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特定小電力無線電話装置

B1500 
簡易取扱説明書

このたびは、 特定小電力無線電話装置B1500をお買い上
げいただきまして誠にありがとうございます。
お買い上げいただきました製品に、 万一ご不審な点、 お
気付きの点などがありましたなら、 なるべくお早めにお
買い上げいただきました販売店またはCSRカスタマ ー サ
ポー トヘお問い合わせください。

株式会社 CSR
〒252-0303神奈川県相模原市南区相模大野5丁目33番4号

当社の最新情報をインタ ーネット上で確認してください。
http://www.kcsr.eo.jp/ 

Printed in」apan 2017 /04 56BC851112 

企注意 （無線機について）

●無線機の分解およびアンテナの付け替え等は、霊波法で禁止され
ています。絶対に行わないでください。改造した 機器を使用した場
合は、電波法により罰せられますので、こ注意ください。

●無線機は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則（証
明規則）第2条8号「工事 設計の認証（認証）を受けた無線局」で
す。無線機の背面に貼られている証明ラベルは絶対にはがさない
でください。

⑤ 
唸楓

0
は、国内仕様です。国外では使用できませんのでご注意く

®

●航空機内、空港敷地内、新幹線車両、病院などの使用を禁止され
た場所では、無線機の電源を切ってください。電子 機器や医療機
器に影響を及ぼす恐れがあリます。

•お手入れの際は安全のため電源を切ってください。また、アルコー

ル ・ ベンジン ・ シンナーなどの溶剤を含んだ布で拭かないでくださ
い。

濯帽畠i

悶嘉腐闊如碧菜雰野
‘ないでください。 (S)

●乳幼児の手の届かないところで、使用·保管してください。
●不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、け

が•故障の原因となることがあります。
●振動 ・ 衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたり

して、けが•故障の原因となることがあります。

△警告(ACアダプタ ーについて）

● ACアダプターは交流電源100 V以外の電圧で使用しないでくださ
い。火災•感電•故障の原因となります。

�
● ACアダプターには当社指定の無線機・篭池パック以外を使用しな

いでください。火災·感電•故障の原因となります。
•ACアダプターはタコ足配線をしないでください。火災 ・ 過熱の原

因となります。

● ACアダプターを分解 ・ 改造しないでください。火災•感電•故障
の原因となります。

●電源ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引つ張つ

鵡雰議鉛譴虚喜景攣蒻匹靡＿卜に®
お問い合わせください。そのまま使用すると火災•感豆·故障の
原因となります。

●本機は、電波法施工規則第6条「特定小電力無線」に該当す
る4 00MHz帯の無線機で、特定無線設備の技術基準適合証明
等に関する規則（証明規則）第2条 8号「工事設計の認証（認証）
を受けた無線局です。免許および申請手続きは一切不要ですの
で、お買い上げいただいたその日から、こ使用になれます。

●本機はハンズフリ ーでお話ができる vox(ボックス）機能 ※ があ
ります。
※vox 機能とは音声を感知して自動で送信する機能のことです。

●本機は混信を避けるためのトー ン(CTCSS)があります。トー ン番
号が同じ相手とのみ会話をすることができます。トー ン番号を使
うと1つのチャンネルで最大38グルー プの設定が可能です。

●本機はチャンネル設定等の内容を音声ガイドにより案内いたし
ます。また、インジケ ータ ーの色で本機の状態をお知らせいた
します。

●通話距離は、周囲の建物等の状況により異なりますが、見通し
の良い場所では約300mです。

●本機はカスタマイズ性が高く、ほぼ全ての設定を 「B1500設定
ツ ー ル」を用いることで変更できます。お使いの環境に合わせ
て最適な設定が可能です。「B1500設定ツ ー ル」のこ使用に関し
ましては、お買い上げいただきました販売店またはCSRカスタ
マー サポートヘお問い合わせください。

企警告(ACアダプタ ーについて）

●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のま
ま使用すると、火災•感電•故障の原因となります。必ずACアダ
プターの電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なく
なるのを確認して販売店またはCSRカスタマー サポートに修理産
ご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめくた
さい。

●万＿、ACアダプターの内部に水などが入った場合は、必ずACア
ダプターの電源プラグをコンセントから抜いて販売店またはCSRカ
スタマー サポートにお問い合わせください。そのまま使用すると火
災•感電•故障の原因となります。

●万一、異物が ACアダプターの内部に入った場合は、必ずACアダ & 
プターの電源プラグをコンセントから抜いて販売店またはCSRカス
タマーサポートにお問い合わせください。そのまま使用すると火災 ・

感霞•故暁の原因となります。
●万一、ACアダプターを落としたリ、破損した場合は、必ずACアダ

プターの電源プラグをコンセントから抜いて販売店またはCSRカス
タマーサポートにお問い合わせください。そのまま使用すると火災 ・

感電•故障の原因となります。

・
厖誓贔醤塁円：ショ ートさせないでください。火災 ・ (S)

切ご論試窃：ご。
の宮源プラグを抜き差ししないでくださ

®

宣
芦．一孟編字r。たまま使用しないでください。⑲

● ACアダプターを、他の 機器の電源として使用しないでください。
火災•感電•故障の原因となります。

● ACアダプターの電源ケー ブルの上に重いものをのせたリしないよ
うにしてください。ケーブルに傷がついて、火災•感電•故隆の原
因となリます。コー ドの上を敷物などで覆うことにより、それに気
付かず、重い物をのせてしまうことがあります。

● ACアダプターの上や近くに小さな金属物を置かないでください。
中に入った場合、火災•感電•故障の原因となります。

● ACアダプターの上にろうそく等の炎が発生しているものを置かな
いでください。火災の原因になります。

企、

・
農岱雷器毒、ACアダプターには触れないでください。感電△

I 安全上のこ注意 I
●ご使用前に必ずこの 「安全上のご注意」と 「取扱説明書」をよ

くお読みの上、正しくお使いください。
●お読みになったあとは保証書と一緒にいつでも取り出せる場所

に保管してください。

絵表示について
この「安全上のこ注意」では、製品を安全に正しくお使いいた
だき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止
するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味
は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読
みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、
心、草牛

巨口
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。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、
心i 注意人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定

される内容を示しています。

■本文中に使われている絵表示の意味は、次のとおりです。

®禁止 ⑲ぬれ手禁止 ⑲水ぬれ禁止

①分解禁止 ®
風呂、シャワ ー 室
での使用禁止 〇指示を守る

e コンセント
を抜く △注意 企、感電注意

心警告(ACアダプタ ーについて）

● ACアダプターを風呂場では使用しないでください。火災·感雷•
故障の原因となります。

● ACアダブターの上や近くに水などの入った容器を置かないでくだ
さい。こぼれたり、中にはいった場合、火災•感電•故障の原因®
となリます。

心注意(ACアダプタ ーについて）

●旅行などで長期間、充霊器をご使用にならないときは、安全のた
め必ずACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。

•お手入れの際は安全のため ACアダプターの電源プラグをコンセン
トから抜いて行ってください。

•位慰喜ぎ農讃ぶぐ温存謬琵靡霊溢裟璧 e
災•感電·故障の原因となることがあります。

●万一の事故防止のため、ACアダプターを電源コンセントの近くに
置定、すぐに霊源コンセントからプラグを取り外せる環境でご使用
くたさい。

●湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災•感電•故
障の原因となることがあります。

●乳幼児の手の届かないところで、使用 ・ 保管してください。
●不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、け

が•故障の原因となることがあります。
●振動 ・ 衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたり

ぷ嘉言畠謬髯鳴fレ
0
を熱器具に近づけな®

いでください。電源ケー ブルの被覆が溶けて、火災•感電·故障
の原因となることがあります。

● ACアダプターの零源プラグを抜くときは、必ずACアダプターを持っ
て抜いてください。接続されている電源ケー ブルを引っ張ると電源
ケーブルが傷ついて火災•感電•故障の原因となることがあリます。

△警告（乾電池について）

●単3形マンガン乾電池または単3形アルカリ乾電池以外を使用し
ないでください。火災の原因となリます。

⑤ ●使用済みの霊池は火中に投げ入れないでください。爆発して火災 ・

やけどの原因となります。

心警告 （無線機について）

霜覧裳誓品協唸雷。
しないでくたさい。安全運転

⑤

●当社指定の ACアダプター、電源ケー ブル以外で使用しないでくだ

•圧霜澪晶？雷陶誌たはアルカリ乾電池で△
す

·£l!f� 
ま
をす？解·改造しないでください。火災•感電•故障の原因©

●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のま
ま使用すると、火災•感電•故障の原因となります。すぐに 機器本
体の電源を切ってください。煙が出なくなるのを確認して販売店ま
たはCSRカスタマーサポートに修理をご依頼ください。お客様によ
る修理は危険ですから絶対おやめください。

●万一、無線機の内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電
源を切って販売店またはCSRカスタマー サポートにお問い合わせ

�ください。そのまま使用すると火災•感霜•故障の原因となリます。 ・

●万―、異物が無線機の内部に入った場合は、まず機器本体の電源
を切って販売店またはCSRカスタマーサポートにお問い合わせくだ
さい。そのまま使用すると火災•感電•故障の原因となります。

●万一、無線機を落としたリ、破損した場合は、まず機器本体の電
源を切って販売店またはCSRカスタマー サポートにお問い合わせ
ください。そのまま使用すると火災•感電•故障の原因となリます。

-
�� 翌望謬認晶タ

ーに取り付け•取リ外ししないで
®

●無線機は防水構造になっておりません。無線機を水で濡らしたり、
水につけたり、水道やシャワ ーなどの水流を直接かけることはしな
いでください。火災 ・ 感電•故障の原因となります。

⑲●無線機の上や近くに水などの入った容器または小さな金属物を謹
かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災·感電•故
障の原因となります。

●無線機または電池は火中へ投げ入れないでください。爆発して火
災•やけどなどの原因となります。

●無線機または電池の端子はショ ートさせないでください。発熱によ
リやけどの原因となります。

企警告（乾電池について）

⑤ 

．讐靡嘉甚説‘互；。
ださい。雷池の破裂、液もれにより、火

®

心注意（乾電池について）

•緊
l,
應戸みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してくだ。

I 付属品 I 
受信機本体．．．．．．……....……………, .• 1 ACアダプタ ー．……………………... 1 

扱説明書（本書）．．．．……………...... 1 
保証書........................................... 1 

株式会社エクセリ　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　URL : https : //www.exseli.com/
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本機は 「標準通話」と 「中継通話」2つの通話形態をもってい
ます。 「標準通話」は本機同士で直接通信を行います。 「中継通話」
はリピータ（中継器）を介して通信を行います。リピータ（中継器）
を使うことで、より広い範囲での通話が可能になります。
本機で は 「標準通話」ではチャンネルを20通り、「中継通話」
ではチャンネルを27通りから1つを選ぶことができます。 ト ー

ンはト ーン無しおよび38種類用意されています。

•パソコンで設定する際は、81500設定ツ ールを使用してくださ
い。

●現在設定している内容を確認するには、［メニュー］ボタンを一

度押してください。

{OJアドバイス

● 標準通話の設定を行うには、中継通話切替が解除されてい
る必要があります。

● 中継通話を解除するには、「標準通話／中継通話切替」を参
照し設定してください

一E

本機を使ってチャンネル番号とト ーン番号が設定できます。
•パソコンで設定する際は、「B1500設定ツ ール」を使用してくだ

さい。
●現在設定している内容を確認するには、［メニュー］ボタンを短

く押してください。

チャンネル番号設定

〇 ［メニュ ー ］ボタンを「カッ」という音が鳴るまで長
押し（約2秒）する
● 「チャンネルを選んで ください」の音声ガイドの後に現在

のチャンネルを音声ガイドで案内します。

〇［選択］ボタンを順次押し、設定するチャンネル番号
を選ぶ●標準通話のチャンネルは1�20で選べます。
●中継通話のチャンネルは1�27で選べます。

〇［メニュ ー］ボタンを押す
● 「カッ」という音が鳴った後に、「チャンネルを変更しまし

た」と変更した内容を音声ガイドで案内します。

標準通話
中継通話か解除され
ている場合はチャン
ネル設定

中継通話
中継通話が設定され
ている場合はリピー

タ設定

［メニュー］ ボタン2秒間長押し

! 
チャンネル番号設定

未設定、,,...,20
［選択］ボ タン

で選択
一

［メニュー］
巫

設定を記憶

↓ 
チャンネル番号設定

未設定、1'"'-.J27
［選択］ボ タン

で選択
一

［メニュー］
巫

設定を記憶

［選択］ ボタン＋電源ON

! 

望

一］

設定；五;

―

l

↓ 

胃
］

設定；五;

―

l

トーン番号設定

〇 ［電源スイッチ／音量調節］ツマミを回して電源を切
る

〇［選択］ボタンを押しながら、［電源スイッチ／音量調
節］ツマミを回して電源を入れる
● 「 ト ーンを選んで ください」の音声ガイドの後に現在の

ト ーンを音声ガイドで案内します。

〇［選択］ボタンを順次押し、設定するト ーン番号を選

●標準通話の ト ーンは 「無し」、1"'38で選べます。
●中継通話の ト ーンは 「無し」、1"'38で選べます。

〇［メニュ ー］ボタンを押す
● 「カッ」という音が鳴った後に、「設定を記憶しました」と

変更した内容を音声ガイドで案内します。

本機は予め設定されている標準通話または中継通話を切り替え
ます。
標準通話または中継通話を変えることで、標準通話より広い範
囲での通話が可能になリます。

必アドバイス

● 標準通話（中継通話が解除）が設定されていると、チャン
ネル番号とト ーン番号のみ音声ガイドで案内します。

• 中継通話が設定されていると、電源を入れた時に 「中継
通話です」とチャンネル番号とト ーン番号を音声ガイドで
案内します。

● 標準通話と中継通話を同時に設定することはできません。

〇［メニュ ー］ボタンを「カッ」という音が2回鳴るまで
長押し（約5秒）する
● 「設定項目を選んで ください。」と 「中継通話切り替えで

す。」を音声ガイドで案内します。
●音声ガイドの案内中は設定を切り替える こ とはできませ

ん。

〇［メニュ ー ］ボタンを押す
●現在の設定状態を音声ガイドで案内します。
●［メニュ ー］ボタンを押す前に、［選択］ボタンを押すと設

定項目が変わってしまいます。
設定項目が変わってしまった場合は、「中継通話切り替え
です。」を音声ガイドで案内されるまで、［選択］ボタンを
順次押して ください。

設定項目の設定内容を本機で変更することができます。

機能設定項目

［メニュー］ボタン5秒間長押し

［選択］ボタンで I cメニュー］

「解除」 ・ 「設定」
ボタン

選択

［選択］ボタンで
「低」・「高」
選択

〇［選択］ボタンを押して、中継通話の解除 ・ 設定を選
択する
●標準通話が選ばれると 「解除」と音声ガイドで案内します。
●中継通話が選ばれると 「設定」と音声ガイドで案内します。

〇［メニュ ー ］ボタンを押す
● 「カッ」という音に続いて、「設定を記憶しました」と中継

通話の解除・設定 ※ および現在のチャンネル番号・ト ー

ン番号が音声ガイドで案内します。
※中継通話が設定されてい る時は、「中継通話です」と音

声ガイドで案内します。
•こ れで設定が変更されました。

設定項目の選択

〇［メニュ ー ］ボタンを「カッ」という音が2回鳴るまで
長押し（約5秒）する
● 「設定項目を選んで ください」と 「中継通話切り替えです」

を音声ガイドで案内します。
●音声ガイドの案内中は設定を切り替えることはできません。

〇［選択］ボタンを順次押して、変更する設定項目を選
択する
●［選択］ボタンが押される度に、選択されている項目が音

声ガイドで案内されます。

〇［メニュ ー ］ボタンを押す
●現在の設定状態を音声ガイドで案内します。
●設定項目が変更できる状態になり ます。

〇［選択］ボタンを順次押して、設定項目を変更する
●［選択］ボタンが押される度に、選択されている設定が音

声ガイドで案内されます。

〇［メニュ ー ］ボタンを押す
● 「カッ」という音に続いて、「設定を記憶しました」および

現在のチャンネル番号・ト ーン番号が音声ガイドで案内
します。

•こ れで設定が変更されました。

必アドバイス

● 設定項目は、パソコンを使用して 「B1500設定ツ ー ル」
で変更することもできます。

株式会社エクセリ　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　URL : https : //www.exseli.com/



マイク感度切替
マイク感度切替を行うと、お使いの環境に合わせてイヤホンマ
イクのマイク感度を変更することができます。

〇［メニュ ー］ボタンを 「 カッ」という音が2回鳴るまで
長押し（約5秒）する
●「設定項目を選んでください」と 「中継通話切り替えです」

を音声ガイドで案内します。
●音声ガイドの案内中は設定を切り替えることはできません。

〇 「 マイク感度切り替えです」と音声ガイドされるまで、
［選択］ボタンを順次押す

〇［メニュ ー］ボタンを押す
●マイク感度の設定状態を音声ガイドで案内します。
●設定項目が変更でき る状態になり ます。

〇［選択］ボタンを順次押し、 「高」または 「低」を選択
する
●選択したマイ ク感度が音声ガイドで案内されます。

〇［メニュ ー］ボタンを押す
● 「カッ」という音に続いて、「設定を記憶しました」および

現在の チャンネル番号・ト ー ン番号が音声ガイドで案内
します。

•これで設定が変更されました。

vox 機能設定
「vox (ボックス）機能」を使うと音声に反応して自動的に送信し
ます。従って本機に接続しているPTTスイッチを押さずにハンズ
フリ ーでの送信が可能になります。

必アドバイス
● 当社指定以外のPTTスイッチおよびマイクを使用すると、

vox 機能が働かないことがあります。

〇［メニュ ー］ボタンを「カッ」という音が2回鳴るまで
長押し（約5秒）する
● 「設定項目を選んでください」と 「中継通話切り替えです」

を音声ガイドで案内します。
●音声ガイドの案内中は設定を切り替えることはできません。

O 「vox切り替えです」と音声ガイドされるまで、［選択］
ボタンを順次押す

〇［メニュ ー］ボタンを押す
● vox 切り替え の設定状態を音声ガイドで案内します。
●設定項目が変更でき る状態になり ます。

〇［選択］ボタンを順次押し、 「解除」 または「設定」を
選択する

必アドバイス
• マイク感度は通常「低」を設定することをお勧めします。

「高」にすると大幅に感度が上がる ※ ためノイズを拾い
やすくなります。
※「高」にするとマイク感度は20dB高くなります。

〇［メニュ ー］ボタンを押す
● 「カッ」という音に続いて、「設定を記憶しました」および

現在の チャンネル番号· ト ー ン番号が音声ガイド ※ で案
内します。
※vox 機能が設定されている時は、「vox が設定されてい

ます」「vox 感度 II X II です」と音声ガイドで案内しま
す。
(" X"は設定された vox 感度を案内します。）

●これで設定が変更されました。

必アドバイス
● 送信保持機能が 「設定」状態になっている場合、vox 機

能は無効になります。
• vox 機能を使用する場合、マイク感度切替は 「低」を設

定することをお勧めします。

vox 感度切替

vox の感度を切り替えることができます。 感度は1 ,__, 5
※

まであ
り、感度の値が大きいほど小さな声に反応し送信するようになり
ます。
※vox 感度： 1 (低）⇔ 5 (高）

〇［メニュ ー］ボタンを「カッ」という音が2回鳴るまで
長押し（約5秒）する
●「設定項目を選んでください」と 「中継通話切り替えです」

を音声ガイドで案内します。
●音声ガイドの案内中は設定を切り替えることはできません。

O 「vox 感度切り替えです」と音声ガイドされるまで、［選
択］ボタンを順次押す

〇［メニュ ー］ボタンを押す
● vox 感度の設定状態を音声ガイドで案内します。
●設定項目が変更でき る状態になり ます。

〇［選択］ボタンを順次押し感度を替える
●［選択］ボタンが押される度に、選択されている vox 感

度が音声ガイドで案内されます。

〇接続しているマイクに向かって話しかけ、 送信表示ラ
ンプが点灯することを確認する
●送信表示ランプが点灯することを確認すること で、実際

の感度を確認することができます。
●こ の手順では、送信表示ランプが点灯しても送信は行って

おりません。
•マイクは実際に使う位置に取り付けておいてください。
●送信表示ランプが点灯 しない場合は、手順Oに戻って、

vox 感度をよ り大きな値にしてください。

送信保持切替
送信保持切替を 「設定」にすると、接続しているPTTスイッチ
を押すと、ボタンから指を離しても送信状態が保持されます。
送信を停止するには再度PTTスイッチを押します。

必アドバイス
● 当社指定以外のPTTスイッチを使用すると、送信保持機

能が働かないことがあります。

〇［メニュ ー］ボタンを 「 カッ」 という音が2回鳴るまで
長押し（約5秒）する
●「設定項目を選んでください」と 「中継通話切り替えです」

を音声ガイドで案内します。
●音声ガイドの案内中は設定を切り替えることはできません。

O「送信保持切り替えです」と音声ガイドされるまで、［選
択］ボタンを順次押す

〇［メニュ ー］ボタンを押す
●送信保持切替の設定状態を音声ガイドで案内します。
●設定項目が変更でき る状態になり ます。

〇［選択］ボタンを順次押し、 「解除」または 「 設定」を
選択する
●「解除」を選ぶと送信保持機能は働きません。

〇［メニュ ー］ボタンを押す
● 「カッ」という音に続いて、「設定を記憶しました」および

現在の チャンネル番号· ト ー ン番号が音声ガイド ※ で案
内します。
※vox 機能が設定されている時は、「vox が設定されてい

ます」「vox 感度 II X II です」と音声ガイドで案内しま
す。
("X IIは設定された vox 感度を案内します。）

•これで設定が変更されました。

必アドバイス
● 送信保持機能が 「設定」状態になっている場合、vox

機能は無効になります。
● 感度を高くすると通常の会話でも送信してしまう可能性

がありますので実際に使用してみて感度の確認を行なっ
てください。

〇［メニュ ー］ボタンを押す
● 「カッ」という音に続いて、「設定を記憶しました」および

現在の チャンネル番号・ト ー ン番号が音声ガイド ※ で案
内します。
※送信保持が設定されている時は、「送信保持が設定され

ています」と音声ガイドで案内します。
•これで設定が変更されました。

公アドバイス
● 送信保持機能が 「設定」状態になっている場合、vox

機能は無効になります。

株式会社エクセリ　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　URL : https : //www.exseli.com/
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