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●記載の内容は、カタログ製作時のものです。定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。　●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。　●ア
イコム、ICOMロゴ、DPRは、アイコム株式会社の登録商標です。　●AMBE+2はDigital Voice Systems, Inc.の商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, 
Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。　●この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録
を受ける必要があります。　●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。

国内営業部  〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16  5F　TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
www.icom.co.jp最寄りの営業所はホームページでご確認ください。

アイコムサポートセンター フリーダイヤル ：0120-156-313
携帯電話・公衆電話からは：06-6792-4949（平日9:00～17:00）

2022年5月作成 20NHH003C3

注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

名刺サイズでパワーは２W、
大きさと飛びのベストバランス。

最大出力

35ch

2Wイヤホン ヘッドセット

OPC-2375LSと組み合わせて使用

HM-153LS
イヤホンマイクロホン
7,150円（税込）
（EH-15B付属）
JANコード：4909723019602

HM-166LS
小型イヤホンマイクロホン
3,300円（税込）
JANコード：4909723019060

JANコード：
4909723009962

耳掛け型イヤホン
2,200円（税込）

SP-29

JANコード：
4909723003342

耳掛け型イヤホン
1,650円（税込）

SP-16B
ン

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせることで
HM-186Lも使用可能

付属イヤホンの代わりに、
EH-14オープンエアー型イヤホンも使用可能

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせることで
HM-153、HM-166も使用可能

その他

MBB-6
回転式
ベルトクリップ
1,100円（税込）
JANコード：4909723147695

AD-137
イヤホン端子
変換アダプター
2,750円（税込）
JANコード：4909723144656

VS-3
Bluetooth®ヘッドセット
IC-DPR4/IC-DPR4C用

10,780円（税込）
JANコード：
4909723127345

プリップ
円（税込）
：4909723147695

37
ン端子
ダプター
円（税込）
：4909723144656

プ
税込）

BC-248
ACアダプター
（Micro-B USB）
付属品と同一

1,650円（税込）

BC-249
連結1口タイプ充電台
最大6台まで連結可能、
IC-DPR4C/IC-DPR4C LITEの付属
充電台と同一。（ACアダプター別売※）

4,400円（税込）

JANコード：4909723148975JANコード：4909723149026 JANコード：4909723151357

・使用可能時間 
 約12時間（パワーセーブON時）
 約10時間（パワーセーブOFF時）

防水

防水

BP-304
リチウムイオン
バッテリーパック
3.7V 1881mAh min.
〈1900mAh typ.〉
付属品と同一

5,500円（税込）

HM-186LS
小型スピーカー
マイクロホン
4,180円（税込）
JANコード：4909723019107

HM-183LS
防水形スピーカーマイクロホン
5,280円（税込）
JANコード：
4909723134473

HM-238LS
サブチャンネルPTT機能対応
タイピン型マイクロホン
10,780円（税込）

メインPTTスイッチ

セカンドPTTスイッチ

プログラマブルボタンJANコード：4909723148906

タイピンマイク スピーカーマイク イヤホンマイク

HS-97 
咽喉
マイクロホン
2,530円（税込）
 JANコード：
4909723810926

HS-95
ネックアーム型
ヘッドセット
13,200円（税込）
JANコード：
4909723810032

HS-94 
イヤーフック型
ヘッドセット
1,650円（税込）
JANコード：
4909723809920

HS-88A
ヘッドセット
8,800円（税込）
JANコード：4909723131830

OPC-2277LSと
組み合わせて使用 OPC-2006LSかOPC-2328と組み合わせて使用

EH-15B、SP-26、SP-28いずれかと接続して使用可能

4909723127345

ン

▶対応するオプションの詳細はアイコムWEBページ www.icom.co.jp からご確認ください。

スピーカー出力…【内部SP】1000mW以上（10%歪時）
【外部SP】100mW以上（10％歪時）

副次的に発する電波等の限度…4nW 以下（擬似空中線への入力）
電源電圧… 3.7V±10%
消費電流…＜送信時＞2.0A以下（2W）、1.5A以下（1W）、1.0A以下（0.5W）

＜受信＞【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下
＜待受時＞180mA以下 （すべてBluetooth®機能OFF時）

使用温度範囲…ー20℃～＋60℃

●

●
●
●

●

電波の型式…F1E/F1D/F1F/F1C　
変調方式…4値FSK　
送受信周波数範囲…351.16875～351.38125MHz
チャンネル数…30ch+5ch※

※上空用チャンネル（S1～S5）　
送信出力…2W※/1W/0.5W ＋20% ー50%

※上空用チャンネルでは使用できません
受信方式…ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度…ー5dBμV emf以下（BER=1x10-2スタティック時）

0dBμV emf以下（BER=3x10-2フェージング時）

●
●
●
●

●

●
●

※Bluetooth® OFF、受信5：送信5：待受90の使用状態にて（2W出力時）
※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック／ACアダプターの組み合わせで約4時間です。

幅50mm×高さ93mm×奥行き27mm（突起物は含まず）
約148g （付属バッテリーパック装着時）

約12時間（パワーセーブ機能ON）　約9時間（パワーセーブ機能OFF時）

寸 法

重 量

使 用 可 能 時 間

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。

・5年ごとに再登録手続が必要です。・2台以上登録するときは（包括登録）、アイコムWEBページ
（www.icom.co.jp）を参照ください。・包括登録の場合は開設届が必要です。・無線局の運用に当
たっては、1局当たり年間400円の電波利用料を納付する必要があります。（2020年5月1日現在）

利 用 開 始

不備がなければ15日ほどで発給。登録状発給

必要な書類は製品と同梱しています。登録申請

HS-99 
耳掛け式
イヤホンマイク
4,400円（税込）
 JANコード：
4909723009375

防水

無線機はデジタルの時代へ 登録局対応 3R 3S

RoHS指令対応
W出力
タイプ2

■ 主な定格

■ 主なオプション

　は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。防水

0円（税込）

JANコード：4909723148975

BC-228
ACアダプター
BC-249複数台連結時に必要。

5,500円（税込）

JANコード：4909723139133

4,400円（税込）

付属
売※）

B
A
B

5

BC-
ACア
（Micro
付属品

防水

04
イオン
ーパック
1mAh min.
Ah typ.〉
同一

円（税込）

1,650

EH-15B
イヤホン
2,200円（税込）

JANコード：4909723004356

5B

円（税込）

4909723004356

SP-28
耳掛け型
イヤホン
2,200円（税込）

JANコード：4909723009979

（税込）

909723009979

SP-26
チューブ式
イヤホン
2,750円（税込）

JANコード：4909723144113

26 SP 28いずれ

SP
耳掛
イヤ
2,2

JANコ

P-26
ューブ式
ヤホン
50円（税込）

コード：4909723144113

※1台で使用する場合はIC-DPR4/Cに付属のAC
アダプター（BC-248）で充電可能。複数台連結
して使用する場合は別売のBC-228が必要。

6台連結イメージ（ACアダプター別売※）

本体3年保証

バッテリー関連

デジタルトランシーバー

|DPR4

|DPR4

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)

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
URL:https://www.exseli.com/

https://www.exseli.com/details/4955/IC-DPR4LITE.html


DPRはかんたんな登録手続きで使えるデジタル簡易無線機のシリーズです。
必要な申請書類や周辺機器をセットしているので、登録手続きを完了させるだけですぐに使用できます。

※1.バッテリーカバー、マイク/イヤホンジャックの保護カバーを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1㎥あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1m
の静水（常温の水道水）に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として動作することです。また、一定の条件下における水滴や噴流、粉塵によっても無線機として動作することを表します。

※2.パワーセーブ機能ON、受信5：送信5：待受90の使用状態にて（2W時）

・申請書類一式

・取扱説明書　など

約148g※
重量

原寸大

50mm

93mm

27mm

メインPTT
スイッチ

セカンドPTT
スイッチ

●種別コード「3R」「3S」の表記がある無線機と通話互換性があります。（AMBE+2™方式を採用している機種に限ります）

製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果
を発揮する「セルフィール®」を噴霧しています。
「セルフィール®」は、環境に関わらず効果を発
揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒
で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多
く採用されています。

地上利用向けの30chに
加え、上空で利用できる
5chも実装。パラグライ
ダーなど、上空での通話
が可能です。

雨の日や水辺、埃の舞う屋外で
も気にせずに使える高度な防
塵・防水性能（IP67/55/54※1）
を備えています。

※付属バッテリーパック装着時。

見通しのよい場所

市街地
0m 500m 1km 2km 3km 3.5km

約2km

2
約3.5km

0m 500m 1km500m
約500m～1km

約100m～200m

※周囲の状況、環境によって通話距離は異なります。

特定小電力無線機

電波の飛びもサイズもちょうどいい、
2W出力トランシーバー。

ホールグループ
（メインチャンネル）

厨房グループ
（サブチャンネル 1）

受 付

メインPTT（送信）スイッチに加え、セカンド
PTTスイッチを搭載。メインPTTと使い分け
れば、2つの通話グループを瞬時に切り替えて
送受信できます。また、メインPTTに3つ目※

の通話グループの登録も可能で、最大3つの
通話グループを切り替えて運用できます。

特定小電力無線機と比べ、電波の飛びが良く、より広い空間
での通信が可能です。また、5W出力機と比べ軽くてコンパク
トなため、よりカジュアルに使えます。

Change

ch3
無

w2 最大3つの通話グループを瞬時に切り替え余裕の2W出力

特定小電力無線機とIC-DPR4シリーズの通話距離の比較

防塵・防水仕様抗菌・抗ウイルス加工上空で使える5ch実装

■ その他の特長

余裕の
12時間運用※2 録音再生機能 接客モード

（一時音量低下）
騒音時の

自動音量UP機能
ワンタッチ
アンサー機能

Bluetooth®搭載
（IC-DPR4/IC-DPR4C）

1000mWの大音量 緊急呼び出し機能

IP67ch5

メイン
チャンネルと
サブチャンネルを
交互に受信

※3つ目の通話グループでは、受信した時のみ応答可能。

・リチウムイオン
バッテリーパック
 （3.7V 1881mAh min. 
<1900mAh typ.>）

・USB充電ケーブル
 （micro-B USB）

・ベルトクリップ ・卓上充電台プ ・卓上

ある無線機と通話互換性があ

n. 

・US
（m

●種別コ ド「3R「3

・リチウ
バッテ
（3.7V 
<1900

デジタルトランシーバー 本体３年保証

|DPR4

JANコード：4909723158295 技術基準適合証明（工事設計認証）取得機種 技術基準適合証明（工事設計認証）取得機種

技術基準適合証明（工事設計認証）取得機種

希望小売価格 41,580円 （税抜 37,800円） 希望小売価格 43,780円 （税抜 39,800円）
|DPR4C

JANコード：4909723158301

|DPR4 LITE

JANコード：4909723160274 技術基準適合証明（工事設計認証）取得機種

希望小売価格 40,480円 （税抜 36,800円） 希望小売価格 42,680円 （税抜 38,800円）
|DPR4C LITE

JANコード：4909723160281

卓上充電台
付属バージョン

卓上充電台
付属バージョン

（IC-DPR4C/
IC-DPR4C LITEに付属）

■付属品

|DPR4

Bluetooth®搭載Bluetooth®搭載

介護施設レストラン お祭り

イベント警　備アウトドア

https://www.exseli.com/details/3977/IC-DPR4.html
https://www.exseli.com/details/3977/IC-DPR4.html
https://www.exseli.com/details/4955/IC-DPR4LITE.html
https://www.exseli.com/details/4955/IC-DPR4LITE.html



