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UHFデ ジタル簡易無線機
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TCP―D203 NEW
UHFデ ジタル簡易無線電話装置

TCM口 D204 NEW
U H Fデジタル簡易無線電話装置



1過 酷な現場で威力を発揮する堅牢設計

ぬかるみ、砂塵、悪天候。想定を超える過酷な現場で業務を遂行するため

に、IP規格&Mに一STDといった、厳しい基準をクリ孔 激しい打撃や落下、

全天候に耐える優れた堅牢・防水設計で曳 」iS規格C0920で規定され

た、回形異物や水に対する電気機器やキャビネットの果物侵入保護等級

(IP等級)でlP67に適合。第1記号「6」は、塵挨が侵入しても動作を阻害し

ないという保護等級「5」に対して、塵挨の侵入がない最高レベルの保護等

級で孔 第2記号「7」は、規定の圧力・時間内、水中に浸漬しても有害な影

響を受けない保護等級です。また、米軍用規格MlL―STD(Mititary

Standards)310C,D,E,Fの振動/衝 撃規格に加え、降雨/湿 度/粉 塵

規格もクリアする性能を備えていま曳

lP6X防 塵形       IPX5防 憤流       !PX7防 浸形

1現場の騒音にも負けない高音質設計

さまざまな音が混じり合い騒音となる作業現場で、通信音声を確実に伝える

ために、KENW00Dの オーディオ技術を結集。騒音環境下でも聴き取りやす

く、明蹟度の高い音質を実現していま曳

日緊急時の通報に威力を発揮する

エマージェンシー機能
―
(TCM‐D204にも搭動

アクシデント発生時など、緊急の連絡が必要な

場合に頼り1こなるエマージェンシー機能。送信

側は自局のチャンネルとあらかじめ設定したエマ

ージェンシー専用チャンネルの、両方でデータの

送出を行いま曳 受信側はビープ音が鳴り、デ

ータを送出した局の個別IDが表示され、誰から

緊急呼び出しがあったか確認できま曳 さらに、

オプションのスピーカーマイクKMC-42Wに も工

マージェンシーボタンを装備しました。

※デジタルモードのみ

1作業用グローブ装着時も確実に操作

回―タリースイッチや大きな操作

キーを装備。無骨な作業用グ

ローブをはめていても、片手で

の操作が可能で曳 また、プ回

グラムファンクション機宮ユこより、

よく使う機能を自由に6つの操

作まで、キーにプログラム設定

ができま曳

日長時間運用が可能な省電力設計

デジタルモードでは約11時間、アナログモードでは約12時間の運用が

能です。

lP6X防 塵形 IPX5防 憤流

デジタル簡易無線機の優れた機能

ロデュアルモード100chで 余裕の連絡

アナログ35ch加え、デジタル65chの合計1 00chを搭載しました。

2022年のデジタルヘの完全移行に向けて、無駄のないスムーズな

移行が可能で曳

132,767通 りの高度な秘話機能を搭載

32,767通りの秘話鍵の設定が可能。高度な秘話機能により、秘誌

性を要求される業務に最適で曳

※本機は種別コード「3B」の記載のあるデジタル簡易無線機と互換性を有しま曳

日同じコード同士で通信できるユーザーコード通信

任意の「000～511」までのコードを他の無線機と合わせることで、デジ

タルモードでの通信が可能となる「ユーザーコード通信」機能に対応。

※本機は種別コード「3B」の記載のあるデジタル鶴易無線機と互換性を有しま曳

E低ノイズで明瞭な通話品質

デジタレモードでの運用時に、ノイズの少ない明瞭な音声品質を実現。

1日 本語表示が可能な大型フルドットLCD

ログループ呼び出し・個別呼び出しが可能 (セレコール機能)*

I Statusメッセージが可能
※

データ通信機能により、あらかじめ設定したStatusメッセージの送信が可能。

※デジタルモードのみ

その他の特長

● ATiS/CSM送 信機能 ● CTCSS/DCSエ ンコード/デコード機能

(アナログモードのみ)● キーロック機能(TCP―D203のみ)● タイムアウト

タイマー機能 ● ビジーチャンネルロックアウト機能 ●電池電圧低下

警告機能(パッテリー警告)(TCP D203の み)● ユーザによるパワー

H7Low切 り替え機能(TCP―D203のみ)● N型 アンテナコネクタ搭載

(TCM―D204のみ)
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7文字の日本語(漢字表示)表示が可能で曳

TCM― D204



オプション

日KNBo47L

リチウムイオン
バッテリー

(フ4V/1950mAh)

■KSC口 32

急速充電器 モ茶隣「」号卜   J″''''レデ

■KMC-42W

スピーカー

マイクロフォン

H KES‐ 3

外部スピーカー

許可された65波 (467MHz帯 )

許可された35波 (465/468MHz帯 )

65 Ch

35 Ch

Fl C,Fl D,Fl E,Fl F

F3E F2D

74V DC± 10% 138V DC± 10%

11時 間

12日寺間

(試験条件:送信5受信5待 受901 KNB 47に使用 パッテリーセーブOFF)

58x1275x413 mm(KNB‐ 47L装着時1突起物含ます) 160x45x157 mm(突 起物含ます)

無線機単体 :260o 無線機単体 :1 38 kq

KNB-47L装 着日寺:375o

500 mW(3%歪 ) 4W(10%歪 )

5 VV/1W

4値 FSK(デ ジタル )可 変 リアクタンス周波 数変 調 (アナログ)

4 dBttV(BERl%) 4 dBLtV(BERl%)
-6 dBItV -6 dBllV

45 dB 45 dB

65 dB 70 dB
-20°C― +60°C -20°C― +60℃

810C,Dl EI F 810C,D,E,F

IP54/55/67

●掲載性能値はTyp4直となります

lP規権,(異物侵入保護等級)

※′ヽネルセパレート時 (KRK 10使 用田寺)のコントロール′ヽネル部は、IP55

1TCP‐ D203:lP54/55/67日 TCM― D204:lP54(パ ネルセパレート時のコントロールパネル部は、lP55)

●TCP―D203の lP67規 格の防水性能を維持するため、

年に一度の定期点検(有償)をお勧めします。

しヽかなる方向の水の飛沫によっても

有害な影響を受けない。

いかなる方向の水の直接噴流によつても

有害な影響を受 ナなしヽ。

規定の圧力、時間で水中に浸漬しても

有書な影響を受けなしヽ。

電波法施行規則の一部改定にともない、平成34年 11月 30日 までにアナログ簡易無線局は、順次デジタル方式に変更することが義務づけられました。

Listen to the Future ケンウッドは、これまで「音」を通じて多くの人と心を通わせてきました。いま私たちは、その「音」の世界を、ケンウッドならではの形で、さらに進化させたいと

考えています。次の時代の鼓動やお客様の声に、耳を澄まし、傾けながら。そして、新鮮な驚きや感動がもたらす幸せな気持ちを分かち台える末来に向かつて。
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●お買いLげは信用ある当店で

株式会社ケンウッド/〒 19み8525東 京都八王子市石川町296730こ のカタ

ログの内容についてのお問い合わせは、お近くの取り扱い店にご相談ください。

もし取り扱い店でおわかりにならないときは、株式会社ケンウッド無線システム

事業部営業部 Te o45!9396271ま で。●定格 ・意匠は改善のため、予告無く

変更することがあ',ます。●このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印

刷上の条件により、実際の色と異なる場合がありま曳

Kenwood Corporation

www.kenwood.co.jp

〒103-0007~~…
・~、一 __

東京都中央区日本橋浜町2
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