
携携携携 帯帯帯帯 無無無無 線線線線 機機機機 操操操操 作作作作 方方方方 法法法法

①の電源を時計回りに回してON！！「ピロロ」と音がします。

さらに右に回すと音量が大きくなります。

②のつまみでチャンネルを合わせる！

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

2

1

3

通信できない？チェックリスト

□ 電源は入っていますか？

□ バッテリーの充電はされていますか？

⇒液晶画面の左上に電源残量メモリがあります。

□ チャンネルは合っていますか？

□ PTTボタンを確実に押しながら話していますか？

無線通信の決まりごと

・送信する際、話の最後に「どうぞ」などをつける。

⇒「○○さん、対応願います。どうぞ。」

・受信中は送信することが出来ません。

・送信終了後ＰＴＴボタンを押しながら送信してください。

のボタンは使用しません



返却先返却先返却先返却先

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町2-30-1

IKビル6階

株式会社エクセリ

ＴＥＬ：03-3662-0551

ご利用ありがとうございました。



基基基基 地地地地 局局局局 無無無無 線線線線 機機機機 操操操操 作作作作 方方方方 法法法法

① 電源を長押ししてON！！「ピロロ」と音がします。

マイクのＵＰ/ＤＯＷＮキーで音量が調節できます。

② チャンネルを合わせる！

③ PTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

④ 無線機本体とアンテナは1ｍ以上離す！
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1

3

通信できない？チェックリスト

□ 電源は入っていますか？

□ 無線機本体とアンテナは1ｍ以上離れていますか？

□ チャンネルは合っていますか？

□ PTTボタンを確実に押しながら話していますか？

無線通信の決まりごと

・送信する際、話の最後に「どうぞ」などをつける。

⇒「○○さん、対応願います。どうぞ。」

・受信中は送信することが出来ません。送信終了後ＰＴＴボタンを押しな

がら送信してください。

4

安定化電源装着時



携携携携 帯帯帯帯 無無無無 線線線線 機機機機 操操操操 作作作作 方方方方 法法法法

①の電源を時計回りに回してON！！「ピロ」と音がします。

さらに右に回すと音量が大きくなります。

②のつまみでチャンネルを合わせる！

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

2

1

3

通信できない？チェックリスト

□ 電源は入っていますか？

□ バッテリーの充電はされていますか？

□ チャンネルは合っていますか？

□ PTTボタンを確実に押しながら話していますか？

無線通信の決まりごと

・送信する際、話の最後に「どうぞ」などをつける。

⇒「○○さん、対応願います。どうぞ。」

・受信中は送信することが出来ません。

・送信終了後ＰＴＴボタンを押しながら送信してください。

のボタンは使用しません



携携携携 帯帯帯帯 無無無無 線線線線 機機機機 操操操操 作作作作 方方方方 法法法法

①の電源を押してON！！「ピィ」と音がします。

②のつまみでチャンネルを合わせる！

④のボタンを押すと液晶画面がボリューム表示に替わります

さらに②のつまみを右に回すと音量が大きくなります。

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

2

1

3

通信できない？チェックリスト

□ 電源は入っていますか？

□ バッテリーの充電はされていますか？

⇒液晶画面の左上に電源残量メモリがあります。

□ チャンネルは合っていますか？

□ PTTボタンを確実に押しながら話していますか？

無線通信の決まりごと

・送信する際、話の最後に「どうぞ」などをつける。

⇒「○○さん、対応願います。どうぞ。」

・受信中は送信することが出来ません。

・送信終了後ＰＴＴボタンを押しながら送信してください。

のボタンは使用しません

4



携携携携 帯帯帯帯 無無無無 線線線線 機機機機 操操操操 作作作作 方方方方 法法法法

①の電源を時計回りに回してON！！「ピロ」と音がします。

さらに右に回すと音量が大きくなります。

②のつまみでチャンネルを合わせる！

デジタル65chのあとにアナログ35chが入っています。

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

2

1

3

通信できない？チェックリスト

□ 電源は入っていますか？

□ バッテリーの充電はされていますか？

□ チャンネルは合っていますか？

□ PTTボタンを確実に押しながら話していますか？

無線通信の決まりごと

・送信する際、話の最後に「どうぞ」などをつける。

⇒「○○さん、対応願います。どうぞ。」

・受信中は送信することが出来ません。

・送信終了後ＰＴＴボタンを押しながら送信してください。

のボタンは使用しません



スケルチ変更スケルチ変更スケルチ変更スケルチ変更 操操操操 作作作作 方方方方 法法法法

①のボタンを押します。

②液晶画面に現在の値が点滅表示され

ます。

③のボタンで上下で変更します。

①のボタンを押して設定完了です。

スケルチ設定は０～１２まで０が開放

メーカー初期設定は１です。

初回納品時は３で設定してありました

今回は全チャンネルを７で設定いたし

ました。さらにボタン割り当てを変更

し無線機本体で設定変更できるように

致しました。
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一般業務用無線

開局基準

生活インフラを支える事業及び、無線利用頻度の多い事業

（警備事業、運送事業）や専用波をもつ公共性の高い事業

（防災行政用、消防/救急用、警察用、ガス事業用、電力用

放送用）つまり、人名や財産に影響がある業種にて使用可能。

無線従事者資格免許が複数名必要（１社１拠点に１名）

※各地総合通信局の指導による

周波数VHF 150MHｚ帯UHF 400MHz帯（音声専用）

携帯型出力VHF １W／５W UHF １W／４W

※基地局用出力は最大50Wまで

特徴多様なｼｽﾃﾑ構築が可能、10W以上は技適証明必要



第一三共ケミカルファーマ様

周波数：415.1ＭＨｚ

トーン：114.8Ｈｚ

＊総合通信局より

選定にあたり、小田原市周辺での基地局の設置及び

常置場所とする陸上移動局がなく、

技術計算上問題のないものを指定いたしました。

（トーンについては、この周波数で関東局内で未使用のものを指

定しています。）

ただし、本周波数は多数の免許人で共用して使用しております。

陸上移動局については全国使用が可能な周波数となっています。

そのため、必ずしも混信を受けないとは限りません。

チャンネルプラン：ｃｈ1：周波数：415.1 トーン：114.8

ｃｈ2：周波数：415.1 トーン：なし



運用について

今回の通信局からの割り当ては無線機局数の関係から、

複数トーンは不可となりましたが今後の増設等、通信頻度等の

実績によっては許可がおりる可能性もあります。

Ａグループ：ｃｈ1

トーンが入っている

のでｃｈ2の会話は

音声にはなりません。

Ｂグループ：ｃｈ2

トーンなしの為、

同一周波数は受信します。

その結果ｃｈ1の音声は受信

します。

Ｎｏ，1

Ｎｏ，3 Ｎｏ，4

Ｎｏ，2



携携携携 帯帯帯帯 無無無無 線線線線 機機機機 操操操操 作作作作 方方方方 法法法法

①の電源を時計回りに回してON！！「ピロ」と音がします。

さらに右に回すと音量が大きくなります。

②のつまみでチャンネルを合わせる！

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

④ハウリング等が発生した場合はオレンジ色のボタンを押して下さい。

ウィスパーモードが働いて軽減されます。
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無線通信の決まりごと

・相手局の呼び出し名称（3回以下）。

・こちらは（１回）、自局呼び出し名称（3回以下）。

・送信する際、話の最後に「どうぞ」などをつける。

⇒「○○さん、対応願います。どうぞ。」

・受信中は送信することが出来ません。

・受信終了後ＰＴＴボタンを押しながら送信してください。

・相手局の呼び出し名称（3回以下）。

・こちらは（１回）、自局呼び出し名称（1回）。

のボタンは使用しません

4



携携携携 帯帯帯帯 無無無無 線線線線 機機機機 操操操操 作作作作 方方方方 法法法法

①の電源を時計回りに回してON！！「ピロロ」と音がします。

さらに右に回すと音量が大きくなります。

②のつまみでチャンネルを合わせる！

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

＊ボタンを押して“ピピッ”と音が鳴る場合は裏面をご覧ください。

2

1
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通信できない？チェックリスト

□ 電源は入っていますか？

□ バッテリーの充電はされていますか？

⇒液晶画面の左上に電源残量メモリがあります。

□ チャンネルは合っていますか？

□ PTTボタンを確実に押しながら話していますか？

無線通信の決まりごと

・送信する際、話の最後に「どうぞ」などをつける。

⇒「○○さん、対応願います。どうぞ。」

・受信中は送信することが出来ません。

・送信終了後ＰＴＴボタンを押しながら送信してください。

のボタンは使用しません



キャリアセンス機能についてキャリアセンス機能についてキャリアセンス機能についてキャリアセンス機能について

基準値以上の強さの電波を受信してい

る場合は混信を防止するために送信を

禁止する機能です。

キャリアセンス機能で送信が禁止され

た場合はディスプレイに“-Ｗａｉｔ-

”を表示すると同時に“ピピッ…ピ

ピッ…”と電子音が鳴りお知らせしま

す。

しばらく待ってから送信するか、送信

できない頻度が多い場合は他のチャン

ネルに変えて通信してください。


