
オプション
ニッケル水素充電池

FNB-135 
容塁2400mAh
充電はPS000042A11をこ‘使用
下さい

イヤホンマイク

MH-391A4B 

アンテナバンド

S8003159レッド
S8003161ブルー

S8003163イエロ ー

S8003165オレンジ
S8003167グリ ーン
トランシ ー バ ー の識別に使える
アンテナバンド
各12個入り

充電用ACアダプター

PS000042A 11 

タイピンマイク

EK-SlSW-314 
ダブルPTTスイッチ

し
イヤホンアダプター

CT-101 
3.5 CDミニプラグのイヤホン接続
用アダプタ ー
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小型スピー カ ーマイク

MH-90A4B 

イヤホン

ME-1 Ol(SOCM) 長さ50cm

防水スピー カ ーマイク

MH-66F4B 
IPX7の防浸構造

タイピンマイク

MH-62A4B 
ME-101 (1 OOCM) 長さ100cm 高感度タイプ
EK-SlSW-314用

ベルトクリップ

CLIP-30 
付属品と同等

△注意

■ お問い合せ先

イヤホンが交換できるオ ー ソド
ックスなタイピンマイク

キャリングケ ース

LCC-314B 

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

99CZ49EJ02 

‘ヽ STANDARD
AUTHORIZED DISTRIBUTOR 

レジャ ー から
プロの現場まで
免許不要ですぐに使える小型トランシー バー

特定小電カトランシーバー

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/4475/FTH-214.html


誰でも使いやすいシンプルなデザインと機能性を実現
FTH-214はシンプルな機能と高い性能をあわせ持った特定小電カトランシー バー

免許も登録も不要で、誰でも簡単に操作が可能です

道路工事や店舗など屋内外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや災害時の連絡などさまざまな場面で活躍します

小型軽量、大音量スピー カ ー搭載

| mばばかば雰謳冗‘、:
は想像できない大音量です。

1 技術基準適合証明取得機種 I

特定小電カトランシーバー

FTH-214 

1;:？電：トヤ；
？竺9ー用の20ch を搭載。幅広

い用途に合わせた利用が可能です。

電池1本で手軽に使用可能
アルカリ単三乾電池1 本で30時間以上稼働する省エ
ネ設計。

暑

主な仕様

/ 

マイクロUSB充電端子
どこでも充電可能なマイクロ
USB充電端子を装備。オプシ
ョンの充電器以外に、市販の
USBケー ブルを使用してパソコ
ンなどから充電が可能です。
※オプションのニッケル水素電池

FNB-135が必要です。
※USB2.0以上、出力電流SOOmAJ以上のUSB端子に接続して下さい。但し

全てのUSBケー ブルや機器との動作を保証するものではありません。

機能

●DCS • CTCSSによるグループ分け機能(DCSl 08通り、 トーン47通り）
●会話のプライバシーを守る秘話モード
●信号のあるチャンネルを自動で探すスキャン機能
●電源の切り忘れによる‘‘バッテリ ー上がり ’'を防ぐオ ー トパワ ー セ ー ブ機能
●送信禁止機能で無線機をモニタ ー機として使用可能
●話しながら両手を使いたいときに便利なPTTホ ールド機能
●雑音をできるだけ押さえ込むコンパンダー機能
●設定を他のFTH-214にもコピーするクローン機能
●誤操作を防ぐキーロック機能
●ディスプレイ非表示設定
●受信終了時の雑音を取り除くPTTディレイ機能
●オーディオオプションが正常に使用できるかチェックするイヤホン断線チェック機能

送受信周波数 1 ch-9ch: 422.2000-422.3000MHz 

01 ch-11 ch: 422.0500-422.1750MHz 

チャンネル数 20チャンネル

電波型式 F3E • F2D 

通信方式 単信方式

送信出力 10mW 

受信感度 -lOdBµV以下(@12dB SINAD) 

低周波出力 60mW以上(@40、60mW時歪率10％以下）竃源篭圧1.5V時

動作温度範囲 -10℃~＋50℃ 

定格電圧 1.0V~l.7V 

本体寸法 50X83X27.1 mm（幅X高X奥行アンテナ及び突起物含まず）

本体重量 約90g（電池、 ベルトクリップ除く）

※中継器を使用した通信はできません

〈付属品〉

//

I/ 

逗り安心の防塵 ・ 防水性能
、 、 、 保護等級IPSSクラスで、優れた防塵・防水性能を発揮

、‘ 、 ‘、‘水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計
保護等級について

【防塵について】 IPSX （防塵形）は、 動作および安全性を阻害するほどの

粉塵が内部に侵入しないこと
【防水について】 IPXS （防噴流形）は、 あらゆる方向からの噴流水による

有害な影響がないこと

※IEC（国際電気標準会議）に基づく、 粉塵や水の侵入に関する保護等級
※トランシ ー バーのキャップ等を完全に閉じた状態で IPSSになります

スタンド ベルトクリップ
（※充電機能なし）

パッケージ内容
●本体（アンテナバンド付き）
●ベルトクリップ
●スタンド
●取扱説明書

個人・グループの識別に便利な
オプションのアンテナバンドは
5色をご用意しています

〈実物大〉

念
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