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中国印刷

EVXシリーズ
ユーザーガイド
(EVX-261 / EVX-S24)

お買い上げいただき、ありがとうございました。

正しくお使いいただくために、このユーザーガイド

をお読みください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

EVX シリーズの無線電話装置は国内専用モデルです。

海外では使用できません。

基本操作 (EVX-S24)

r 電源/音量調節ツマミを右方向(時計まわり)にまわし、電源を入れます。

r [ ▲ ]/[ ▼ ] キーを押して、チャンネルを選択します。

r 最適な受信音量になるよう、電源 /音量調節ツマミを調節します。

r PTT( 送信 )スイッチを押しながらマイクロホンに向かって話します。

 マイクロホンと口元の間隔は、5 cm 位が適当で、普通の声で話します。

 PTT( 送信 )スイッチを放すと、相手の話を聞くことができます。

r [MODE( )] キーを押すと「メニューモード」が動作します。

 [ ▲ ]/[ ▼ ] キーを押して機能を選択し、[MODE( )] キーを押して

設定を確定します。

r 電源 / 音量調節ツマミを「カチッ」と音がするまで左方向 ( 反時計まわ

り )にまわすと、電源が切れます。

各部の名前 (EVX-S24)

[ ▲ ]/[ ▼ ] キー

[MODE( )] キー
マイクロホン

スピーカー

PTT( 送信 )スイッチ

アンテナ端子

電源 /音量調節ツマミ

バッテリーカバーロックレバー（背面）

[SIDE] キー

USB 端子

MIC/SP 端子

LED インジケーター

ディスプレイ

基本操作 (EVX-261)

r 電源/音量調節ツマミを右方向(時計まわり)にまわし、電源を入れます。

r チャンネルツマミをまわして、チャンネルを選択します。

r 最適な受信音量になるよう、電源 /音量調節ツマミを調節します。

r PTT( 送信 )スイッチを押しながらマイクロホンに向かって話します。

 マイクロホンと口元の間隔は、5 cm 位が適当で、普通の声で話します。

 PTT( 送信 )スイッチを放すと、相手の話を聞くことができます。

r [SIDE 1]/[SIDE 2] キーを押すと、各種の機能が動作します。

r 電源 / 音量調節ツマミを「カチッ」と音がするまで左方向 ( 反時計まわ

り )にまわすと、電源が切れます。

各部の名前 (EVX-261)

マイクロホン

スピーカー

PTT( 送信 )スイッチ

アンテナ端子

電源 /音量調節ツマミ

バッテリーパックロックレバー（底面）

[SIDE 1] キー

チャンネルツマミ

LED インジケーター

MIC/SP 端子

[SIDE 2] キー
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電池パックはリサイクルできます。
電池パックが不要になった場合は廃棄せずに、全国のリサイクル協力店、
協力自治体、リサイクル協力事業者にご相談ください。

 危険
使用環境や条件について
	 自動車を運転しながら使用しない

事故の原因になるだけでなく、道路交通法違反になります。
運転者が使用するときには、車を安全な場所に止めてから操作してください。

	 航空機内や病院内などの“使用を禁止された区域”では電源を切る
電子機器や医療機器に影響を及ぼす場合があります。

	 引火性ガスの発生する場所や高所などの危険な場所で使用しない
発火事故や落下事故などの原因になります。

無線機の取り扱いについて
	 USB 端子や電源端子をはんだ付けやショートをしない

火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ばないでください。

電池パックの取り扱いについて
	 電池パックが漏液して皮膚に付着したり、目に入ると危険

化学火傷を起こすおそれがあります。電池内部の電解液が漏れて皮膚や衣類に付着
した場合は、すぐに大量の水で洗い流して下さい。また、目に入った場合は失明の
恐れがありますので、こすらずに大量の水で洗い流し、直ちに医者の診断を受けて
ください。

	 電池パックを火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。

	 加熱したり，火の中へ投げ込まない
漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。　　

	 電池パックの端子にはんだ付けやショートをしない
線材で配線したりネックレスやヘアピンなどでショートをしないでください。
漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。

	 分解・改造・破壊しない
漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。

 警告
無線機の取り扱いについて

分解や改造をしない
本機は電波法に基づく無線局です。
分解や改造は違法ですのでおやめください。また、ケガ等の事故や故障の原因にな
ります。

EVX-S24 は“IP67 相当”の防浸構造になっておりますが、特に海水などがついたと
きは水で洗い流し、乾いた布などで拭きとる
性能や寿命を低下させる原因になります。

周囲温度が極端に高い場所、または極端に低い場所での使用は避ける
温度：－ 10℃ ～ ＋ 60℃、湿度：95% (35℃ ) の範囲以内で使用してください。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない
本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原
因になります。

心臓ペースメーカー装着者は使用しない
本機からの電波がペースメーカーに影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の
原因になります。

煙が出ている、変な臭いがするときは電源スイッチを切って、電池パックを外す
火災や故障の原因になります。お買い上げいただきました販売店または、八重洲無
線株式会社国内営業部に修理をご依頼ください。

心臓ペースメーカー装着者に配慮し、人ごみでは電源を切る
本機からの電波がペースメーカーに影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の
原因になります。

充電器の取り扱いについて
当社指定以外の充電器やAC	アダプターを使用しない
火災や故障の原因になります。　

引火性ガスの発生する場所で使用しない
発火事故の原因になります。

充電器から煙が出ている、変な臭いがする、電池パックが通常より発熱していると
異常が感じられるときは、トランシーバー /	電池パックを外し AC	アダプターをコ
ンセントから外す
異常状態のまま使用すると、火災・破裂・発火などの原因になります。

充電器の端子をはんだ付けやショートをしない
線材で配線したり、ネックレスやヘアピンなどでショートをしないでください。
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。

電池パックの取り扱いについて
電池パックは濡れた状態で無線機や充電器に装着しない
無線機や充電器の端子に水や海水が付着して故障の原因になります。

電池パックは指定機器以外の用途に使用しない
機器の故障だけでなく、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。

電池パックを電磁調理器等の中や上に置かない
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。

指定時間以上、電池パックを充電しない
満充電の状態で再度充電を行うと、過充電となり電池パックの漏液・発熱・破裂・
発火などの原因になります。

指定時間を超えて充電が完了しないときは、ただちに電池パックの充電を中止する
電池パックの劣化だけでなく、漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。

 注意
無線機の取り扱いについて

アンテナやハンドストラップを持って、本体を振りまわしたり投げたりしない
本人や他人に当たり、ケガの原因になります。
また、本体の故障や破損の原因にもなります。

アンテナを折り曲げたりしない
アンテナの変形や破損の原因になります。

強い衝撃を加えたり、投げつけたりしない
故障の原因になります。

磁気カードなどを無線機に近づけない
キャッシュカードやフロッピーディスクなどの内容が消去されることがあります。

人の多い場所では使用しない
アンテナが他人に当たり、ケガの原因になります。

無線機を直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない
変形や変色等の原因になります。

シンナーやベンジンなどでケースを拭かない
変形や変色等の原因になります。
ケースが汚れた場合には、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

小さなお子さまの手の届かない場所に保管する
ケガなどの原因になります。

充電器の取り扱いについて
分解や改造をしない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。

水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らない
故障や感電する原因になります。

火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・放置しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
周囲温度が＋５℃～＋ 40℃の範囲内にある所で使用してください。

指定以外の電池パックを充電しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。

電源コードの上に重いものを載せない
電源コードが傷つき、火災や感電などの原因になります。

小さなお子さまの手の届かない場所に保管する
ケガなどの原因になります。

シンナーやベンジンなどでケースを拭かない
ケースが汚れたときは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

電池パックの取り扱いについて
強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。

電池パック単体で、水や海水などにつけたり、濡らさない
破損や性能、寿命を低下させる原因になります。

電池パックを無線機本体に装着したまま長時間放置 / 保管したり、周囲の温度が	
－ 20	℃	～	＋ 35	℃の、腐食ガスのない湿度の低い乾燥した場所以外での保管はし
ない
性能や寿命を低下させる原因になります。

直射日光の強い所や高温の場所での使用・放置をしない
発熱・発火・電池パックの性能や寿命を低下させる原因になります。

シンナーやベンジンなどでケースを拭かない
変形や変色等の原因になります。
ケースが汚れた場合には、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

小さなお子さまの手の届かない場所に保管する
ケガなどの原因になります。

オプションについて
指定以外のオプションを使用しない
故障や破損の原因になります。
当社純正品以外のオプションの使用が原因で生じた故障や破損、および事故などの
損害については、当社では一切責任を負いません。

オプションのマイクロホンを取り付けた際は、コードを強く引き伸ばしたままにし
ない
コードの断線などにより、故障の原因になります。

本機を安全に正しくお使いいただくために、次のことに十分ご注意ください。

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生
じることが想定される内容を示しています。

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、およ
び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。注意

安全上のご注意 ～必ずお読みください～

警告

危険 行ってはならない禁止事項です（例 :  分解禁止）。

必ず守っていただきたい注意事項です。
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