
どこにいても、すぐにつながるモバイルIPフォン

LC-194
ソフトケース
（BP-301装着時）

LC-197
ソフトケース
（BP-309装着時）

充電関連

ケース

BC-232　（付属品）
充電器用ACアダプター

BC-246　（付属品）
充電クレードル（ブラック／ホワイト）

仕様

BP-301　（付属品）
リチウムイオンバッテリーパック
3.8V, 1960mAh（min.）2020mAh（typ.）

オプション

関連機器バッテリーパック

寸法
重量
防塵・防水仕様
電源
連続利用時間の目安
※LTEモード、IP電話機動作時

充電時間の目安

使用温湿度範囲

低周波出力

５４．３(Ｗ)×１３９(Ｈ)×２０(Ｄ)ｍｍ（突起物含まず）
約１５５ｇ　（付属バッテリーパックBP-301を含む） 
ＩＰ57 
リチウムイオンバッテリーパック
ＢP-３０１使用時＝待受：約12時間、通話：約4時間　
ＢP-３０９使用時＝待受：約18時間、通話：約6時間

約3.5時間　（付属バッテリーパックＢＰ-３０１装着時）

温度：－１０℃～＋６０℃（※バッテリー充電動作時は０℃～４０℃） 
湿度：９０％以下  (ただし、結露なきこと)
内部ＳＰ＝500mＷ以上（８Ω ５％歪率時）
外部ＳＰ＝10mＷ以上（３2Ω ５％歪率時）

イヤホンマイクロホン

ＨＭ-153LS 
イヤホンマイクロホン

HM-166LS
小型イヤホンマイクロホン

ヘッドセット

VS-3
Bluetooth®ヘッドセット

HS-102OPC-2359 
ヘッドセット通話スイッチ内蔵型

接続ケーブル（電子ロック式）

※掲載製品以外の対応オプションについてはアイコムＨＰをご確認ください。

22
ット

タイピンマイク

HM-104 /HM-104A
タイピン型マイクロホン（指向性/無指向性） 

EH-15
イヤホン

SP-28
耳掛け式イヤホン

ＨＭ 153LS H

OPC-2359
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル

または

BC 246 （付属品）

C-194

ケース

無線モバイルＩＰフォン IP200H　

寸法
重量
防塵・防水仕様
電源

使用温湿度範囲

低周波出力

その他の仕様・機能

150(Ｗ)×120(Ｈ)×28.8(Ｄ) ｍｍ（突起物含まず）
約300ｇ
IPX4
ACアダプター(100V)またはPoE(IEEE802.3af準拠)
温度：０℃～＋4０℃
湿度：９０％以下(ただし、結露なきこと)

デュアルＳＩＭ対応 /ＰｏＥ対応 /外部機器制御
ページング機能　など 

内部SP=1500mW（4Ω 3%歪率以下）

無線IPインターコム IP200PG　

※本体色と同色のクレードルが付属します
※BP-309装着時は使用できません

AP-9500 #11
アクセスポイント

AP-95M
アクセスポイント

VE-PG4
RoIPゲートウェイ

SR-7100VN #31
SIPサーバー

携帯電話の機動力

内線電話の利便性

トランシーバーの機能性

携帯

線電内線

ラン

携

内線

トラ

内

トラ

内

BP-309
リチウムイオンバッテリーパック
3.6V, 2970mAh（min.）3140mAh（typ.）

BC-259
連結型２口充電器（ブラック／ホワイト）

BC-123S
充電器用ACアダプター（BC-259用）

BC-228
充電器用ACアダプター
（BC-259連結利用時用）※本体とバッテリー単体を同時充電可能

※最大5台まで連結して使用可能

または

BC-259

BP-309
リチウムイオンバッテリーパック

※電池カバー（ブラック／ホワイトいずれか）
が付属します

LC 197

無線モバイルＩＰフォン

IP200H

無線モバイルＩＰフォン IP200H
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●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。 ●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、
アイコム株式会社の登録商標です。 ●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。 ●スーパーマップルは株式会社昭文社の登録商標です。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。

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）

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。

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

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/4095/IP200H.html


オフィス 外出中

LTE中継
アンテナ

転送
LTE

どこでも内線 どこでも外線

みんなに同報

スタッフステーション病室

診察室病院通路

病室

IP200Hは、IP電話にトランシーバー機能も搭載した、携帯できる内線電話機です。同じLAN配下にある端末同士で通
話できるほか、LTE回線を経由することで携帯電話の通話エリアであればどこからでも内線／外線の送受が可能です。
また、トランシーバー機能を活用すると同時に多くの端末に連絡できるので、迅速な情報共有も実現できます。

LAN経由で、自席にいなくても内線通話を送受できます。LTE回線を使えば、
内線を屋外でも送受可能です。話したい相手が席にいなくて掛けなおしたり、
外出先から代表電話にかけて話したい人に取り次いでもらったりする必要がな
くなります。

無線ＬＡＮ／ＬＴＥでつながる、通話場所を 選ばないモバイルＩＰフォンシステム。
IP200Hは IP電話にトランシ バ 機能も搭載した 携帯できる内線電話機です 同じLAN配下にある端末同士で通

無線ＬＡＮ／ＬＴＥでつながる、通話場所を 選ばないモバイルＩＰフォンシステム。

LTE回線を利用して、会社にかかってきた外線電話をスタッフが携帯する
IP200Hに転送できます。席を外していても、コールバックする必要もなく、タイ
ムリーに対応できます。また、外出先からでも会社の電話番号で取引先に電話
をかけることもできます。

トランシーバーのようにワンプッシュであらかじめ登録しておいた端末に一斉同
報することができます。何ヶ所も電話を掛けなおすことなく、一度の操作で重要
な情報をすばやく周知できます。

割り込み通話※が可能。

安心の防塵・防水性能。

居場所がわかる
位置表示機能※に対応。

Bluetooth®機能で
よりスマートに。

・あらかじめ設定しておいた文字メッセージの送受信
・音が出せない場面でも着信がわかるバイブレーション機能
・よく使う機能を割り当てられるプログラマブルキー
・付属のＡＣアダプターのほか、USB充電にも対応
・通話の録再機能
・デュアルSIMに対応し、冗長性も確保
・アイコム製ＩＰトランシーバーや無線ＬＡＮトランシーバーとの通話連携
・従来のトランシーバーとの通話、外部スピーカーへの音声出力、各種センサーとの
 連携を可能にするRoIPゲートウェイVE-PG4をオプションとしてラインナップ など

その他の機能

ほかの人と話していても、終話を待たず割り込んで通話すること
もできます。

高度な防塵・防水仕様（IP57）なので、
雨中や水場、粉塵の舞うような環境でも安
心して使えます。

PCやタブレット・スマートフォンに各端末の位置を地図上に
表示することができます。

LANやLTE※でつながる。

同じ LAN 配下にいる端末同士、アクセスポイントを経由して通話が
できるほか、LTE回線※を経由して通話することもできます。

別売のマイクロホンとケーブルレスで接続。
ケーブルを気にせずアクティブに使えます。

側面
※地図使用承認©昭文社第61G319号 IP500G

ポジショニングモニターソフト PM-IP500

スーパーマップル
（別売）

IP501H
IP502H
IP700

IP200H

IP501M

IP500APP

クラウド

※LTE 通信時の機能です。また、別途対応サービス加入か、装置の導入などが必要です。

※IPトランシーバーとして使用時の機能です。

※LTEでの接続には、別途アイコムの提供するSIM契約が必要です。

インターフォンとして使える通信端末IP200PGもラインナップ。ボタンを押すだけで、あらかじめ設定しておいたIP200Hと通話することができます。

IP200PG

無線IPインターコム

インターフォンとの連携も可能

ホテル館内

CONCIERGE
CONCIERGE

受付カウンター

受付で

受付に設置すれば、施設のどこからでも
すぐに来客対応できます。

アクセスポイント

ラインナップ。ボタンを押す

アクセスアクセクセ ポイント

けで、あらかじめ設定してお

!
!

アクセスポイン作業所
（工場）で

事務所から内線するだけで作業員向けに
放送できます。放送設備との連携も可能です。

事務所 工場作業所

同時通話

割り込み通話

…

！

…

インター
ネット

LTE回線

＜LAN＞ ＜LTE＞

予約した
○○ですが...

すぐ参りますの
でお待ち下さい

午後からの
作業内容が変
更になりました

無線モバイルＩＰフォン

IP200H

くなります。

ストラップホール 音量ボタン

マイク/イヤホン端子
別売のマイクや
イヤホンを接続します。

音量を変更します。

PTTボタン
トランシーバー機能で
送信する時に押して
話します。

充電端子
付属USBケーブルと
ACアダプターで
充電できます。

オフィス

廊下

オフィス

で 自席にいなくくても内線通話を送受できます LTE回

廊下

＜付属品＞
・リチウムイオンバッテリーパック
BP-301
・充電クレードル BC-246
・充電器用ACアダプター BC-232
など

LTE

LAN

記載の操作や機能は、関連製品との組み合わせや、お買い上げの販売店であらか
じめ設定をご依頼いただくことで使用できる機能が含まれています。本システムの
設定・構成について詳しくは、お買い上げの販売店におたずねください。

IP200PGIP200PGIP200PG IP200PGIP200PGIP200PG


