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大好評のデジタル簡易70シリ ー ズに免許局3Bも新登場

＠
技術基準適合証明取得機種

DJ-BU70D 
1 2011年10月下旬発売予定

アルインコ株式会社ではこの度UHF467MHz帯のデジタル65chをカバーする5W出

カの簡易業務無線・免許局のDJ-BU70Dを発売致します。

アナログ簡易無線のデジタル移行期限（平成34年11月30日まで）が迫るなか、

アナログ機からの乗り換えに対応するDJ-BU70Dは、発売以来大好評を頂いており

ます登録局DJ-DPS70の基本設計と操作性を受け継いで、コンパクトでスタイリッ

シュな外観の免許局に仕上がっております。 市販の秘話解読機能付き受信機でも

デコー ドできない約46万通りの秘話キーを備えたDJ-BU70Dですが、基本の3万通

りの共通秘話コ ー ドを持つ他社製3Bの簡易無線機と基本的な通話ができます。

700mWと十分な音声出力、 自分の声をイヤホンマイクでモニターできるコール

バック機能、IP67相当の耐塵防浸で難燃性のポリカーボネ ート製ボディ、35分の

受信音声録音など多彩な機能も採用。 使いやすいDJ-BU70Dの特徴をよくご理解頂

き、販売促進にご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

I 主な仕様

● 出力は5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い, wの切り替え式。
● 従来の他社互換秘話コード32,767通りに加えて弊社独自の秘話キーを追加、70系だけ
しか通話できない高セキュリティ秘話を実現。 （従来コード32,767 X強化キー15=
491,505通り）
● 難燃性ポリカーボネ ート素材のIP67相当耐塵防浸ボディとねじ込み4極の防水ア
クセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。
● 標準バッテリーEBP-98装着時は幅55. 8mm x高さ95. 8mm x薄さ32. 5mmで軽さ約250g、大
容量EBP-99でも薄さ40. 7mm、軽さ約272 gと小型軽量。 （＊突起物・クリップを除く、質
量は付属アンテナを含む）
● 約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定
が可能。
● プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセー ジは、パソコン編
集ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。（ソフトは弊社正規販売代理店様に無
償支給、但しプラグ変換用EDS-14とパソコン接続ERW-7の両ケ ー ブルが別途必要）
● 内蔵、外部、緊急と個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリア
な送信音を実現。
● voxは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信（声が途切れたら自動で受信）と、話し
始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い
勝手を向上。
● 低音•高音域抑制、受信信号強度低下通知、受信音量固定などユ ーザーに優しい多彩
な受信音のカスタマイズが可能。
● CH 番号、受信音レベルのほか「キー ロック中です」「電池が減りました」「緊急、
緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。
● 大きく見やすいドットマトリクスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライ
ト。 明るいイルミネ ーション付き白色操作キーと相まって、夜間の操作性も抜群。
● 大音量700rnWのオーディオ出力、親子通信（子機間通話禁止）、200名の個別呼び出
しと10グルー プのグルー プ呼び出し、PTTホールド、コールバック（自声モニター）、
7段階のvox感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細
設定、ショックセンサー（マンダウン機能＝倒れて一定時間動かなかったら発報）、設定温
度（範囲ー2 o- 6 0℃)になると警告を発する温度センサーなど、多彩な機能を満載！

厚くても握りやすいEBP-99 (左）と
出っ張らないEBP-98 (右）

株式会社エクセリ　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　URL : https : //www.exseli.com/



DJ-BU70Dの主な定格

・送受信周波数： 467. 0000 - 467. 4000MHz (6. 25kHz間隔、65波）

・変調方式： 4値F SK(電波型式F1C、F1D、F1E、F1F)

·送信出力： 5W/2W/1W +送信禁止（偏差： +20%、-50%/アンテナインピ ーダンス： 5 0 Q) 

· 受信感度： ー5dBµV emf (BER 1 %) 

・受信方式： ダブルスーパー ヘテロダイン

· 低周波出力：700mW以上( 10%歪）

・定格電圧： 7.2V 

• 消費電流：送信時2A以下 ／受信時 500mA以下（音声出力時） / 130mA以下（受信待ち受け時／バッテリー セ ーブOFF)

· 使用温度範囲：ー 20 - +60℃ （充電は0 - 45℃) 

・定格寸法／重量：標準 EBP-98装若時55.8 x 95. 8 x 32. 5mm /約250g· 大容量 EBP-99装著時 55. 8 x 95. 8 x 40. 7mm /約272g

（寸法：突起物を除く／重量：表記の電池パッ ク、標準サイズのアンテナ含みベル トクリップを除く）

・アンテナ長：標準（ ロングタイプEA-252)約148mm /別売（ミドルタイプEA-200)約100mm

一
・法人、学校、各種団体、 地方自治体等
の組織に対し、 業務連絡用途に限定して
免許される無線です。プライベー トや
レジャ ー、趣味の通信にはお使いになれ
ません。
・外部アンテナに接続できますが、 使用
できるアンテナの型式と設置できる地上
高に制限が有ります。
・レンタルやリースは禁じられています。
・移動範囲は制限される場合があります。

一
充電時間／運用時間

EBP-98 ( 標準） 3.0 I 11.0 
EBP-99 (大容量） 4.0 I 16.0 

※5W、送信5: 受信5: 待受90、BS無しで測定。
ご使用の条件や環境で大きく変わります。

一

車載運用ができるEDH-43アダプターと、
接続用EDC-194Aシガー ケーブル

I オプションアクセサ リ― | 
·EBP-98
·EBP-99 
·EDC-214R
·EDC-188
·EDC-215 
·EDH-41 
·EDH-43 
·EDC-194A
·EMS-62
·EMS-71
·EME-32A
·EME-48A
·EME-73A
·EHC-70
·EA-252 
·EA-200
·EBC-46

リチウムイオン充電池パック(7. 2V 2200mAh)
リチウムイオン充電池パック(7. 2V 3200mAh)
シングル充電スタンド(6個まで連結可能）
ACアダプター（連結充電用）
充電用ACアダプター

防水仕様乾電池ケ ース
12V/24V兼用外部電源アダプター

EDH-43接続用シガーケ ー ブル
スピ ー カーマイク
IP67防水スピ ー カーマイク（イヤホン使用不可）

カナル型イヤホンマイク
耳かけ型イヤホンマイク
ヘルメット用ヘッドセット
ハードケ ース
ロングアンテナ（標準付属品のスペア）
ミドルアンテナ
ベルトクリップ

¥13,000
¥18,000
¥8, 000 
¥9, 000 
¥4, 000 
¥3, 600 
¥5, 000
¥2, 800 
¥3, 500
¥4, 800 
¥6, 000 
¥6,000
¥14,800
¥7, 000
¥4, 000 
¥4, 000 
¥1,000

【ご注意】
・スピー カ ーマイクではvox機能は使えません。ヘルメット用ヘッドセットはバイク用や特殊形状のヘルメット

には使えません。EDS-14の2ピンプラグ連結部分は防水ではありません。
·EME-36A, 59A, 65A, 69A, 70Aの各イヤホンマイクはレジャ ーやホビーユーザー 向けの消耗品です。本製品には

耐久性に優れた上記の業務用アクセサリ ー をお使いください。
·EME-62A, 63A, 64Aの各業務用ヘッドセット、咽喉マイクは回路上の理由から本製品にはお使いになれません。

背面がフラットになる
標準EBP-98

大きくても握りやすい
大容量EBP-99

底部のホックを外せば
そのまま充電台に乗せ
られるハードケース
EHC-70 

免許と弊社アフターサー ビスについて

●免許：本製品は業務用無線機です。資格は必要有りませんが使用前に無線局免許を受ける必要があり、委任状を販売店に提出するなど手続きが有ります。
又、 1台当たり年間に600円（本書作成時）の電波利用料が掛かります。免許に関する詳しい事は販売店でご相談ください。

●アフタ ーサー ビス：製品保証は2年です。故障の場合は有償· 無償にかかわらず弊社のサー ビスセンタ ーで修理を承ります。出張修理や代替機をお貸し
することはできません。修理は1週間程度の時間が掛かります。アンテナやボリュ ームツマミなど、内部を開けずに交換出来る消耗部品を除き、
修理用部品を消費者に販売することは致しておりません。

製品に関するお問い合わせは

�:;:>Jしイココ株式会社（電子事業部）
URL : http://www.alinco.co.jp 

●東京支店 〒103-0027東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザピル14階803-3278- 5888 (代表）
●大阪支店 〒541-0043大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階806-7636- 2361 (代表）
●名古屋支店 〒460-0002名古屋市中区丸の内1丁目10 -19サンエイビル4階8052-212- 0541 (代表）
●福岡営業所 〒812-0013福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコ ービル 2階8092-473- 8034 (代表）

株式会社エクセリ　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　URL : https : //www.exseli.com/




