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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」をよくお読み下さい。

● 取扱い店

ホームページのURL　https://www.alinco-denshi.com

注意

●東 京 支 店
●名古屋支店
●大 阪 支 店
●福岡営業所

東京都中央区日本橋2丁目3－4日本橋プラザビル14階
名古屋市中区丸の内1丁目10－19サンエイビル4階
大阪市中央区高麗橋４丁目４－９淀屋橋ダイビル13階
福岡市博多区博多駅東2丁目13－34エコービル2階

〒103-0027
〒460-0002
〒541-0043
〒812-0013

03‐3278‐
052-212-
06‐7636‐
092‐473‐

5888
0541
2361
8034

■定格

標準付属品のスペア
●標準バッテリーパック EBP-198 （7.2V 2200mAh） ¥16,500
●ベルトクリップ EBC-46  ￥1,320  ●充電用ACアダプター　EDC-215  ￥5,060
●充電スタンド EDC-326R  ￥10,120　●アンテナ　EA-297  ￥4,950

本機は設計段階で外郭保護等級IP64/65/66/67規格の試験に合格しており、適合するアクセサリーを使って防水キャップや
純正アンテナ、電池パックを正しく装着するなど指定の条件を満たしていれば、水周りや埃っぽい環境の中でお使いになっても故
障しにくい構造になっています。使用者が開閉できる開口部があるので流水での洗浄は保証の対象外です。金属性、油性、酸や
塩分、化学物質を含む等の特殊な粉塵や液体が製品に付着すると故障、腐食、劣化の原因となります。また無線機は汚れたり濡
れたりした時は汚れを払い、乾いた布で拭くなどのメンテナンスを心がけると長く正常な状態でお使いになれます。保護に使われて
いるカバーやシールドの素材は経年劣化で変質するため、外郭保護の保証は、１年間とさせていただきます（安心パック対象外）。
尚、耐塵、防浸等の言葉が直感的に分かりにくいことから、カタログや説明書の文中では「防塵」「防水」などの言葉で表現する場
合があります。IP等級に関する詳しい説明は弊社電子事業部HPのFAQをご覧ください。

・IP6X 耐塵
・IPX4 防沫
・IPX5 耐噴流
・IPX6 耐暴噴流
・IPX7 耐浸

IP64/65/66/67
防塵・防水

■DJ-CP100の豊富なオプション群

ヘルメット用ヘッドセット
EME-73A

連結用
充電スタンド
EDC-326R

咽喉イヤホンマイク
EME-62A

¥50,380（¥45,800）

イヤホンマイク
EME-32A
カナル型

イヤホンマイク
EME-48A
耳かけ型

各¥7,700（¥7,000）

ハードケース
EHC-72

¥11,000（¥10,000）

¥10,120（¥9,200）
＊1台あたりの価格です。

EDC-326Rは、ACアダプターEDC-188を使って最多で6個まで連結
できるマルチチャージャー用スタンドです。工具不要、簡単に接続できます。
EBP-198 は約 3 時間 ,EBP-199 は約 4 時間で充電できます。

連結用
ACアダプター
EDC-188

ベルトクリップとショルダー
ベルト（付属）が使える保護
ケース。ケースをつけたまま
充電できます。

¥8,800（¥8,000）

¥4,620（¥4,200）

使用時間の目安 ： 約10時間

電池単体でも
充電できます。

防水仕様 乾電池ケース
EDH-41

¥18,700（¥17,000）

風切り音が入るので、
バイクや自転車では
使えません。

（単三乾電池は別売・5本使用）

■本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。（　）内に表示する本体価格は税別です。

防塵・防水スピーカーマイク

IP67耐塵防浸
（イヤホンは使えません）

EMS-71
¥5,940（¥5,400）

¥4,400（¥4,000）

スピーカーマイク
EMS-62

IP54防塵防沫

幅の広い作業ベルトに装着できます。無線機が
体に密着しないので圧迫感が少なく快適です。

フリーベルトクリップ
EBC-50
¥1,980（¥1,800）

防水プラグ

スピーカーマイクでは
VOX機能は使えません。

共通

アクセサリーに無線機や
ヘルメットは付属しません。

全国どこでも通話ができます。
携帯電話がつながる場所なら

IP67防水スピーカーマイク
EMS-514
¥18,700（¥17,000）

ツイストコード
イヤホン
EME-60

耳かけ式
防水プラグイヤホン

EME-58

ショルダーベルト
EBC-56
¥3,850 （¥3,500）

ステンレスベルトクリップ
EBC-47 
¥3,850（¥3,500） 

●外郭保護等級 ： IP64・IP65・IP66・IP67（アンテナ、バッテリ－装着時）　●無線通信仕様 ： NTTドコモの 3G/LTE、 au の 4G LTE （auは閉域網）
●定格電圧 ： DC 7.2V　●音声出力（8 Ω 10% 歪） ： 内部スピ－カ－　900mW 以上 / 外部出力　300mW 以上
●外形寸法/質量 : 約 55.8（W）×98.5（H）×32.7（D）mm 　約 244g（EBP-198 装着時） / 40.9（D）mm　 約 266g（EBP-199 装着時 ： W/Hは同じ）
●使用温度範囲 : －10 ～ +60℃　●運用時間の目安 ： 28時間 （EBP-198使用時 送信 5 分、受信 5 分、待ち受け 90 分にて）

¥2,200（¥2,000）

¥3,850（¥3,500）

交通・送
迎

物流
・倉
庫

輸送
・整
備

イベントの運営

Φ3.5mm
イヤホンジャック付

●回線の混雑時などネットワークの状態によっては音声の遅延、途切れや不達などが起きる事があります。
●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。　●イメージは一部合成です。●製品の色や質感は印刷の都合で実物とは多少異なります。
●本サイトに記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。　●ALINCO、アルインコ、Air-InCom.はアルインコ株式会社の商標または登録商標です。（®は省略します。）

電話ではできない一斉連絡、
特定グループ呼び出し、
多数同時など多彩な通話モード！

大容量バッテリーパック（別売） 
EBP-199 （7.2V 3200mAh / ¥22,000）
では通話時間が標準タイプの約1.5倍に
なります。

IP64/65/66/67
防塵・防水

耐塵・防水

※ 同時通話とVOX運用にはイヤホン、ヘッドセットまたはイヤホンマイクが必要です。アクセサリーが無いと正しく動作しません。
ここに記載の機能や特長には一部制限があります。ご契約前に弊社HPに掲載する説明書をお読みになるか、弊社にご相談ください。

DJ-CP100
IPトランシーバー

パッケージ
1

オールイン

バッテリーと充電器
が付属します。

対応
SIM
デュアル

MIL規格 衝撃/振動

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/5074/DJ-CP100KA.html


［エアーインカム］

すぐに使えるオールインワンパッケージ
付属品

一斉連絡や不特定の相手の呼び出しなど、ボタン操作一つで連絡できるトランシーバーの
利便性と、全国に広がる通話エリアやアドレス帳からの個別呼び出しなど携帯電話のメリット
を併せ持つDJ-CP100。チャンネルがないので混信や傍受の心配もなく、登録したメンバーが
オンラインなら確実に通話が可能、さらに多人数での同時通話※ができるのも魅力です。

パッケージ
1

オールイン

交通・道路管理・イベント会場・無線過密エリア・危機管理・工場・介護施設…

IP無線とは… ヘビーデューティ

多彩な呼び出しモード

アルインコのアプリ無線、エアーインカムとも
音声通話ができます。

音声をデジタルデータに変換、電気通信事業者のデータ回線ネットワークを経由して
トランシーバーのように通話するサービスです。本機のような無線機タイプと、アプリ
をインストールしてスマートフォンを端末代わりに使うアプリ無線の2種類が代表的
です。非常時でも電話よりつながりやすいデータ通信領域を使用しています。
●交互、同時、多数同時通話のほか、メッセージや録音、割り込みなど電話と無線機
の便利な機能を併せ持っています。
●通話エリアはau又はNTTドコモのLTE/4Gネットワークがつながる場所なら国内
全域、制限はありません。 （携帯電話の使用が制限される方や場所ではお使いに
なれません。）
●免許資格不要で、通話内容や通話時間も制限はありません。（1回の通話時間に
は制限があります。）
●空きチャンネルを探す手間や混信が無いので、同じ場所で多数の無線機が使われ
る大規模施設や繁華街のような過密エリアにも最適です。
●ご契約に基づく定額の通信料金が毎月発生します。

指定のバッテリーやアンテナ、アクセサリーを正しく接続していれば
IP64/65/66/67相当の防塵・防水、運転中のような振動と急ブレー
キ、急発進時に掛かる衝撃に関しては米軍規格MIL-810相当の保護
性能を発揮します。(詳細は背面をお読みください。）

※メッセージなど一部の機能は共用できません。
　 詳しくはこちらにリストを掲載しています。

DJ-CP100(KA)
オープン価格

実物大

JAN : 4969182331837

トランシーバーの基本の通話モード、交互通話と一斉連絡。
加えて、予め登録したグループを呼び出したり、電話のよう
な個別呼び出しもできます。

従来のトランシーバーは割り込みが苦手。交互通話では話終わ
りを待って素早く声を出さないと気付いてもらえなかったり、同
時通話※では通話自体が終わるまで割り込めなかったりと、急ぎ
の呼び出しがしにくいものです。弊社のIPトランシーバーは全
員、グループ、会議室モードで通話中に割り込みができます。

割り込み通話対応

会議室モード
グループごとに1つある会議室は用事のある人だけが10人
まで入室、時間無制限で多人数での同時通話※もできます。
室外のユーザーに通話は聞かれません。

その他の特長
●一番多く通話するグループや相手をワンタッチで呼び出せるダイレクトコール
●au、NTTドコモのLTE回線を使用するため混信、盗聴の心配はゼロ、au回線は閉域網を使用
●安心パックを契約すれば、万が一のトラブルの時は代替え機を発送、さらに製品保証期間も最長4年まで延長
●au回線使用時は携帯電話同様に地震、津波、災害避難情報の緊急速報を受信可能

デュアルSIM対応

エアーインカム 録音とメッセージ

auとNTTドコモ、2つのネットワークを切り替えて使えるデュ
アルSIMを採用、通話しにくい時は回線を切り替えられます。
もちろんご契約時にどちらか1つを選ぶ事もできます。

最長1分/件の通話を自動で録音します。保
存件数は20件で、件数を超えると古いもの
から自動削除します。
個別のみ、グループのみ等、録音の対象は無
線機の設定機能で自由に選択できます。

あらかじめ登録した定型文メッセージのやり
取りができます。（1件当たり128文字まで、
20件まで登録可能）保存件数は20件で、件
数を超えたものから自動削除されます。
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全員グループ1

個人

グループ2

グループ3

A班

B班

さまざまな便利な機能を満載

イヤホンの断線を検知
してLEDの光で警告

音声ガイダンス、アイ
コン、LEDの点滅で
知らせる減電池警告

警報音をワンタッチで
送信、異常を伝える
緊急呼出機能

送信中の自分の声
がイヤホンでモニター
できるコールバック

耳障りなノイズやハ
ウリングを低減するノ
イズキャンセル機能

話すと送信、黙ると
受信のVOX機能
（別売マイク使用時のみ）

ハンズフリーに便利
なワンタッチの送信
保持

操作は簡単、日本語
の音声ガイダンス付き

PTT
ホールド

au

NTTドコモ

通話中

必要なアクセサリーは全て付属、
マイクやケースなどのオプションも
充実したラインナップ。詳しくは
裏面をご参照ください。

※個別通話時やグループ
　を超えての通話時には
　割り込みはできません。

割り込み
急用です！

※ 同時通話とVOX運用にはイヤホン、ヘッドセットまたはイヤホンマイクが必要です。アクセサリーが無いと正しく動作しません。

相違点リスト
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