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MOTOTRBO R7
ポータブル無線機 - R7

聞かせる
大きな音
クリアなサウンド
デジタル ポータブル無線
機 MOTOTRBO R7（アール
セブン）。頑丈で拡張性の
高い、革新的なデバイス。

高度な音声処理により、大きな音、クリアな
サウンドでコミュニケーションは更にスムー
ズになりました。過酷な環境に対応する堅牢
な構造、通信技術の進化にも柔軟に対応可能
なオプションにより、将来にわたって現場の
仕事を的確に支えます。

R7はフルキーパッドモデルとキーパッド無しモデルがあります。
詳しくはスペックシートをご覧ください。
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シャープでクリアなサウンド
の音声機能
MOTOTRBO R7。最も重要な瞬間に、あな
たのチームは一度で必要な声を聞き、必
要な声を聞かせます。アダプティブ・デュ
アル・マイク・ノイズ・サプレッションは、
重機の騒音に囲まれていても、スタジア
ムの熱気の中での仕事でも、どこにいて
もチームの声が聞こえるノイズキャンセ
リング機能を備えています。自動アコー
スティック・フィードバック・サプレッ
ションは、近くにいる他の無線機の影響
を高度な振り分けを行いノイズになる音
はキャンセルします。密集して音声のや
りとりがしづらい環境でも、途切れるこ
とのないコミュニケーションが実現。イ
ンテリジェント・オーディオは、周囲の
騒音を検知して自動でスピーカーの音量
を調整するため、ユーザーが操作する必
要はありません。何もしなくても自動で
常に最適な音量で通話することができる
のです。

大きな音
クリアなサウンド

まずは「聞かせる」音量
MOTOTRBO R7 は、これまでにない大音
量を実現。どんな状況でもチームの声は
聞き取れます。パワフルなスピーカーは
102 フォンの大音量。大声で会話する場
合の10倍以上の音量で聞かせます。また、
R7はプログラム可能なエクストララウド
プロファイルを備えています。無線機と
リモートスピーカーマイクの合計音量は
107 フォン。すぐ近くのバイクが発する
音の約 10 倍の音量でのコミュニケーショ
ンが可能。

カスタマイズできる柔軟なオ
ーディオ機能
MOTOTRBO R7 は、特に大音量の環境下
で、デバイスをより使いやすく高機能に
するための様々なアクセサリが用意され
ています。新しくなったアクセサリポー
トは接続部分を強固で堅牢なものにし、
長く快適に使用できるようになりました。
また、埃や腐食に対して耐性を高めまし
た。リモート・スピーカー・マイクやそ
の他のオーディオ・アクセサリを使用し
て、操作をすばやく簡単なものにしましょ
う。R7自慢の大音量、大きな音は専用ア
クセサリによって更に便利に使うことが
できます。IMPRES™テクノロジーによっ
て、R7はモトローラ・ソリューションズ
のアクセサリとの連動がスムーズ。全て
の会話を完璧に聞かせます。

MOTOTRBO R7 は大
音量が自慢。R7を使
用することで、これま
で以上に大きな音と
クリアなサウンドを聞

かせます。
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結果を出すための設計
MOTOTRBO R7 は、過酷な状況での使用
に耐えうるデバイスです。どんな状況で
も優れた性能を発揮するように設計され
ています。R7は安全防爆仕様なので、危
険な環境でも発火や火災の心配がなく使
用できます。IP68、IP66 の防塵・防滴性
能を備え、最大 2m、2時間の浸水や高圧
水流による衝撃から保護します。さらに、
コンクリートへの落下にも耐えられるよ
う、パネルも頑丈に作られています。また、
R7の筐体素材は、医療業界向けに特別に
設計されており、消毒液や除染剤に耐え
られるようになっています。*1

ダウンタイムを最小化
無線機の最大のメリット、それは必要な時にすぐ
に使える、直感的に操作しやすい、瞬間で作動し
コミュニケーションが可能なことです。新型リチ
ウム電池を搭載したMOTOTRBO R7のバッテリは、
コンパクトな形状でありながら優れた電池寿命と
通話時間を実現し、自動制御機能により、電池の
再調整にかかるダウンタイムをなくします。内蔵
のセーフガードにより、不正なアクセスや傍受か
らデバイスを安全に保護します。無線プログラミ
ングとWi-Fi 経由のアップデートにより、再設定
などの面倒な作業をすることなく、無線機を最新
の状態に保つことができます。5年間の補償付き。
ダウンタイムを最小限に抑えて、より長く安心し
て現場でデバイスを使用することが可能になりま
した。*2

必要な時いつでもすぐにつながる
MOTOTRBO の高位機種として R7は必要な瞬間に
どこでも、カスタマイズされた音声でカバーし、
あなたのチームを強化します。R7は、重要な時に
いつでもどこでもチームをつなぎます。
MOTOTRBO システムは、優れた発信とカバーエ
リアを自由にコントロールする柔軟性、ニーズに
合わせた予算を立てやすいコスト、チーム内で使
用する機能やデバイスをコントロールする制御機
能、ボタン一つの直感的な操作性を兼ね備えてい
ます。

1 確認された消毒剤および除染物質のリストについては
MOTOTRBO R7 のユーザーマニュアルをご参照ください。
2 ダウンタイムと生産性への影響を最小限に抑えるためのサービ
スが用意されています。

MOTOTRBO R7は新
型リチウムバッテリの
充電器を搭載。コンパ
クトな形状ながら長時

間の通話が可能。

現場で力を発揮
頼りになる無線機
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未来進化型
デバイス

つながるそして連携する
つながる、そして連携する、整然と。監視
カメラシステムやセンサーなどと連携しな
がら、チームのつながりを維持し、重要な
コミュニケーションを効率化。安全、セキュ
リティ、通信をビジネスの重要な局面にお
けるひとつのコミュニケーションワークフ
ローにリ -イマジン（再構築）します。従業
員や顧客の安全を守るためのアラートは最
優先。情報の優先順位を自動で計算し通知
過多となることなく、チームの生産性と効
率を最高レベルに保ちます。MOTOTRBO 無
線機のソフトは、使えば使うほど、自動の
判断がより精度の高いものとなります。

重要な情報を一目で把握
クリック、スクロール、ナビ操作をなるべ
く最小限に、より重要な情報を一目で確認。
MOTOTRBO R7 は、2.4 インチ、320 x240 ピ
クセルのQVGAディスプレイを搭載。無線
機の将来を見据えた製品です。QVGAディス
プレイにより、直感的な操作性と効率的な
ナビゲーションを実現。あなたのチームは
常に情報をアップデートし、高い生産性を
維持します。必要な情報に素早くアクセス
できるのは、学習曲線を最小限に抑えてよ
り直感的な行動に近づけるシンプルな学習
設計をMOTOTRBO と繋げることで備えてい
るから。ホーム画面を通知でいっぱいにし、
アラートやメッセージを見るために行った
り来たりする必要はありません。よく使う
操作にはボタンを一度押すだけ。

大きな機能 小さなデザイン
これまで以上に多くの機能を、洗練された人間
工学に基づいたデザインに詰め込みました。

機能の全てが携帯しやすい合理的
なデザインのデバイスに集約。シ
フト中でもそれ以外でも持ち運び
が楽 大きな音とクリアなサウンドは

キーパッドの後ろに配置された
フロントスピーカから

スリムで長時間の通話が
可能な充電器

フロントマイクとバック
マイクによる高度なノイ
ズキャンセリング機能

人間工学に基づいて最適に配置さ
れた大型の緊急ボタン

2.4GHz と 5GHz のWi-Fi と
Bluetooth 5.2 によるシンプル接続

2.4 インチ 320×240 ピクセル。ナ
ビゲーションに便利なQVGAディ
スプレイ
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サイバーセキュリティの脆弱性への備え
MOTOTRBO R7 は、不正なアクセスから車両やネットワークを守るため
に開発されました。NIST サイバーセキュリティフレームワークの下で設
計され、生産時点でデバイスに直接インストールした認証付きのソフト
ウェアは、ネットワーク上でデバイスを信頼あるものにし、IP 攻撃から
保護します。

R7は、不正なファームウェアから保護するための信頼のおけるオンボー
ドプロセッサーと、最高レベルのWi-Fi および Bluetooth セキュリティに
より、R7デバイスの重要なデータを不正なアクセスや傍受から安全に保
護することができます。

事故損害補償

プレミアムサービス

片道送料

ハードウェア修理
通常使用による劣化

テクニカルサポート

ソフトウェア更新
認証、テスト済のソフトウェアの更新及びアップグレード

充電器およびアクセサリは対象外

新規購入時に付帯

5
年
間
の
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
サ
ー
ビ
ス

5
年
間
の
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
サ
ー
ビ
ス

プ
ラ
ス
事
故
損
害
補
償

オプションサービス

継続的な運用のための
サービスパッケージ
「エッセンシャル・サービス」として、
ハードウェアの修理、テクニカルサ
ポート、ソフトウェアアップデート、
その他において、5年間の保証付。

5年間の事故損害補償を加えること
もできます。
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MOTOTRBO 
R7を使えば、
ハンズフリー
で作業に集中

大きな音、クリアなサウンド、その上快適な装着感
有線、ワイヤレス、お好みの使い方が可能です。Bluetooth 5.2 による高速で安
全なワイヤレス接続と、スマートでコンパクトなGCAI-mini 有線アクセサリポー
トを搭載。アクセサリポートは、心地よい装着性のために工夫が凝らしてあり
ます。MOTOTRBO R7 では、一部のオーディオアクセサリでエクストラ・ラウド・
プロファイルが利用できるようになりました。

長時間のシフトでも最大限のパワーを発揮
バッテリが切れると、すべてが台無しになります。MOTOTRBO R7 は、スリム
で軽量な充電池を採用することで、一回のシフト分のバッテリ寿命を確保し、
必要なときに必要な機能を発揮することができます。多様で柔軟な充電ソリュー
ションにより、1個または最大 6個の充電池を同時に充電できるため、無線機
は常に次のシフトに備えることができます。

安全で簡単に手が届く
MOTOTRO R7 のキャリングソリューションは、プラスチック製のキャリーケー
スとベルトクリップの 2種類からお選びいただけます。

ウェアラブルなデザイン
モトローラ・ソリューションズの新しく設計されたアンテナは、性能は妥協せ
ずに、快適性を追求するようデザインされています。より短く、より柔軟になっ
たこれらのアンテナは、ユーザーのビジネスの重要な局面でその力を発揮しま
す。

MOTOTRBO R7
アクセサリ
オーディオアクセサリ

バッテリ

キャリングソリューション

アンテナ
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モトローラ・ソリューションズ
・エコシステムの中の
MOTOTRBO R7
モトローラ・ソリューションズは、音声、
映像、データ、分析をひとつのプラット
フォームに統合した他に追随を見ないテ
クノロジー・エコシステムを開発しまし
た。個人、企業、コミュニティがより強
力に協力でき、より良い社会をつくりま
す。それが、モトローラ・ソリューショ
ンズのセーフティ・リ - イマジンです。

MOTOTRBO R7 は、このエコシステムに
組み込まれています。MOTOTRBO R7 を
活用することで、通信への投資はより有
効で効率のよいものになるでしょう。ビ
デオセキュリティや入退室管理システム、
センサーなどからの自動通知を直接デバ
イスで受信することにより、チームは常
に最新情報を知り、重要な情報を合理的
に得ることができます。革新的なコン
ピュータでのディスパッチ・ソリューショ
ンを使用して、デスクトップから即時音
声通信をひとつにまとめてコントロール。
また、柔軟なブロードバンド・プッシュ・
トゥ・トーク・ソリューションとの相互
運用により、無線ネットワークを超えて
コミュニケーションを拡張することがで
きます。
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