
そこが知りたい!! mcA�ess e+ 
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MCAエリアとNTTドコモのエリアが

同時に利用でき、1台の無線機で通信

の二重化が可能です。 e十車載型無

線機は3G·LTE、 e十携帯型無線機

ではLTEが利用できます。

新機能 として、ECOモ ード、 GPS

機能、デー タ転送、音声ガイダンスも

搭載しています。 また、 ロ ー タリ ー

スイッチの搭載により 音量調整や

登録内容の検索も簡単に行えます。

利用料金の変更はありません。

mcA�ess e+ 
エムシ ー アクセスイープラス

http://www.mrc.or.jp/ 

お問合わせは担当販売店へこ相談ください

エムシ ー アクセスイープラス

必要ありません。

無線機が自動的にエ リアを判断

しますので操作の必要はありま

せん。
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匹環宛筋列

バッテリ ー と充電器はそのまま

こ利用になれます。

MCAは今まで通りのアンテナ

バー で確認でき、LTEは圏内、

圏外の確認が可能です。
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誕生！！無敵の無線
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東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5

お問い合わせ総合ダイヤル　03-3662-0551
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コ町叩ー '“ 示ゴ卿
ー

晨！
ドカンと広がる。どこでもつながる。

MCA 無線では届かなかったエ リアに（株） NTT ドコモの通信網の3G·LTE

エリアがプラスされトンネル・ビルの谷間・山間部でも繋がりやすくなりました。

畢強タッグ
mcA�ess e+ 

『万が 一』も『日常』もダブルの安心・便利
『自営ネットワ ー ク』と『公衆ネットワ ー ク』のコラボレ ーションにより、信頼性が高まりました
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使用時の状態 MCA無線 IP焦線 mcA�ess e+ ※l使用できるMCA無線中継局
IP無線サー ピスエリア ゜ ◎ 又はIP無縁基地局に自動的に

接続します。
MCA無線サ ー ピス エリア ゜ mcAccesse+ならOK ※2輻鞭のない回線に 自動的に

接続します。
IP 無線基地局の障害 ゜ X 

四
◎ ※l

l MCA無線中継局の障害 X ゜ mcAccesse+ならOK 4!D 災害等により（株）NTTドコモの通信網
に陣害、輻膿などが発生した場合は、

IP無線回線の輻穀 ゜ 二
゜ ◎ ※2 

] 
MCA無練のエリア内のみでの通信と

X 
なりま究防災·BCP目的の場合には、MCA無線回線の輻較 mcAccesse+ならOK 十分こ注憲ください。
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e+携帯型無線機
災害に強いMCA無線と
エリアが広いIP無線を 一体化
●フル充電で17時間使用可能
●防塵／防水性能の向上で

高い耐災害性確保
●デー タ伝送対応
●高性能GPSアンテナを内蔵
●単三型乾電池で使用可能

（オプション）
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指令局機器
無線端末にバッテリー 電源を
内蔵した指令局
●オフィスだけでなく、車や屋外でも使用可能
●停電時でも内蔵バッテリ ー で 使用可能

TDF-103 

ポー タブル型
車載型無線機がそのままポー タブルに
●屋外で使用できるフレキシブルアンテナ付き
●過放電防止装置付き

NT-eprt-03B 

車載型無線機
基本機能で簡単操作
●通信時にボタンを押すだけ

での簡単操作でドライバー

の負担を軽減

EF-6195A 
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［ 利用料そのまま 】
追加の IP 無線利用料不要！！
MCA無線月額利用料だけで使用可！

（注）• 利用開始には、（一財）移動無線センター ヘの利用申込とSIMカ ー ド
登録料が必要となります。

・ライトデータ利用の場合はこ利用いただけません。
・休止中の端末ではこ利用いただけません。
・通信時間が平均300分／月／台を超えている場合は、原則として

こ利用いただけません。




