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● 本社
〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン28F　　TEL 03-6841-8200（代） ／ FAX 03-6841-8297

● 【インカム担当部署】情報コミュニケーション部

● インカム修理受付センター　※修理に関する費用や内容その他については、ご購入元にお問い合わせください。
〒198-0023 東京都青梅市今井3-7-24　株式会社オオワダ インカム修理部　TEL 0428-30-7644 ／ FAX 0428-30-7644

● 札幌支店 ● 盛岡支店 ● 仙台支店 ● 高崎支店 ● 埼玉支店 ● 千葉支店 ● 横浜支店
● 静岡支店 ● 金沢支店 ● 名古屋支店 ● 京都支店 ● 大阪支店 ● 大阪南支店 ● 神戸支店
● 岡山支店 ● 広島支店 ● 高松支店 ● 福岡支店 ● 鹿児島支店 ● 技術センター

TDP-BTC2
子機5台まで同時に
充電できるUSB式充
電器。

USB Type-A×5
入力 100-240V～50/60Hz 1.1A
最大出力 Type-A:5V/合計8A（ポートあたり2.4A）
外形寸法/重量 W90×H58×D26.5mm/153g
付属品 電源ケーブル（約150cm）

充電器（5台用）

TDP用 マイク イヤフォン

TBE-C-EP3
型式 ダイナミック型
定格入力 10mW
イヤフォン部 耳掛け式
付属品 スポンジカバー
適合マイクロフォン TDP-CM01、TDP-CM2（F）、

TDP-NS1（F）

耳に掛けるタイプのベーシックなイヤフォン。

C型耳掛けイヤフォン

TDP-ES-03EL ※イヤフォン非分離

伝送方式 マイクロフォン（無指向性）
プラグ 3.5φ-4P L型プラグ
イヤフォン部 耳掛け式
感度 -34ｄB±5dB at 1KHz
ケーブル長 88cm（カールコード仕様）

ベーシックなイヤフォン付マイク。耳掛式。ボタンを押す
ことで通話可能。また、ハンズフリーにも対応。
※TDP-2400本体の「TALK」表示のON/OFF操作はできません。

耳掛け式イヤーマイクセット

WFDI-EP3
型式 インナーイヤー型
定格入力 3mW
付属品 スポンジカバー

防水型マイク（TDP-CM3WP）にも同梱されている専用
イヤフォン。

インナーイヤー型イヤフォン

プレストーク対応防水マイクロフォン（無指向性）
TDP-CM3WP ※無指向性

伝送方式 マイクロフォン(指向性)
プラグ 3.5φ-4P L型プラグ
感度 -53.0ｄB±5dB at 1KHz
ケーブル長 110Cm(カールコード仕様)

TDP-2400本体「TALK」表示のON/OFF操作ができる防水性能IP×4の
PTT対応マイク。無指向型。インナーイヤー型イヤフォン（WFDI-EP3）が付属。

TDP-NS1(F) ※イヤフォン分離

伝送方式 マイクロフォン（指向性）
プラグ 3.5φ-4P L型プラグ
感度 -53.0ｄB±5dB at 1KHz
ケーブル長 110Cm（カールコード仕様）

マイクの指向性を高めたネックセット。周囲の雑音を遮
断できるため、騒音下での使用に向いている。

ネックセットマイク（超指向性）

店 舗 保育・幼稚園 放送局

いろいろな場面でご活用いただけます！

FREE
TALK
簡易型デジタルインカム

コミュニケーションをもっと気軽でみじかなものに。

TDP-ES-03CL ※イヤフォン非分離

伝送方式 マイクロフォン（無指向性）
プラグ 3.5φ-4P L型プラグ
イヤフォン部 カナル式
感度 -34ｄB±5dB at 1KHz
ケーブル長 88cm（カールコード仕様）

ベーシックなイヤフォン付マイク。カナル式。ボタンを押
すことで通話可能。また、ハンズフリーにも対応。
※TDP-2400本体の「TALK」表示のON/OFF操作はできません。

カナル式イヤーマイクセット
WFDI-EP2

型式 ダイナミック型
定格入力 10mW
イヤフォン部 カナル式
付属品 イヤーチップ
適合マイクロフォン TDP-CM01、TDP-CM2（F）、

TDP-NS1（F）

カナル式のベーシックなイヤフォン

カナル式イヤフォンセット

TDP-CM2(F) ※イヤフォン非分離

伝送方式 マイクロフォン（指向性）
プラグ 3.5φ-4P L型プラグ
感度 -52.0ｄB±5dB at 1KHz
ケーブル長 85cm（カールコード仕様）
付属品 カナル式イヤフォン、

イヤーチップ（大・中・小）

TDP-2400本体「TALK」表示のON/OFF操作ができる
PTT対応マイク。
指向型。カナル式イヤフォン（WFDI-EP2）が付属。

プレストーク対応コントロールマイクロフォン（指向性）
※イヤフォン分離TDP-CM01

伝送方式 マイクロフォン（無指向性）
プラグ 3.5φ-4P L型プラグ
感度 -52.0ｄB±5dB at 1KHz
ケーブル長 85cm（カールコード仕様）
付属品 カナル式イヤフォン、

イヤーチップ（大・中・小）

TDP-2400本体「TALK」表示のON/OFF操作ができる
PTT対応マイク。
無指向性。カナル式イヤフォン（WFDI-EP2）が付属。

プレストーク対応コントロールマイクロフォン（無指向性）

TDP-HSK-01 ※イヤフォン非分離

伝送方式 ノイズキャンセリングマイクロフォン
（無指向性）

プラグ 3.5φ-4P L型プラグ
感度 -47ｄB±4dB at 1KHz
ケーブル長 120cm

ベーシックなヘッドセットマイク。「TALK」表示のON/OFF
操作をTDP-2400本体のボタン操作により行う。

ヘッドセット（片耳固定型）
TDP-HSF-01 ※イヤフォン分離

伝送方式 ノイズキャンセリングマイクロフォン
（無指向性）

プラグ 3.5φ-4P L型プラグ
感度 -47ｄB±4dB at 1KHz
ケーブル長 120cm

バックバンド式ヘッドセットマイク。「TALK」表示の
ON/OFF操作はTDP-2400本体のボタン操作により行う。

ビハインド型ヘッドセット（フレーム型）

TGR-EP01
定格入力 2mW
感度 103.6dB
イヤフォン部 両耳カナル式
ケーブル長 100cm

モノラルを2系統に分け両耳で聞こえるようにしたイヤ
フォン。TGR-2400本体にも同梱。

イヤフォン（両耳 1対複数用）
TGR-EP02

定格入力 3mW
感度 110dB
イヤフォン部 D型耳掛け式
ケーブル長 100cm

落下しづらいD型形状にした片耳タイプの耳掛け式イヤ
フォン。

イヤフォン（耳掛け式片耳 1対複数用）

TDP-BT-01
着脱可能なTDP-2400・
TGR-2400専用の着脱
式バッテリー。
フル充電時で連続10時
間の通話が可能。

規格 DC3.7V×4.2V／1100mA
外形寸法 W34×D5.65×H53.2mm
質量 25g

バッテリー
TDP-CS-01

子機を衝撃から守る
保護ケース。スナップ
ボタン付きでベルト
への取付が可能。

主な材質 ナイロン

機器収納ポーチ
TDP-VC20-01

子機20台まで同時に
充電できるUSB式充電
専用ケース。ジュラルミ
ンケースでセットでの
持ち運びができる。

USB Type-A×20
入力 5V～50/60Hz 5A（専用アダプタによる）
外形寸法/重量 W530×H150×D290mm/3.85kg
付属品 専用アダプタ

充電器（20台用）

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
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
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