate, where needed. Audio is encrypted to provide 
security against hac king.

*Audio systems such as E thersound are not compatible.

B eltpac k

The beltpac k provides direct access to 2 c hannels (either 
a group or direct user). A colour bac klit L C D display button 
provides text information, control, cue ac knowledgement and 
call functions. T he rot ary encoder acts as a master volume 
control, and when pressed, answers the latest audio source. 

Multic hannel desk

A range of multic hannel st ations offer 4, 8, 12, 16, 24 and 32 
channel (either a group or direct user) capacities. T he desks 
provide direct push button access to c hannels, line inputs,
cue control master functions, and displays cueing information 
(attention, hold and go) and monitors ac knowledgements.

Interfaces

A 2-wire/partyline interface links the system into an existing 
analog ring/partyline system. A 4-wire, audio in/out interface
with cont act closures connects to an existing matrix or other 
analog interfacing (program audio in / announce out). 

マルチチャンネルデスク (16chを例にしています）

サイズ　重量 29 x 4.5 x 19.5cm, 1.94kg

4ch、8ch、12ch、16ch、24ch、32ch
（12chは、19インチラックマウント）

接続（4ch）

制御（4ch）

制御（8～32ch）

接続（8～32ch）

2 E thernet connections, with built-in
switch, Headset connection on XLR 4, 
Line input, Line output

2 E thernet connections, with built-in
switch, Mic input, dynamic or phantom
powered (12V), Headset connection
XLR 4, 1 Line input (program in), 1 Line 
output (stage announcements), US B  
connection 2 contact in and 2 contact 
out on 1 sub D-9 plug

2 R G B  backlit buttons per channel for 
alk/indication and control, O led display 

for level info and channel label, central 
control display with buttons, rotary
encoder for volume and parameter 
setting

2 R G B  backlit buttons per channel for 
talk/indication and control, O led display 
per 4 channels for level info and channel 
label, central control display with buttons, 
rotary encoder for volume and parameter 
setting, front panel speaker.

ベルトパック ＧＢＰ２

サイズ　重量 8 x 4 x 13cm, 390g

電源

電源

チャンネル数

Power over Ethernet

Power over Ethernet 
又はDCアダプター

接続 RJ45Ethercon　＆　4pXLR

LCDボタン
all-in-one switch/display that provides text 
cues, red/green warn/go cuelights and push 
button ‘accept’ and calling functions クイックアクセスボタン
two programmable push buttons to speak 
directly to a preset group or other remote
stations (programmed via P C /Mac) ロータリーエンコーダー

rotary master volume control and push switc

h for answering the latest audio source
製品ラインナップ
G B P2 2-channel beltpack

G W M2 2-channel wall station

MC D4 4-channel desk station

MC D8 8-channel desk station

MC D12 12-channel 19” station

MC D16 16-channel desk station

MC D24 24-channel desk station

MC D32 32-channel desk station

G G 2W Interface: 2-wire/partyline systems

G G 4W Interface: 4-wire systems

G G W T W ireless transmitter

G G W R W ireless receiver

Green-GOデジタルインターカムは、100Mbitのイーサネットワークをベ
ースとしています。最大、250のグループ、3000以上のユーザーで使
用できます。システムは、専用の配線は必要なく、さらに子機／親機
の関係も必要ありません。
イーサネットワークによって、音声と制御信号を伝送します。照明制
御や、ステージ機構、オフィスネットワーク、そしてAES50（hypermac）
のような10Mbitのイーサネットトンネルを使用する、音声ネットワークな
ど、他のネットワークと共存することが出来ます。

アクティブなオーディオソース（許可されていない会話以外）により、使
用する帯域幅は可変します。各々のアクティブなオーディオソースは、
それぞれ、16kHz、16ビットサンプル時、340kbit/s（帯域幅の0.34%）
しか、使用しません。また、必要に応じて、24ｋHzと48ｋHzの高サンプ
ルに可変します。音声信号は、ハッキングを防止するため暗号化され
送信されます。

ベルトパックは、2チャンネル（グループや、ユーザーダイレクト）各々にア
クセスできます。カラーバックライト付きのLCDディスプレイ付きボタンは
、テキスト情報、コントロール、キュー、応答機能などを表示できます
。プッシュロータリーエンコーダーは、マスターボリュームとしても機能しま
すし、プッシュすることで、最新の通話に答えることが出来ます。

マルチチャンネルステーションは、4、8、12、16、24、32ch（チャンネル
には、グループや、ユーザーダイレクトを指定可能）をご用意していま
す。ステーションは、各チャンネル、ライン入力、キューコントロール、
LCDディスプレイ情報、モニター情報に、直接アクセスできます。

2-wire/partylineは、既存のアナログring/partylineシステム
に、リンクすることが出来ます。
4-wireオーディオ入出力インターフェースは、既存のミキサ
ーシステム、その他のオーディオシステム（例として、場
内アナウンスの入力や、通話内容をミュージシャンのモニ
ターへ送信など）へ接続します。

＊Ethersoundには対応していません。

ベルトパック

マルチチャンネルデスク

外部インターフェース

テクノロジー

テキストメッセージの表示、赤／緑、warn／goキュー、
押すことにより応答や、呼び出し機能の切り替え

スイッチ内蔵Ethernetコネクター　
RJ45Ethercon ｘ2、4ｐXLR、ライン入出力

スイッチ内蔵Ethernetコネクター　
RJ45Ethercon ｘ2、4ｐXLR、マイク入力（ダイ
ナミック又は、12Vファンタム電源）、1ライン入力
（プログラムイン）、1ライン出力（ステージアナウン
ス）、USB端子、D-sub9ピン

各チャンネル毎2つのRGBバックライトLEDボタン、
チャンネルラベルディスプレイ、センターコントロール
ディスプレイとボタン、ロータリーエンコーダー

各チャンネル毎2つのRGBバックライトLEDボタン、
チャンネルラベルディスプレイ、センターコントロール
ディスプレイとボタン、ロータリーエンコーダー、フロ
ントスピーカー

ループや他のリモートステーションをダイレクトに
呼び出せる、2つのクイックアクセスボタン

マスターボリューム
押すことにより、最新の通話に応答

1-21-16, Shinmachi, Setagaya-ku, Tokyo 154-0014, Japan.
Tel. 03-3425-2400 Fax. 03-3425-2402
http://www.tsjnet.co.jp

＊仕様は、お断りなしに変更される場合があります。




