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1 主な特長 I 
UHF帯デジタル簡易無線（免許局）65チャンネルを搭載

4 67MHz帯のデジタル簡易無線（免許局）ARIB種別コ ード 「3B」規格に対応し、デジタ
ル用周波数6 5チャンネルを搭載した車載型デジタル簡易無線機で、同種別コ ードを持
つ無線機との互換性を持ちます。

クラス最小のコンパクトポデイ※ 1 と優れた防塵・防水性

デジタル簡易無線クラス最小のコンパクトボデイ（約Wl20xH3 0xDl 20m m)は限られ
たスペースでも設置場所を選びません。防塵·防水性能は本体、マイク共にIP54 相当※2を
備え、粉塵の多い場所でも安心して使用ができます。
※l 2019年11月現在、スピーカー内蔵の車載型デジタル箇易無線機として（当社調べ）
※2 IEC（国際電気標準会議）に基づく粉塵や浸水に関する保設等級

防塵性…IP5X（防塵形）：動作に影響をおよぼす以上の粉塵が内部に侵入しない事
防水性•••IPX4（防まつ形）：あらゆる方向からの水の飛沫によっても機器に有害な影密をおよぽさない事

2W高音質・大音量本体内蔵スピーカー

本体内蔵のスピーカ ーと付属マイクのスピーカ ーは共に大音量の2W高出力です。受信
音を出力するスピーカ ー の選択や同時に鳴らすこともできるので使用環境や用途に合わ
せて選択ができます。

クリアな音質と高度な秘話機能

デジタルならではの雑音の少ないクリア な受信音声を再生します。 512通りの UC（ユー

ザーコ ー ド： 000~51l)設定による農富なグル ープ分け ができ、32,767適りの秘話
コ ードによる高度な秘話機能で通信内容を保護します。

漢字表示対応の高コントラストデイスプレイ

全角漢字7文字（半角14 文字）表示対応のフルドットマトリクスディスプレイを採用し、各
種の機能アイコンや無線機の状態表示など優れた視認性を誇ります。 画面の表示サイ
ズを大きくする 「特大」表示や詳細情報を表示するなど簡単に設定ができます。

手元で主要な操作ができるスピーカー付きマイクロホン

付属マイクロホンには、PTT（送信）ボタンの他に、良く使う機能をメモリーできるプログ
ラムキ ー、消音（ワンタッチミュート）キ ー、セカンダリPTTキ ーを装備し、手元で簡単に
主要操作を行うことができます。

異なるグループにもワンタッチで通信可能な rセカンダリPTT」機能

運用（表示）チャンネルとは別に設定した2つ目のチャンネル専用のPTT（送信）ボタンと
して、マイクPTT下のキ ーを 「セカンダリPTT」に割り当てることができ、チャンネルを切
り替えることなく異なるグループとの連絡もワンタッチで容易に行うことができます。
※ 「 セカンダリPTT」のチャンネル設定は、あらかじめPC設定ソフトでプログラムが必要です。

GPSユニットを内蔵

GPS ユニットを内蔵し、画面に通信相手の方向と距離を表示したり、位置清報を送信す
ることで指令局側での位置管理が可能です。※別売の外部GPSアンテナ(SCU-38)が必要です。
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「 多彩な用途に対応するSRM420Uの優れた機能 l 
マルチチャンネル待ち受け機能

業務に関連する複数のチャンネルを待ち受けすることができるマルチチャンネル
待ち受け機能は、その都度チャンネルを切り替えることなく複数のグル ープとの
相互通信が可能です。待ち受けするグループチャンネルの一時的な追加や解除、
マルチチャンネル待ち受けをオフにした固定グループ通信への切り替えなども簡
単に行うことができ、現在の状態をキ ー のLED色で確認することができるので
スムーズな通信が可能となります。

CUE（キュー： 一斉緊急通知） 機能

CUE機能は、アラ ームによって緊急連絡や重要な用件の通知を行うも のです。
受信側の音量ボリュームに関係なく設定した音量でアラ ームが鳴り、同時にパネ
ル面のLEDがフラッシュしますので、より確実に緊急の通知を行うことができま
す。CUE受信時に車外にいる場合にも車に戻った時に受信表示とパネル面のL
EDの点滅によって緊急着信があったことが確認できます。
※CUE機能は、UC（ユーザーコ ード）通信および個別通信方式で動作します。

PA（拡声器）機能／リモートコントロールPA機能

オプションの外部スピーカ ーを接続して拡声器として使用することができます。災害
時など、マグネット取付金具（オプション）を使って外部スピーカ ーを車両にワンタッ

チで取り付けて周囲への緊急連絡や避難誘導を行うことができます。スピーカ ーマイ
クの2つ目の送信ボタン（セカンダリPTT)をPA機能に設定しておけば、メインPT
Tポタンで本部との無線連絡、セカンダリPTTで拡声器から音声を出して避難誘導
をするなど、簡単に使い分け ができ災害などの非常事態においても本部と連携した
タイムリ ーな情報共有を行うことができます。また遠隔からPA機能を動作させるこ
とができるリモ ートコントロールPA機能も備えていますので、本部から離れた無線
機のPA機能を動作させて緊急連絡、避難誘導など臨機応変に対応が可能です。
※PA機能は、あらかじめPC設定ソフトでプログラムが必要です。

ブルー トゥ ース対応（音声自動送信：VOX運用）

S RM420Uは、ブルートゥ ースに対応しオプションのブルートゥ ース
ヘッドセットSSM-BTl 0を使用したワイヤレス通信が可能です。
音声自動送信(VOX)機能にも対応していますので完全なハンズフ
リー運用が可能となります。vox運用時でもマイクPTTを使った
送信操作に切り替えることができます。またブルートゥ ース運用時の
音声出力先（マイクスピーカ／本体スピーカ）を選択することもできる
ので用途に応じた使用が可能です。オプションのブルートゥ ースヘッ
ドセットSSM-BTlOは、一度の充電で20時間以上※使用すること
ができます。 ※使用時尚は、送信：受信：待受＝5:5: 90 の割合で運用
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裏用的な機能で業務連絡をサポー ト I
●選択呼び出し機能（一斉／グループ／個別呼び出し）※個別通信方式設定時
●ショ ー トメッセー ジ（定型文）送受信機能 ●音声自動送信(VOX)機能／セミVOX機能
●受信時自動録音機能 ●緊急通報（エマー ジェンシー）機能
●リモー ト制御機能（リモー トモニター ／リモー トロックなど）※個別通信方式設定時
●CHガイダンス（チャンネル音声案内） ●クイックアンサー機能
●アンサーバック機能 ●発 ・ 着信履歴表示 ●弱電界アラーム ●CH空き通知機能
●キーロック ●ARTS (Auto Range Transponding System)機能（通信圏内／圏外通知）

△安全に関する：孟ご悶塁む誓溢、芦？ご言孟雰：門
明ま」

こ注意 場所に設日しないで下さい。火災、 感電などの原因となります。

主な仕様 I 
送受信周波数 デジタル簡易無線UHF帯 免許局(6.25kHz間隔、65波）

467.0000MHz - 467.4000MHz 
電波型式 Fl C/Fl D/Fl E/Fl F 
変調方式 4値FSK
通信方式 単信プレストーク式
送信出力 5W/25W/1W(+20% 、-50％以内）

DC13.8V送信時：約1.6A (5W時）
消費電流 受信定格出力時：約600mA（マイクまたは内蔵スピーカー ）

受信待ち受け時：約220mA(GPS OFF) 

受信感度
低周波出力
温度範囲
定格電圧
本体寸法
本体重量

-2dBµV以下(BER=1%)
2W以上（マイク／内蔵スピーカー ）、4W以上（外部スピーカー ）：10％歪時
-20℃~＋60℃ 

DC13.8V 士10% またはDC26.4V 土10%
約Wl20 x H30 x D120mm （突起物を含まず）
約 570g（本体）約200g （マイク）
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