
DJ-PX10
JAN コード ： A: 4969182361728

S: 4969182361711

オープン価格

交互通話中継対応

免許・資格
不要

別売のイヤホンと
充電器が必要です。

幅27mm × 高さ56mm × 厚さ16mm、軽さはなんと２１ｇ※！

ラペルトークが本当に

イヤホンマイクのサイズ

になっちゃいました。

NanoceiverTM

ラペルトーク ����
TM

★ ラペルトークとは、「ジャケットの襟」のラペルと「話す」のトークを合わせた、超小型インカムシリーズの愛称です。

(A)

音で知らせる
減電池警告

設定内容を
お知らせする
音声ガイダンス

50トーンの
グループトーク

無音時の耳障りな
「サー」音を低減
するコンパンダー

イヤホンの
断線検知機能

自分の声がイヤホ
ンで聞けるコール
バック

受信の終わりに聞こ
える耳障りな「ザッ！」
音をカットするテール
ノイズ・キャンセラー

送信状態を維持、
指が疲れない
PTTホールド

PTT
ホールド

エンドピー&
コールトーン

PTT
受信専用 PTTオフ VOX内蔵

ワンタッチで
音量を１にする
接客モード

親機の設定全てを
一度にコピーする
エアクローン

受信信号の強さ
が音で分かるエ
ンドピピ機能

全ての設定がス
マホでできるフ
リーアプリ対応

使用ＣＨとトーンを検
知、自動で設定する
アクシュ機能
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実物大

使えるね、便利な機能

セットアップは超簡単！

技術基準適合証明取得機種

裏面をご覧ください。

中継器の設定を
無線で変更可能
なリモコン機能。

電池消費を
大きく抑える
エコモード。ECO

イヤホンの抜き差しで
電源のオン・オフができます。

（※クリップ含む、約）
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交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

（A ブラック × ブルー / S ブラック × シルバー）
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正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に
必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

● 取扱い店

ホームページのURL　https://www.alinco.co.jp/

注意
※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※写真は一部、合成です。

※このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。
※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記の支店、営業所までお願いします。

●東 京 支 店
●名古屋支店
●大 阪 支 店
●福岡営業所

東京都中央区日本橋2丁目3－4日本橋プラザビル14階
名古屋市中区丸の内1丁目10－19サンエイビル4階
大阪市中央区高麗橋４丁目４－９淀屋橋ダイビル13階
福岡市博多区博多駅東2丁目13－34エコービル2階

〒103-0027
〒460-0002
〒541-0043
〒812-0013

（代表）
（代表）
（代表）
（代表）

03‐3278‐
052-212-
06‐7636‐
092‐473‐

5888
0541
2361
8034

アルインコHP
アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは：

定　格

標準付属品

設定用フリーアプリ　DJ-PX10

中継器 （オプション）

使用時間の目安
●周波数範囲
421/422/440MHz帯　特定小電力無線
●チャンネル数 / 交互20ch 中継27ch
●電波型式 / F3E （FM）・F1D（FSK）
●使用温度範囲 / －10℃～+50℃ / 充電時 0℃～+45℃
●定格電圧 / DC3.7V（内蔵Li-Po 260mAh）
●消費電流
・送信 約72mA
・受信 定格出力時 約92mA
・バッテリーセーブ時 約23mA
●外形寸法（突起物除く/約） / 幅27mm×高さ56mm×厚さ16mm
●アンテナ ： 内蔵
●質量 / クリップを含み約21g
●送信出力 / 10mW・1mW
●通信方式 / 単信（交互）・半複信（中継）
●受信感度 / －14dBμ以下（12dB SINAD）

●約8時間
※ 上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件に
よっては大きく異なる場合があります。

※ 内蔵電池専用です。乾電池は使えません。外部電源端子はありません。

充電時間の目安
●EDC-295A、EDC-295R、EDC-296 共に約2時間

通話距離の目安 （ラペルトークLiteを2台使用して測定）
●河川敷のような見通しの良い場所 ： 200ｍ程度
●市街地のような障害物の多い屋外 ： 50ｍ程度
●建物内 ： 構造（建材、防火壁の有無など）によって大きく異なり
ますが、ワンフロアの見通し部分は基本的に通話できます。
お客様で混み合う等、人が障害物となって一時的に通話エリアが狭く
なることもあります。

オプション・アクセサリー

EDC-295A シングル充電器セット（ACアダプター・充電ケーブル付属） ¥4,400（¥4,000）

EDC-295R シングル連結充電スタンド（連結ケーブル付属） ¥3,190（¥2,900）

EDC-296 10口充電スタンド　（EDC-300Kが必要です） ¥9,900（¥9,000）

EDC-300K 充電セット （EDC-296用/USBアダプターと充電ケーブル） ¥3,740（¥3,400）

EME-66B カナル型イヤホン（Φ3.5mm　黒/ケーブル長：約50cm） ¥2,530（¥2,300）

EME-67B 耳かけ型イヤホン（同上） ¥1,980（¥1,800）

EME-67W 耳かけ型イヤホン（白/同上） ¥1,980（¥1,800）

EBC-59 クリップ （スペア） ¥990（¥900）

●屋内用中継器 DJ-P114R オープン価格

※ 内蔵電池　EG0088S （弊社サービスセンターにて、技術料含む） ¥5,500（¥5,000）

※ 上記の時間は放電状態の内蔵電池を満充電するときのおおよその値です。
※ 継ぎ足し充電もできます。

＊ メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の
　外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。

●クリップ　EBC-59
●保証書・説明書

App StoreかGoogle PlayでDJ-PX10と
検索してください。ケーブル不要、すべての
設定をスマホ上で行い、ピロピロ音でラペ
ルトークに転送します。特にエアクローン用
に親機を1台作る時にとても便利です。

中継器は通話エリアを4倍程度広げることができます。

EDC-296はUSBアダプター1つで10台までを任意に充電可能な
スタンドです。充電セット EDC-300Kが別途必要です。

EDC-295AはUSB/USB-miniケーブル EDS-37と２Aの
USBアダプターEDC-300が付属するシングル充電器セット。
さらにスタンドと短い連結ケーブルが付属するEDC-295Rを3個
連結して、合計4台の連結充電器としても使えます。

EDC-300KはEDC-300
USBアダプターとUA0105
丸ピン/USBケーブル
のセットです。

EME-67B（黒）　　EME-67W(白） EME-66B

襟に留めても邪魔にならないよう、
イヤホンのケーブル長は50cmと
短くなっています。

DJ-PX10

ご注意
別売のイヤホンと充電器が必要です。
用途に合う物を別途ご使用前にお求め
ください。

DJ-P114R
オープン価格
JAN 4969182361773

＊ 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの
　標準価格です。（　）内に表示する本体価格
　は税別です。

●ラペルトークの全27中継用チャンネル
を実装
●中継設定でもトランシーバーとして動
作、中継中の音声に「割り込み」も可能
●音声出力３Wの大音量で中継通話をモ
ニター
●基地局トランシーバーとしても使える中
継対応交互通話モード
●別売バッテリーを内蔵すれば停電時、自
動切り替えで約10時間のバックアップ
運用に対応

詳細は弊社ホームページをご覧ください。 充電スタンドや充電器セットに無線機は付属しません。

※仕様は予告なしに変更する場合があります。
※防塵・防水性能は保証しておりません。水分の飛沫や汗にご注意ください。
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