


上空、高所で活躍する人たちの、空に拡がるコミュニケーション。

携帯型デジタル簡易無線登録局(上空利用)
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小型スピーカーマイク

EK‐ 404‐58]
握りやすい小型のスピー

カーマイク‐
259イヤホンジャック

タ イヤホンアタブター
EA-581
259の イヤホン接続用

変換アタブターです.
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LCC―D591
本体 の保護の ためにも

肩掛けストラップイ寸き.

* P571 EC(国 際電気標準会議 )こ 基づ く 防塵及び防水に関する保護構造を表すコー ト.Pに ■ く最この数字 ま防Eの等級 (5=動 4に影

響をおよぼすll上 の粉塵が内 3田 こ入 らないもの)を表 し 次の数字は防水の等級 17‐ 定のう7iた 条1=て 水中に

'2し

ても内合「に水が入 らないも

上空や高所での利用ができるデジタル無線。

Ψ上空利用の350MHz帯デジタル5チャネルを搭載
一般の簡易無線と異なる上空 陸上専用の周波数5チャネルを確保。他の業務利用

者との混信も少なく、lW出力で広範囲での通話ができます。

Ψユーザーコードによるグループ通話。チャネル毎に設定が可能
利用形態や目的に応じて、グループ通信ができます。複数のチームをまとめるリー

ダーにとつては、チーム毎に連絡網が構築でき、便利です。

Ψ 32,767通 りの秘話キーによる高度秘話通信。

通話のプライバシーを守ります

競技などの場合には、通信内容を保護するセキュリティが必要です。複数の会社が

集まる作業現場でも、重要な会話を漏らさずガードします。

Ψ IP57*相当の超気密性を誇る防水性能。

雨やほこりからしつかリプロテクト

雨中の作業などの場合でも、高い信頼性を誇るP57相

当の防水 防塵性能。アンテナやバッテリを外しても防水

性を堅持する高い品質です。

Ψスピーカから最大音量でビープ音を鳴らす
エマージェンシー機能

スカイスポーツでのツリーランディングなどの事故●J起きた場合、周囲のノ、にも重

急に位置を伝えることができるよう、ボタンひとつでスピーカから大音量の警告彗

を出して知らせます。

1)便利で優れた性能・機能

欧州電気製品環境基準のRoHS指 令対応 スピーデイな選局7」 できる□―タリー

チャネルスイッチ/最大12文字のカナ 莫数字表示 騒音下にも強い700mWの
音声出力/約 16時 PB5の 連続運用が可能(lW土力、送信5、 受信5、 待ちうけ90の

害」合で測定、FNB V87L使 用時)な省電力設計

こんな用途に

●スカイスポーツの講習やスクールに●スカイスポーツ競技の運営●高層ビルの設備

管理●ビルの建設現場など●レジャー施設の遊具 遊覧具のメンテナンス●タムなど

の山間部での高所作美●高奨 橋梁作業にも

スビーカーマイク

MH 66A7A
本体と同じ防水1士 様

スピーカーマイク.

35φ イヤホンシヤック

月ヽ型タイビンマイク

EK-313‐ 581
マイクは胸元に イ

ヤホンは脱落防止

の耳掛け式

大容量リチウムイオン充

電
'`容

量2000mAhl

FNB― V87LI
夫容量リチウムイオン充

急速充電器

VAC-581
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FN8 V86日を約3時 間、FN8 V87日 を約4

時間で充電‐充電池は単体/無 線機装着

峙とちらでも充電可能、
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電器
VAC-6200A
Fに 3'86L.FNB V87uを 6恒 同時に急速充電 充

三
`=菫

I ttf■ 装吉峙とちらても充電可能

FBA‐34
単3ア ル方 ,乾電七

`‐「の防水仕・T乾 電池ケース

LCC D591は 使用

できません.

■一 般 送受信周波数 :デジタルチャネル351 16875MHz～ 3511937514Hz 6 25kHz間 喝5波 |● 電波型式 :FlE● 通信

方式 :単信 |プ レストーク)方式●電池持続時間 (送 信 5、 受信 5、 待受90の様り返 し)FNB V86L 11150mAh)約 9時 間、

FNB V87LI(2000mAh)約 16時 間 ●電源電圧 :DC74V± 1000●消費電流 DC74V送 信時 i約 0フ A、 受信待ち受け時 :約

80mA、 受信定格出力時 :約350mA●温湿度範囲 :温度 /-20・ C～ 60・ C、 湿度 /95D7065°C)●本体寸法 :高 さ97m m、 幅

56mm、 奥行き38mm(FNB V86日 装着時、突起部を含ます)●重量 :約 3259FNB V86日 、ベル トクリップ、アンテナを含

む)■ 送信部/●空中線電力 :lW(+20%、 -5000以 内 |● 空中線インピーダンス 500不 均衡 ●周波数許容偏差 :

±15ppm以 内 ●変調方式 :4値 FSK●占有周波数帯域幅 5 8kHz以下■受信部/●受信方式 :ダ フルスーバーヘテロ

タイン方式 ●受信感度 :-2dBμ V(BER l× 101●隣接チャンネル選択度 :42dB以 上 ●低周波出力 07W以上 (10%
歪時)●副次的に発する電波等の強度 4nW以下

*本無線機のアンテナは電波法の定めにより、取り外 し、交換はできません‐
∨×―D291S    001T∨ AA1002 平成21年 03月 23日
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株式会社バーテックススタンダードは、有限責任中間法人」BRCこ加盟し小型充電式電池

のリサイクルを実施しています。ホームページ(httpノ /Www ibrC COm)

●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないてください。必ず安全な場所に停車させて操作を行なつてください。●「保証書」ま、記入事項をこ確認のうえ 大切に保管してください.

瀞 N用令昴具
●製品に関するお問い合わせは、最寄りの販売店または(株 )スタンダードの営業所まで、どうそ。

株式会社スタンダード httpブ/WWW Standard― comm cojp/
〒 153-8645東 京都 目黒 区中 目黒 4-8-8 Te 03-3719-2231
本し 幌 営 業 所 〒0600032札幌市中央区北2条東7-82 8011-23]-5000
仙 台 営 業 所 〒9820011仙台市太自区長町3-7-13  8022-308-3466
東 京 営 業 所 〒153‐ 8645東京都目黒区中目黒4-8-8 803-3719-2171
名 古 屋 営 業 所 〒4650093名古屋市名東区一社3-127 8052-702-8521
大 阪 営 業 所 〒5640052大阪府吹田市広芝町5-3   806-6337-6501
広 島 営 業 所 〒7300003広島市中区白島九軒町21-158082-222-5169
福 岡 営 業 所 〒8120014福岡市博多区比恵町4-8   8092-441-9121

●製品の仕様 外観等は改良のため予告なく変更することがありま魂 ●印刷の関係上、製品の色等は実際のものと多少異なることがありま魂 ●カタログの記載内容は、2009年 7月 現在のものです。

(製造 元 :バーテックススタンダー ド)

■簡易無線局のデジタル化について

平成 19年法律第 136号「放送法等の一部を改正する法律」にて創設された無線局の運用者の変更制度の導入にと●Jな い、電波法施行規則の一部が改正されました。これにより、アナログ式

簡易無線局の―部は平成34年 11月 末日をもつて、運用期限の終了を迎えます (根拠法 :電波法施行規則第 13条関係告示の条件、電波法設備規則 (llj則 ))。 簡易無線局を引き続き利用される

方は、当該期日までにデジタル式の簡易無線局に変更することが必要となります。350MHz帯 の小エリア無線局、460MHz帯 の簡易無線局が上記に該当します。(平成 21年 6月 現在 )
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