
TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、 
環境の「ISO14001」の認証登録企業です。 

店内連絡用無線システム
移動中や離れた場所で確実にコミュニケーション。

Pachinko

Supermarket

中継機対応

DiscountStore

Restaurant

http://www.toa.co.jp/
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大切なコミュニケーションをサポートする
TOAの「店内連絡用無線システム」

BGMや機械音などさまざまな音が飛び交う店内でのコミュニケーションに、不便や不都合をお感じではありませんか？TOAの店内連
絡用無線システムは、店舗内でのスタッフ同士のコミュニケーションの効率を飛躍的に向上するシステムです。操作が簡単、経済的で、
拡張性にもすぐれ、さまざまな形態の店舗で業務効率UPはもちろん、お客様へのサービスや運営効率の向上にもお役に立ちます。

空いている席をスタッフ同士
で確認できます。調理場から
フロアースタッフへの連絡に
も。

飲食店様向けに
お客様のご案内をスムーズに

お客様をお待たせすることなく、商品などの正確な情報をお伝えすることが
良いサービスとなり、リピーターの獲得につながります。TOAの店内連絡用
無線システムなら、スタッフが持ち場を離れずに店内の情報を共有でき、的
確な対応が可能。お客様の満足度もUPします。

店舗設備のメンテナンス、故障への迅速な対応は、店舗の信頼性を高めま
す。TOAの店内連絡用無線システムの据置型中継機は、外部機器のメンテ
ナンス要求（品切れ、釣り銭補給）や異常を知らせる音声を自動的に送信する
ことができます。また停電時のバックアップも可能なので、万が一の場合の
セキュリティ対策も万全です。

コスト対策のための少人数での人員配置は、サービスの質を低下させてしま
うこともあります。TOAの店内連絡用無線システムなら、店内の状況に応じて
混雑時の応援要請など連絡を行うことで、効率的な人員配置に役立ちます。

顧客満足度UP！

人員配置などの効率化

異常時の迅速な対応

騒音が多いフロアーでも確
実に連絡ができます。中継
機を使えばコンピューターの
合成音声を送信することもで
き、業務の効率化につながり
ます。

パチンコパーラー様向けに
フロアースタッフの業務連絡に

忙しい時間帯の値段確認も
ワンアクション操作で。応答
も陳列棚のそばからできま
す。

スーパーマーケット様向けに
値段の確認などに

広いイベント会場内での事務局スタッ
フ同士の連絡用に。
まわりの騒音の多い工事現場や作業
現場の、作業指示や確認に。

その他
イベント、工事現場など

ディスカウントショップ様向けに
ストックルームへの連絡や広いフロアー
内での連絡に

ストックルームへの在庫確認
や広いフロアーでの接客担
当者の呼び出しなど、各売
場から直接行えます。

Pachinko

Supermarket

Restaurant

DiscountStore
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■ システム特長 ■

■免許不要の400MHz帯の電波を使用
　●�400MHz帯の送信出力10mWの特定小電力無線局のため、無線
局免許は必要ありません。

■停電時に、システムダウンしない
　バックアップ機能
　●�中継方式のシステムでは、停電などで中継機がダウンすると携帯機〜

携帯機の通話もできなくなります。据置型中継機をバッテリーなどの
DC24Vでバックアップしておくことで、停電時のシステムダウンを防ぐこ
とができます。（据置機やACアダプターを使用しているリモートユニット
は、停電時には使用できません。）

■店舗に合わせて、柔軟なシステムが可能
　●�工事のいらない簡単なシステムから、据置型中継機やエリア拡張キッ
トを組み込んだ高機能なシステムまで柔軟に対応できます。

　●�プレストーク（Press�To�Talk）の交互通信方式のため、システム内
の無線機の台数に制限がありません。

　●中継機のないシステムも中継機のあるシステムにも対応できます。

■他にも役立つ機能が満載
　●�携帯機からの電波が2秒以上途切れても、また電波が入ればそのま
ま中継が可能（特許登録済み）

　●�通話エリア外の携帯機が、中継機のエリアに入ってきた場合、そのま
ま通話に参加が可能（特許登録済み）

エリア内相互通話 エリア内相互通話

エリア内相互通話に
自動的に参加エリア外

11 イニシャルコストもランニング
コストも非常に経済的。

●�事業所用PHS（事業所用デジタルコードレス電話）や他の
店内連絡用無線システムに�
比較して、低価格です。
●�携帯機は、充電して使用�
することもできるため、ラン�
ニングコストはわずかです。

44 据置型中継機の多彩な機能。
●�異常を検知したコンピューターや音声ファイル装置の音声などを自動的に送信することができるため、店内に拡声せずに、従業員に異常事態を連
絡することが可能です。接点による起動以外に、音声のみで起動することができ、外部機器の音声の頭切れを防止する遅延機能もついています。
●�ラックマウントが可能で、離れたところから操作が行えるリモートユニットが接続できます。（ラックマウントする場合はエリア拡張キットと組み合わせて
使用してください。）

33 広範囲な通話エリアをカバー。
●�送信出力10mWの特定小電力無線局でありながら、無給電アンテナ方式の採用により広範囲なエリアをカバーできます。
●据置型中継機のエリア拡張では、直接電波の届かない携帯機〜携帯機間の通話が可能になります。

・�特定小電力無線局は電波法により、機器にアンテナ端子を設けることができないため、機器に同軸コードを接続して、アンテナを離れたところに設置することができません。
　TOAのエリア拡張キットは無給電アンテナ方式により電波法に抵触することなく、アンテナを離れたところに設置することが可能です。

事務所の据置型中継機⇔1Fの携帯機…通話可能
事務所の据置型中継機⇔2Fの携帯機…通話可能

1Fの携帯機⇔2Fの携帯機…通話可能

■�据置機からのエリア拡張

据置型中継機
1F事務所

・・・

2F

携帯機

携帯機

通話OK

■�据置型中継機からのエリア拡張

1F
据置機
事務所

・・・

2F

携帯機

携帯機

通話不可

事務所の据置機⇔1Fの携帯機…通話可能
事務所の据置機⇔2Fの携帯機…通話可能
1Fの携帯機⇔2Fの携帯機…通話不可能

22 1回の充電で20時間の
使用が可能。

●�携帯機は専用充電電池と組み合わせて、充電器による約90
分の充電で、約20時間（送信：受信：待受＝30秒：30秒：9分、
10％使用）の長時間の使用が可能です。長時間の営業時間
でも安心です。
●充電忘れなどの緊急時に
　は、乾電池で対応可能な
　2ウェイ電源方式。単3乾
　電池がわずか1本と経済
　的です。

単3乾電池 
わずか1本 
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●据置型中継機を使用したシステム（エリア拡張あり）ホームセンターなどで使用する場合

■ システム例 ■

●据置機を使用したシステム（エリア拡張あり）

直接電波の届かない携帯機〜携帯機間の通話
を行う場合のシステム例です。各部屋のエリア拡
張用アンテナに電波が届く位置にいる携帯機同
士は通話が可能になります。また、サービスセンター
のリモートユニットから携帯機と通話することもでき
ます。アンテナは防雨型で屋外に設置が可能です
ので、ホームセンターの屋外売場などに最適です。

店舗

●据置機を使用したシステム（エリア拡張なし）

店舗

事務所

「○○番台で 
　エラー発生！」 

携帯機
WF-101

据置機
WF-111

タイピン型マイクイヤホン
WF-180

＋

＋
エリア拡張キット
WF-171

・・・

・・・

・・・

・・・

YW-1022

YW-1022

YW-1022

YW-1022

WF-190　 AD-125
リモートユニット ACアダプター

アンテナ
YW-111

アンテナ
YW-111

アンテナ
YW-111

アンテナ
YW-111

据置型中継機
WF-140

エリア拡張キット
WF-171

＋

携帯機
WF-101

タイピン型マイクイヤホン
WF-180

＋

携帯機
WF-101

タイピン型
マイクイヤホン
WF-180

＋

事務所

2Ｆ売場

1Ｆ売場

1Ｆ
サービスセンター

屋外売場

倉庫
バックヤード

携帯機
WF-101

据置機
WF-111

タイピン型マイクイヤホン
WF-180

＋

据置機を店舗内に設置するときや、事務所とホール（売場）の間で電波
が届く場合のシステム例です。設置工事が不要ですので、すぐにご使用
になれます。また携帯機のみのシステムも可能です。

■携帯機12台
携帯機� WF-101� ×�12� ¥� 960,000
据置機� WF-111� ×� 1� ¥� 168,000
タイピン型マイクイヤホン� WF-180� ×�12� ¥� 148,200
充電器� BC-1000A-6� ×� 2� ¥� 240,000
※取付・工事、調整費別� システム合計¥1,516,200（税抜）
※表示価格は希望小売価格です。

据置機を電波の届かない事務所など、離れた場所に設置するときの
システム例です。エリア拡張キットとの組み合わせで、据置機と離れた
携帯機間の通話が可能になります。1Fと2Fなど異なるエリアをカバー
する場合には混合分配器や混合分岐器を使用して複数のアンテナを
設置します。
※異なるエリア（直接電波が届かない場合）の携帯機〜携帯機間で
　は通話できません。

■携帯機12台・エリア拡張
携帯機� WF-101� ×�12� ¥� 960,000
据置機� WF-111� ×� 1� ¥� 168,000
エリア拡張キット� WF-171� ×� 1� ¥� 52,000
タイピン型マイクイヤホン� WF-180� ×�12� ¥� 148,200
充電器� BC-1000A-6� ×� 2� ¥� 240,000
BNCプラグ� YA-641� ×� 2� ¥� 3,300
※取付・工事、調整費別� システム合計¥1,571,500（税抜）
※表示価格は希望小売価格です。

■携帯機12台・エリア拡張
携帯機� WF-101� ×�12� ¥� 960,000
据置型中継機� WF-140� ×� 1� ¥� 357,000
リモートユニット� WF-190� ×� 1� ¥� 63,000
エリア拡張キット� WF-171� ×� 1� ¥� 52,000
タイピン型マイクイヤホン� WF-180� ×�12� ¥� 148,200
ACアダプター� AD-125� ×� 1� ¥� 3,600
アンテナ� YW-111� ×� 7� ¥� 217,000
混合分配器� YW-1022� ×� 7� ¥�オープン価格
充電器� BC-1000A-6� ×� 2� ¥� 240,000
BCNプラグ� CC-4901� ×� 3� ¥� 46,200
※取付・工事、調整費別� システム合計¥2,087,000（税抜）
※表示価格は希望小売価格です。
※上記合計金額はオープン価格のYW-1022を除いた金額となります。

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
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●据置型中継機を使用したシステム（エリア拡張なし）コンピューター（合成音声）の音声送出あり

■ システム例 ■

TOAの音声ファイルの接点入出力を利用したシステムです。
店舗の自動両替機、自動販売機や工場の自動化機器のメン
テナンス要求（釣り銭切れ・品切れ等）の接点出力を音声ファ
イルに接続します。音声ファイルには、あらかじめメッセージを録
音しておき、それぞれの機器からの要求に応じて出力します。
音声ファイルの出力は、据置型中継機に入力され、携帯機に
その内容を知らせます。

※据置型中継機を使用したシステムすべてに音声ファイルを組み込むことが可能です。ホールコンピューターの音声送出を行うシステムにも組み込むことができます。
　ホールコンピューターの音声を外部入力2に、音声ファイルを外部入力1に接続します。

●据置型中継機を使用したシステム（エリア拡張あり）コンピューター（合成音声）の音声送出あり

●据置型中継機と音声ファイルを接続したシステム

事務所
フロアー

2F

1F

「○○番台で 
　エラー発生！」 

「○○番台で 
　エラー発生！」 

アンテナ
YW-111

アンテナ
YW-111

携帯機
WF-101

タイピン型マイクイヤホン
WF-180

携帯機
WF-101

タイピン型マイクイヤホン
WF-180

＋
据置型中継機
WF-140

＋

ホールコンピューター、
音声ファイル装置
などの音源

リモートユニット
WF-190

YW-1022

YW-1022

＋
エリア拡張キット
WF-171

携帯機
WF-101

タイピン型マイクイヤホン
WF-180

＋
据置型中継機
WF-140

ホールコンピューター、
音声ファイル装置
などの音源

据置型中継機
WF-140

自動両替機

自動販売機

接点入力

1ペア

2ペア

1ペア

外部入力1音声ファイル装置
（EV-350Rなど）

事務所に設置した機器に優先権を持たせるときや、コン
ピューターや音声ファイル装置の音声などを自動的に送
信するときのシステム例です。携帯機〜携帯機間の通話
は、据置型中継機を経由（周波数を変換）します。

■携帯機12台
携帯機� WF-101� ×�12� ¥� 960,000
据置型中継機� WF-140� ×� 1� ¥� 357,000
タイピン型マイクイヤホン� WF-180� ×�12� ¥� 148,200
充電器� BC-1000A-6� ×� 2� ¥� 240,000
※取付・工事、調整費別� システム合計¥1,705,200（税抜）
※表示価格は希望小売価格です。

据置型中継機を電波の届かない事務所など離れた
場所に設置するときや、異なるエリア間（直接電波の
届かない場合）の携帯機〜携帯機間で通話を行い
たい場合のシステム例です。 据置型中継機に優先
権を持たせることや、コンピューターや音声ファイル装
置の音声などを自動的に送信することもできます。エ
リア拡張キットを使用していますので、据置型中継機
をラックに収納しリモートユニットで操作を行うことも可
能です。

■携帯機12台・エリア拡張
携帯機� WF-101� ×�12� ¥� 960,000
据置型中継機� WF-140� ×� 1� ¥� 357,000
リモートユニット� WF-190� ×� 1� ¥� 63,000
エリア拡張キット� WF-171� ×� 1� ¥� 52,000
アンテナ� YW-111� ×� 3� ¥� 93,000
タイピン型マイクイヤホン� WF-180� ×�12� ¥� 148,200
混合分配器� YW-1022� ×� 3� ¥�オープン価格
充電器� BC-1000A-6� ×� 2� ¥� 240,000
BNCプラグ� YA-641� ×�14� ¥� 23,100
※取付・工事、調整費別� システム合計¥1,936,300（税抜）
※表示価格は希望小売価格です。
※上記合計金額はオープン価格のYW-1022を除いた金額となります。

事務所

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。



エリア拡張キットWF-171
〈アンテナ結合ユニット〉

据置機WF-111
〈またはWF-140〉

BNCプラグ

同軸ケーブル

38

18
8.
4

15
1.
6

取付ピッチ73

取付穴φ60

天井

天井取付板

BNCプラグ
（別売）

化粧パネル

アンテナ本体

アンテナエレメント

壁取付金具
アンテナ本体

68
.5

83
.5

157

▲

▲
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ACアダプター
AD-125

ACアダプター
AD-125

携帯機
WF-101

タイピン型マイクイヤホン
WF-180
※イヤホン取替可能

マイクスピーカー
WF-181
※イヤホン接続可能

耳掛型イヤホン
YP-E501

オープンエアーイヤホン
DME22/DME32

■携帯機 WF-101:システムの台数に制限はありません

交換用イヤホン
YP-E105

ヘッドセット
WF-182

■据置機 WF-111:システム内の台数に制限はありません

■据置型中継機 WF-140：〈中継機あり〉のシステムに1台

据置機の通話範囲を
広げたいとき
据置機を離れたところ
に設置したいとき

通話を
録音したいとき

内蔵スピーカー以外から
受信音声を拡声したいとき

ページング
マイクロホン
PM-660W

AC100V

メモリーカード式
レコーダーなど

録音出力端子

補助スピーカー
出力端子

マイク
入力端子

マイク
スピーカー
端子

据置型中継機の通話範囲を広げたいとき
据置型中継機を離れたところに設置したいとき
直接電波の届かない携帯機〜携帯機間の通話を行いたいとき
据置型中継機をラックに組み込みたいとき

ページング
マイクロホン
PM-660W

据置機
WF-111

5ペア（電源を供給しないとき）
6ペア（電源を供給するとき）

パラレルに接続

据置型中継機の操作を離れた場所から行いたいとき
リモートユニットは最大4台、延長距離300mまで接続可能。
50mまでの距離にある1台目のリモートユニットには、中継機よ
り電源供給が可能です。（ACアダプター不要）

リモートユニット端子 外部入力端子１

外部入力端子２

録音出力端子

補助スピーカー出力端子

DC入力端子

マイク
入力端子

2ペア（音声＋接点）または
1ペア（音声、音声による起
動、前置信号必要）

1ペア
（音声、音声による起動、
頭切れ防止の遅延機能あり）

1ペア

シールド線

シールド線

1ペア

スピーカー
（8Ω、2W）

スピーカー
（8Ω、2W）

1ペア

音声ファイル
など

合成音声などを
自動送信したいとき

合成音声などを
自動送信したいとき

通話を録音したいとき

内蔵スピーカー以外から
受信音声などを
拡声したいとき

停電時にシステム
ダウンさせたくな
いとき

付属品以外のマイクロホン
を使用したいとき

AC100V

リモートユニット
WF-190 メモリーカード式

レコーダーなど

非常用電源装置
（DC24V）

●損失の計算方法
損失＝同軸ケーブル損失*1
　　＋混合分配器損失*2
　　＋混合分岐器（混合〜通過）損失*3
　　＋混合分岐器（混合〜通過）損失*4

*1� 同軸ケーブル損失� ……5C-FBの場合� 14dB/100m
� � 7C-FBの場合� 10dB/100m
*2� 混合分配器損失�…………………………… 4.5dB/台（YW-1022）
� � � 8.5dB/台（YW-1024）
*3� 混合分岐器（混合〜通過）損失�…………… 1.5dB/台
*4� 混合分岐器（混合〜分岐）損失�…………… 12dB/台

●エリア拡張のアンテナ高さ3mのときの通話範囲（携帯機からアンテナが見通せる場合）

損失［dB］ 0 5 10 15 20 25 30 35 40
通話範囲［m］ 200 150 116 88 65 46 25 14 8

●エリア拡張のアンテナ高さ3mのときの通話範囲（携帯機からアンテナが見通せる場合）

損失［dB］ 0 5 10 15 20 25 30 35 40
通話範囲［m］ 200 150 116 88 65 46 25 14 8

（例）�16分配して、16本アンテナを設置し、アンテナまでの同軸ケーブルが85m（5C-FB損失12dB）の場合�
同軸コード損失12dB＋混合分配器損失4.5dB×4＝30dB→各アンテナからの通話範囲25m�
（なお、実際の使用状況を考えると、この程度がエリア拡張の限界と思われます。）

●�必要数量の算出　YW-111＝（実際に設置するアンテナ本数）-1、YW-1022＋YW-1030＝（実際に設置するアンテナ本数）-1、�
BNCプラグ＝2＋（実際に設置するアンテナの本数─1）×4�
＊配線によっては、複数のYW-1022を1台のYW-1024に置き換えることも可能です。

据置機
WF-111
〈または
据置型中継機 
WF-140〉

混合分配器
YW-1022
混合分岐器
YW-1030

アンテナを2本以上設置
したいとき

※YW-1022は同じレベルで2分配、
　YW-1024は同じレベルで4分配、
　YW-1030は電力比10対1で分岐できます。

エリア拡張キット
WF-171
〈アンテナ〉
（天井取付）

アンテナ
YW-111
（壁取付）

■ 接続例 ■

�付属品以外のマイクロホン
を使用したいとき

※�付属のマイクスピーカーと
ページングマイクPM-660W
は同時に接続可能�

OR

OR

ページング
マイクロホン
PM-660W

※�付属のマイクスピーカーとページング
　マイクPM-660Wは同時に接続可能�

コンピューター
など

▲
▲

■エリア拡張
　キットの接続

マイク
スピーカー
端子

据置型中継機
WF-140

アンテナ結合ユニット
（エリア拡張キット）

アンテナ
結合ユニット

（エリア拡張キット）

■別売イヤホン■
WF-180付属のイヤホン以外に使えます。



6

プラグ径φ2.5mmの他、
2種の耳栓を別に付属し
ており、耳穴の大きさに
合わせて選ぶことができ
ます。イヤホンの取替も可能です。

〈マイクロホン部〉●形式：エレクトレットコンデンサー●仕上：
ABS樹脂　黒（マンセルN1.0近似色）〈イヤホン部〉●形式：
マグネチック●定格インピーダンス：600Ω●イヤホン端子：
φ2.5mm　2極　プラグ●質量：約44g（イヤホン,コード含む）
●付属品：風防キャップ…1,耳栓…2,イヤホンホルダー…1

携帯機（WF-101）用
マイクスピーカーです。

〈マイクロホン部〉●形式：エレクトレットコンデンサー●仕上：
ABS樹脂　黒（マンセルN1.0近似色）〈スピーカー部〉●形
式：ダイナミック型●定格インピーダンス：11Ω（1000Hz,コー
ド抵抗値含む）●入力：最大1W●イヤホン端子：φ3.5mm�
2極　ミニジャック●質量：約68g

ヘッドセット
WF-182
希望小売価格
￥21,000
（税抜）

マイクロホンとスピーカーの付いたヘッドセットで
す。送信スイッチはノンロックとロックの2種類あり、
手離しでの通話も可能です。

〈マイクロホン部〉●形式：エレクトレットコンデンサー型〈ス
ピーカー部〉●形式：ダイナミック型●定格インピーダンス：
16Ω●最大入力：300mW●仕上：ヘッドバンド：ステン
レス　ハンガー：PBT樹脂（黒）　スピーカーケース：ABS
樹脂（黒）●質量：約95g

タイピン型マイクイヤホン（WF-180）に使用でき
る専用耳掛型イヤホンです。長時間の使用で
も、耳穴に負担をかけません。

●プラグ径：φ2.5mm●コード長：50cm

タイピン型マイクイヤホン（WF-180）に使用で
きる専用イヤホンです。プラグ径φ2.5mmの他、
別に2種の耳栓を付属しています。※WF-180
には1個付属しています。
●プラグ径：φ2.5mm●コード長：50cm●5個入

マイクイヤホン（WF-180）に使用で
きるモノラルイヤホンです。

●φ2.5L型金メッキモノラルミニプラグ
●コード長：120cm

マイクスピーカー（WF-181）に使用
できるモノラルイヤホンです。

●φ3.5L型金メッキモノラルミニプラグ
●コード長：120cm

オープンエアーイヤホン
DME-22 斡旋商品
希望小売価格
￥650（税抜）

オープンエアーイヤホン
DME-32 斡旋商品
希望小売価格
￥650（税抜）

イヤホン
YP-E105 5個入り
希望小売価格
￥15,700（税抜）

■ 機器仕様 ■

店内連絡用無線システム【携帯機】

WF-101 
希望小売価格

￥80,000（税抜）

19 62

98
65
.6

32.5

店内連絡用無線システム【据置型中継機】

WF-140 
希望小売価格

￥357,000（税抜）

店内連絡用無線システム【据置機】

WF-111�
希望小売価格

￥168,000（税抜）

170
192

210

96
.6

22
8

マイク・イヤホン別売

耳掛型イヤホン
YP-E501 
希望小売価格
￥3,100（税抜）

タイピン型マイクイヤホン
WF-180
希望小売価格
￥12,350（税抜）

■携帯機（WF-101）用関連機器

・中継機のあるシステム、中継機のないシステムに
対応。

・別売のタイピン型マイクイヤホンWF-180、マイク
スピーカーWF-181、ヘッドセットWF-182のいず
れかが必要。

・電池持続時間は長時間。
・ベルトクリップ、ソフトケース付属。
・充電器（BC-1000A-6）、専用充電電池（WB-�
1200-2）別売。

・中継機のあるシステム、中継機のないシステムに
対応。

・中継機のあるシステムの場合、子機として使用
可能。

・付属のマイクスピーカー以外に、ページングマイ
クロホンPM-660Wを接続可能。

・エリア拡張キットと組み合わせて、違うフロアーの携帯機〜携帯機間の通話も可能。
・合成音声を送出できる外部入力が2系統。外部入力1、外部入力2とも音声による起動、外部入力1は
接点による起動も可能、外部入力2は頭切れ防止のための遅延回路搭載。
・付属のマイクスピーカー以外に、ページングマイクロホンPM-660Wを接続可能。
・リモートユニットを4台まで接続可能。延長距離は300mまで。
・据置型中継機に直接接続された機器（各種マイク、リモートユニット、外部入力）には、通話の優先権が
あります。

313.6

21.6280

420

96
.6

急速充電方式により、約90分で充電ができます。
充電が完了すると、トリクル充電に移行します。最
大6台の携帯機を同時に充電できます。

●電源：AC100V　50／60Hz●充電時間：約90分●寸
法：440（W）×98（H）×170（D）mm（ハンガー除く）●質
量：約3.75kg●付属品：専用充電電池WB-1100…6,ハ
ンガー…1,ヒューズ…1

充電器
BC-1000A-6 
希望小売価格￥120,000（税抜）

専用充電電池
WB-1200-2 2個入り
希望小売価格
￥1,400（税抜）

専用充電電池
WB-1200　6個入

●公称容量：1000mAh

マイクスピーカー
WF-181
希望小売価格
￥12,600（税抜）

品 番 WF-101 WF-111
電 源��� �DC1.2V（専用充電電池）,�DC1.5V（乾電池） AC100V　50／60Hz
消 費 電 力 11W
無線局の種類 特定小電力無線局無線電話用無線設備
通 信 方 式 単信または半複信（PRESS�TO�TALK：プレストーク）
電 波 型 式 F3E
周 波 数 帯 域 中継機なし：422.0500（CH1）〜422.1750MHz（CH11）　12.5kHz間隔　11チャンネル

中継機あり：�送信：440.0250（CH1）〜440.2125MHz（CH16）　12.5kHz間隔　16チャンネル
� 受信：421.5750（CH1）〜421.7625MHz（CH16）　12.5kHz間隔　16チャンネル

トーンスケルチ周波数 136.5（トーン21）〜225.7Hz（トーン35）の15トーンとトーンスケルチなし
受 信 感 度 −7dBμVEMF以下（12dB　SINAD感度）
スケルチ感度 −9dBμVEMF以下
送 信 出 力 10mW
機 能 キャリアセンス機能,�通信積算時間制御機能
使用温度範囲 −10℃〜＋40℃
マ イ ク 入 力 −58dBV　2kΩ　3極ホーンジャック

（コールド端子〜GND端子間がメイク時に送信）
補助スピーカー出力 8Ω　2W　M3ねじ端子　バリアー間隔6.4mm
録 音 出 力 −10dBV（送信および受信の音声を出力）

600Ω　ピンジャック
電池持続時間 専用充電電池使用時,�約16時間（送信：受信：待受＝1：1：8）

専用充電電池使用時,�約20時間（送信：受信：待受＝1：1：18）
アルカリ乾電池使用時,�約30時間（送信：受信：待受＝1：1：8）

使 用 電 池 専用充電電池（WB-1200-2）または単3乾電池×1
仕 上 本体：ABS樹脂　ダークグレー（マンセルN2.5近似色）パネル：アルミ　黒（マンセル　N1.0近似色）　3分艶　塗装

ケース：プレコート鋼板　黒（マンセル　N1.0近似色）　3分艶
寸 法 62（W）×163.6（H）×32.5（D）mm（突起部含む）210（W）×96.6（H）×192（D）mm（突起部含む）
質 量 約134g（電池含む） 約2.6kg
付 属 品 　単3乾電池（黒R6PU）…1,�ソフトケース…1,�設定用ドライバー…1 マイクスピーカー…1,�マイクハンガー…1,�設定用ドライバー…1

品 番 WF-140
電 源 AC100V　50／60HzまたはDC24V
消費電力／電流 17W（AC動作時）,�1A（DC動作時）
無線局の種類 特定小電力無線局無線電話用無線設備
通 信 方 式 半複信（PRESS�TO�TALK：プレストーク）
電 波 型 式 F3E
周 波 数 帯 域 送信：421.5750（CH1）〜421.7625MHz（CH16）　12.5kHz間隔　16チャンネル

受信：440.0250（CH1）〜440.2125MHz（CH16）　12.5kHz間隔　16チャンネル
トーンスケルチ周波数 136.5Hz（トーン21）〜225.7Hz（トーン35）の15トーンとトーンスケルチなし
受 信 感 度 −4dBμVEMF以下（12dB�SINAD感度）
スケルチ感度 −6dBμVEMF以下
送 信 出 力 10mW
機 能 キャリアセンス機能,�通信積算時間制御機能
使用温度範囲 −10℃〜＋40℃
マ イ ク 入 力 −58dBV　2kΩ　3極ホーンジャック

（コールド端子〜GND端子間がメイク時に送信）
補助スピーカー出力 8Ω　2W　M3ねじ端子　バリアー間隔6.4mm
録 音 出 力 −10dBV（送信および受信の音声を出力）　600Ω　ピンジャック
外 部 入 力1,2 −30〜−10dBV　トランス平衡（遅延なし／遅延あり）

M3ねじ端子　バリアー間隔6.4mm
外部入力1は音声または接点による起動
外部入力2は音声による起動（遅延機能付）

外部接点入力 無電圧メイク接点入力　開放電圧：DC4V,�短絡電流：5mA,�ループ抵抗：100Ω以下
M3ねじ端子　バリアー間隔6.4mm

リモートユニット 接続線数：5ペア,�距離：300ｍまで
ループ抵抗6Ω（φ0.65、50ｍ）までの1台のみ電源供給可能（6ペア）

仕 上 パネル：アルミ　黒（マンセルN1.0近似色）　3分艶　塗装
ケース：プレコート鋼板　黒（マンセルN1.0近似色）　3分艶

寸 法 420（W）×96.6（H）×313.6（D）mm（突起部含む）
質 量 約5.6kg
付 属 品 マイクスピーカー…1,�設定用ドライバー…1,�ナイロンクランプ（中）…1,�ナイロンクランプ（大）…1

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。



●周波数帯域：100〜1,000MHz●挿入損失：1.5dB
（TYP）（混合〜通過の端子間）●分岐結合損失：
12dB（TYP）（混合〜分岐の端子間）●入出力イン
ピーダンス：75Ω●同軸接栓：BNCジャック●寸法：
75（W）×122（H）×34（D）mm●質量：約100g●付
属品：本体取付用木ねじ（4.1×25）…2

●インピーダンス：75Ω●同軸接栓：BNCジャック●仕上：アンテ
ナ結合ユニット：アクリル　グレースモーク　アンテナ本体：ポリカー
ボネート樹脂　化粧パネル：シリコンゴム　オフホワイト●質量：約
160g（アンテナ結合ユニット）,約110g（アンテナ：取付金具含まず）
●付属品：天井取付板…1,壁取付金具…1,化粧パネル…1,アン
テナ取付（天井取付）用ねじ…2,天井取付板用タッピンねじ…4,
天井取付板用小ねじ…4,天井取付板用板ナット…4,アンテナ取付
（壁取付）用小ねじ…1,壁取付金具用タッピンねじ…2,アンテナ結
合ユニット用小ねじ…2,自己融着テープ…1
※�BNCプラグ、同軸ケーブルは含まれていません。別途必要です。
使用する同軸ケーブルは5C-FB、7C-FBなどの低損失タイプを
お使いください。

アンテナ

YW-111
希望小売価格
￥31,000（税抜）

エリア拡張キット

WF-171
希望小売価格
￥52,000（税抜）

●周波数帯域：420〜441MHz●形式：半波長ダイポールアンテナ
●インピーダンス：75Ω●入力：最大100mW●同軸接栓：BNC
ジャック●仕上：アンテナ本体：ポリカーボネート樹脂　アンテナエレ
メント：ステンレス　銅合金（クロムめっき）　化粧パネル：シリコンゴ
ム　オフホワイト●質量：約110g（取付金具含まず）●付属品：天
井取付板…1,壁取付金具…1,化粧パネル…1,アンテナ取付（天
井取付）用小ねじ…2,天井取付板用タッピンねじ…4,天井取付板
用小ねじ…4,天井取付板用板ナット…4,壁取付金具用タッピンね
じ…2,アンテナ取付（壁取付）用小ねじ…1,自己融着テープ…1
※�BNCプラグ、同軸ケーブルは含まれていません。別途必要です。
使用する同軸ケーブルは5C-FB、7C-FBなどの低損失タイプを
お使いください。

■エリア拡張関連機器

アンテナ結合ユニット取付時

■その他関連機器

・��アンテナ結合ユニットは周囲の影響を受けにくい新方式。
　ラックに入れた状態でも使用可能（据置型中継機）。
・据置機WF-111、据置型中継機WF-140用。
・�キットは、アンテナ結合ユニットとアンテナで構成。

天井取付、壁取付共用の、エリア拡張のための
アンテナです。2本以上のアンテナを設置すると
きに必要です。防雨型構造ですので、屋外でも
使用できます。

BNCプラグ�

YA-641
希望小売価格�￥1,650（税抜）
（3C・5C用�1個��ハンダ付不要タイプ）

CC-4900�
希望小売価格�￥14,400（税抜）
（3C・5C用�10個��ハンダ付タイプ）

YA-642  
希望小売価格￥2,060（税抜）
（7C用�1個��ハンダ付タイプ）

CC-4901 
希望小売価格￥15,400（税抜）
（3C・5C用�10個ハンダ付不要タイプ）

・2本以上のアンテナを設置する
��場合に必要

ACアダプター

AD-125
希望小売価格
￥3,600（税抜）

●電　　源：� AC100V　50/60Hz
●質　　量：� 約300g

リモートユニットWF-190用。

ページングマイクロホン
リモート機能付

PM-660W
希望小売価格
￥10,000（税抜）

●形式：ムービングコイルマイクロホン●指向性パターン：単一指向性
●定格インピーダンス：600Ω�不平衡型●出力コード：3極ホーンプラ
グ付●周波数特性：100〜10,000Hz●寸法：100（W）×215（H）
×150（D）mm（出力コード部除く）●質量：約440g（出力コード部除く）

据置機、据置型中継機、リモート
ユニットに接続して使用できます。

■ 機器仕様 ■

電 源 

受 信 

送 信 

WF-190

100

1
7
4

1
6
0

38
43

ACアダプターAD-125（別売）必要

・�付属のマイクスピーカー以外に、ページングマイク
ロホンPM-660Wを接続可能。
・�別売のACアダプターAD-125が必要。ただし、延
長距離が50m（φ0.65mm）までの1台のみACアダ
プター不要。

防雨形 防雨形

〈YW-1022〉
●周波数帯域：1.6〜1,000MHz（50〜70MHzを除く）
●分配損失：4.5dB±3dB（混合〜分配1、2端子間）
●入出力インピーダンス：75Ω●同軸接栓：〈混合端
子〉BNCジャック、電流通過型（DC30V以下、2A以
下）、〈分配端子1、2〉BNCジャック、電流通過型
（DC30V以下、1A以下）●寸法：75（W）×122（H）
×34（D）mm●質量：約105g
〈YW-1024〉
●周波数帯域：1.6〜1,000MHz（50〜70MHzを除く）
●分配損失：8.5dB±3dB（混合〜分配1、2、3、4端
子間）●入出力インピーダンス：75Ω●同軸接栓：〈混
合端子〉BNCジャック、電流通過型（DC30V以下、
2A以下）〈分配端子1〜4〉BNCジャック、電流通過型
（DC30V以下、1A以下）●寸法：75（W）×122（H）
×34（D）mm●質量：約120g

混合分配器

（2分配器）YW-1022
� オープン価格
（4分配器）YW-1024
� オープン価格

YW-1022
YW-1024

・2本以上のアンテナを設置する
��場合に必要

品 番 WF-190
電 源 DC12V
消 費 電 流 250mA
寸 法 100（W）×43（H）×174（D）mm（突起部含む）
質 量 約400g
付 属 品 マイクスピーカー…1,マイクハンガー…1,壁取付金具…1

ナイロンクランプ（中）…2,ナイロンクランプ（大）…2
本体取付（壁取付）用皿タッピングねじ…4
壁取付金具用皿タッピングねじ…2

店内連絡用無線システム【リモートユニット】
WF-190
希望小売価格

￥63,000（税抜）

混合分岐器

YW-1030　
希望小売価格�
￥10,500（税抜）
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