
N E X T - G E N E R A T I O N  D I G I T A L  C O M U N I C A T I O N  E Q U I P M E N T

次 世 代 型 コミュニ ケ ーション 機 器

MADE IN
JAPAN

無線局免許・資格不要

高品位・多機能インカムシステム

WiFi帯域
5.0GHz、2.4GHz 対応

現 場 力 が 劇 的 に 変 化 す る

革 新 的 な イ ン カ ム シ ス テ ム

クリアトークカム www.cleartalkcom.net株式会社ティービーアイ www.tbeye.com
〒104-0031　東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン28階　　TEL 03-6841-8200 ／ FAX 03-6841-8297

営業所一覧
● 本社
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

● 技術センター
東京都中央区京橋2-14-1 兼松ビルディング4F
【 技術本部 】 TEL 03-6263-0401 ／ FAX 03-6263-0992　　【 工事本部 】 TEL 03-6263-0460 ／ FAX 03-6263-0994

● インカム修理受付センター
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

FREE TALK
簡易型インカムのご紹介 ～  軽 量 ！  簡 単 ！  ア ン テ ナ 不 要 で す ぐ 使 え ま す  ～

さまざまなシーンでスピーディーなコミュニケーションを実現できる。
工場見学で！ 美術館の案内に！ 福祉施設で！

１グループ最大100人・

最大40グループまで設定でき、

親機を中心に半径200m以内で使用

TDP-2400は親機として6人までの双方向同時通話

ができます　［ 連続トークモード時10時間 ］

1グ
ル
ー
プ
最
大
100人

TGR-2400はユーザー数無制限のヒアリング専用

機として利用可能です　［ フル充電時、15時間の連続使用が可能 ］

先進のGFDKデジタル方式により混信にも強く、高

音質を実現
デジタル配信のため秘話性にも優れています

アンテナ
不要

修理サポートの流れ

導入施設名、故障機器を修理サポート

センターへ送付。

修理見積を作成する。

修理完了後、ユーザーへ機器を返送。

修理済機器を受け取る。

修理サポートセンターユーザー ユーザー

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　URL:https://www.exseli.com/



様々な現場に求められる「高品質な技術とサービス」、そして「業務効率」。

これらを実現するにはスタッフ間の情報共有や

コミュニケーションをストレスなく行う必要があります。

会話や業務連絡はその中でも基本かつ重要な要素。

その手段・ツールを一度見直してみませんか？
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業務で使う通話ツールは、毎日使用するもの。

なるべく、装着や操作にストレスがなく、

離れた相手とも、

よりクリアな音声ですぐに会話できることが、

業務の質と効率の改善に繋がります。

現場に大切なコミュニケーションを
良質なものに変える

インカムで実現する４つのポイント

複数人による
双方向同時通話

1
POINT

ささいなことでも一斉に情報共有。

サポートし合える安心感は、業務をより効率的で質の

高いものに変えます。

スタッフ間で
ストレスのないやり取り

2
POINT

リアルタイムにできるスムーズなやり取りが、

現場で感じるストレスを即座に解消。

手が離せない時こそ、
情報共有

3
POINT

両手がふさがっているけど、今すぐヘルプを呼びたい！

ハンズフリーだからこそ、実現できる迅速対応。

いつでも繋がっている
安心感を携帯する

4
POINT

ワンプッシュ通話で、情報をすぐに伝えられて、

対応状況も知ることができる。

目には見えない心の連携が現場を支えます。

現場のコミュニケーションでお困りのことはありませんか？
情報共有の方法によって業務の質と効率は変わる

インカムで現場が変わる！通話ツールのメリット・デメリット

現場目線
使いやすさ

連携の取りやすさ

PHS

医療機関や介護施設などでナースコール通知

用あるいは内線用として選ばれてきたものの、

コミュニケーションツールとしては課題も多い。

● 医療機器への影響が少
ない

● 双方向同時通話が可能
● 場所を選ばず、電波の届
く範囲で内線・外線両対
応として使用できる

● 大規模システム構築可能

● 基本的に1対1のコミュ
ニケーションに限られ情
報共有が困難

● システム的にコスト高
● 作業の手を止めなけれ
ば操作できず、非効率的

● 落としやすい

メリット デメリット

トランシーバー

短い通話で一方通行になることが多く、コ

ミュニケーションは簡潔になり、業務的な緊

張感を生みます。

● アンテナ不要
● 電波範囲内での一斉送
話・受話が可能

● 手軽に導入できる

● 機器ごとが離れてしま
うと繋がらないエリア
ができる

● 混信の可能性がある
● 一方通行のコミュニケー
ションになりがちである

メリット デメリット

同時通話&双方向通信により、コミュニケー

ションを広範囲かつスムーズに実現。

自由な会話と雑談が心に余裕を生みます。

● アンテナ設置で、不通話
エリアをなくせる

● 広範囲やコンクリートの
室内などでも使用できる

● 双方向同時通話が可能
● 情報発信と情報共有が
一気にできる

● アンテナ設置が必要
● トランシーバー子機同
士での1対1のコミュニ
ケーションができない

メリット デメリット

インカム



2.4GHz/5GHz帯域のWi-Fiを用いた独自の通信技術を採用。

高音質な双方向同時通話を可能にしたデジタルワイヤレスインカムです。

現場力を劇的に変化させるための機能を備え、

スピーディーな情報伝達・高品質なコミュニケーションを生み出す。
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クリアトークカム
『伝えたいこと・聞きたいこと』をストレスなく実現する

ネットワーク化による遠隔地同士でのシームレスな通話

既存ネットワークへの追加

ローカルネットワークだけでなくインターネットを利用したソリューションもご用意できます。

現在使用中のネッ

トワークを利用し

た導入ができる。

遠隔地通話

専用のアプリを使

用することで、遠隔

地にいても情報共

有を実現。

自由度が高い双方向グループ通話とハンズフリー通話で、
作業効率を向上

グループ機能

使いやすさとコミュニケーションのしやすさにこだわった機能を搭載し、日々の業務を

サポートします。

グループ分け機能と一斉同時通話が可

能。グループへの参加も簡単。

通話モード切替

プッシュ・トゥ・トークモードとハンズフリー

モードの切り替えで現場の手を止めずに

通話ができる。

外部機器との連携が実現する
業務効率と領域の拡張

オプションや外部機器連携により、さまざ

まなシーンでの活用が可能です。

使い方は多種多様

インカムへの一斉通知、

一斉受信はあらゆる業

態の業務効率化に貢献

します。Work
Free

System
ExpansionWide

Network

現場のコミュニケーションをさらに効果的なものに変える。

クリアトークカムが、情報共有の高度化をかなえる。



クリアトークカム システム構成
施設規模や形態に合わせて、最適なシステムを選択できる
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多フロアの大規模事業所でも、アンテナを適

切に配置することで、シームレスでリアルタイ

ムなコミュニケーションを可能とします。

グループ内、全体一斉受信など、幅広く活用

できます。子機を持っていることで、どこにい

ても情報共有が可能です。

低コストで10台までの
4グループ双方向同時通話環境を作り出すことが可能。

簡単な操作で同時通話可能です。

40台までの子機が接続可能な専用サーバーを最大3台まで連結可能。
最大120台の子機をサポートすることができます。

4グループ間の切替だけでなく、
グループ間の一斉通話・個別通話も可能な上位モデルです。

少人数で稼働している事業所や、小規模の施設で導入しや

すくなっています。

アンテナを増設することで、複数階にまたがった使用も可能

です。

手が離せない状況でも、コミュニケーションを取りやすくな

り、現場での迅速な対応が可能となります。

WEBにて
最新の導入事例を紹介中！

電波強度測定サービス
（サーベイ）

施設図面を使ったご提案

実際の施設図面を元に、アクセスポイントの数量と設置場所のご提案を詳細に行います。

※机上の計算となるため、実際の導入時には数量が増減する可能性があります。 www.cleartalkcom.net

使用シーン 使用シーン

\ WHICH? /

選べる
システム

システム構成
SIPサーバーコンパクト・コンソールボックス・HUB・アンテナ・子機（最大10台）

システム構成
SIPサーバースタンダード・コンソールボックス・HUB・アンテナ・子機（最大120台）

2F
213

201

202

203

204

205

206

207

食堂

212

211
浴室

スタッフ
ステーション
スタッフ
ステーション

210
209

2081F
111

101

102

103

104

105

リハビリ
ステーション
リハビリ
ステーション

食堂

110

109
浴室

スタッフ
ステーション
スタッフ
ステーション

108
107

106

HUB

有線LAN接続

コンソールボックス

SIPサーバー
コンパクト

アンテナ

アンテナ

アンテナ

4グループ設定
が可能！

feature1

HUB

アンテナ

アンテナ

アンテナ

コンソールボックス

SIPサーバー
スタンダード

SIPサーバー
スタンダード

SIPサーバー
スタンダード

有線LAN接続

・・
・・

・

・・
・・

・

・・
・・

・

・・
・・

・

複数のグループを
またいだ

一斉配信も可能！

feature2

※クリアトークカム10では一斉通話・個別通話はできません。

カウンター

トイレトイレ

入口

パチンコ台



カウンターワイヤレスシステム

Bluetoothレシーバー
TBE-BTRCV
Bluetooth仕様 Ver3.0
外形寸法 80×40×20（mm）
質量 約12.5g

専用スピーカー
WS-66A
定格出力 10W
電源 AC100V
消費電力 18W
外形寸法 170×234×188（mm）
質量 約3.5Kg

専用ネックセット
WFDI-NS1B
伝送方式 単一指向性マイクロフォン
ケーブル長 85cm（カールコード仕様）
質量 40g
プラグ マイク部3.5φ／イヤフォン2.5φ
 イヤフォン部着脱式
備考 2ボタンでスピーカー出力（ロック式）・
 インカム出力切り替え

専用デジタルトランシーバー
WFDI-TC2B
使用範囲 スピーカー中心に5m以内
Bluetooth仕様 Ver2.1+EDR
外形寸法 140.6×81.4×21.7（mm）
質量 103g／150g（バッテリー込）
備考 専用ネックセットと同時使用
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オプション・システム拡張機能
外部機器との接続・連携により活用シーンがさらに広がる

システム拡張機能を活用することで、インカム同士の

コミュニケーションに留まらず、マイクからの入力や、

スピーカーへの出力、あるいは自動設定した

音声の自動発信など、その使い方はさまざま。

インカムへの一斉発信に加え、双方同時通話も行えるから、

より業務効率と密度を高めていくことができます。

出力

3出力
カスケード出力×1 ／ LINE OUT×2
※カスケード出力は4つの出力

外部AUXへIN スピーカー

入力

4入力
MIC IN×2 ／ LINE IN×2
※カスケード入力はLINE INを使用

クリアトークカムグループ マイクからの音声入力

音声入出力ユニット

マイクやオーディオの音声などをグループに流したり、
グループ音声を外部に出力することが可能になります。
仕様 電源　AC100V/50Hz-60Hz　｜　外形寸法　190×240×44（mm）　｜　重量　1,300g

音声入出力ユニット　TBE-SIO

オプション導入時の使用例
オプション機器を使用す

ることで、センサーやス

イッチなどの外部機器と

連動したメッセージ通知

や、スピーカー・マイクを

用いたお客様対応などが

可能になり、業務オペ

レーションの可能性をよ

り一層広げることができ

ます。
外部入力

音声入出力ユニット

出力

スピーカーマイク

SIPサーバー

IO端子

アンテナ

制御機 インターホン

センサー①

センサー②

クリアトークカムと外部機器をつなぎ、多彩な応用通信を実現します。
セキュリティシステムと連動した、“セキュリティインカム”としてもシステム構築可能です。

アシストコール

制御機　 TBE-ACCPU

ナースコール連動用制御機
TBE-ACCPU/NC

IO端子　TBE-ACI64

出力

クリアトークカム

○○に
来客です

○○に
異常発生！

入力
スイッチ
コールボタンからスタッフに一
斉発信をすることが可能

インターホン
外部機器が作動したときに設定
した音声を流すことが可能

セキュリティ用センサー
センサーとの連動でアラームを
発信すること が可能 IO端子

制御機

仕様
【 制御機 】　電源　AC100-240V/50Hz-60Hz　｜　外形寸法　210×297×70（mm）　｜　重量　1,780g

【 IO端子 】　電源　AC100-240V/50Hz-60Hz　｜　外形寸法　220×118×39（mm）　｜　重量　885g



ナースコールとの連動システム。

医療・介護の現場で使用されている

従来のPHSによる業務コミュニケーションを、

クリアトー クカムの音声通知に変えることで、

業務効率をよりスピーディーでストレスフリーなものへ。
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現場で起こっている情報共有不足や業務内で起こる様々な負担を、

ナースコール連動システムのグループ通話によるメリットで解決できる!
業界初！

ナースコール子機が押されると、ナースコール親機

が鳴動するとともにインカムのグループにチャイム

音が鳴ります。

1
STEP

SOS

連動の仕組み

ナースコールからの呼び出しを

インカムのグループへ一斉通知。

スタッフ間の対応調整～ケア駆け付けまでを迅速に。

※ナースコールとの通話はできません。

インカムのグループに部屋番号やベッド番号がメッ

セージとして通知されます。また、この通知は、復旧

動作があるまで30秒ごとに繰り返し通知されます。

※通知時間は変更できます。

2
STEP

EVERY

30
SEC.

通知メッセージが流れている間でもグループ会話が

できるため、スタッフ間で対応の調整がすぐに可能

です。　また、該当するナースコールが復旧された

際には、復旧された旨の通知が流れます。

3
STEP

復旧動作

復旧
しました

ナースコールの一斉通知に

より、どこでコールが鳴って

いるのかをリアルタイムで

共有できる！

merit 1 merit 2 merit 4

リアルタイムで情報を共有

しているから、ヘルプやフォ

ローなどをスムーズに行う

ことができる！

merit 3

グループ通話で、呼出に対

して、誰がどのような対応を

とったのか共有できる！

対応が完了したのかどうか

をすぐに確認できる！

クリアトークカム×ナースコール
ナースコール連動システムが医療・介護現場を効率的に変える

ナースコール連動システムとは

ナースコール呼出を

一斉に受信できる。

※複数同時に押された場合は、
　順番に通知されます。 

複数人での双方向

同時通話が可能なので、

効率よく素早く

対応できる。

Wi-Fi通信を利用した

システムで、

医療機器への影響も

少なくて安心。

ハンズフリー通話も

できるから、

両手がふさがっていても

情報共有が可能。

グループ通話で

情報共有やヘルプ、

フォローが

よりスムーズになる。

WiFi5GHz

システム構成例

3F

アンテナ

2F

アンテナ

1F

アンテナ

グループ1 グループ2

グループ3

グループ4

HUB

SIPサーバー

ナースコール連動システム

液晶表示灯

ナースコール制御盤

ナースコール親機

L3スイッチ

ナースコール子機

4局用アダプタ

コンソールボックス
スタッフ
ルーム

アイホン株式会社
ナースコールシステム「Vi-nurse」

※IP連携ができるナースコールはアイホン株式会社製「Vi-nurse」のみとなります。
　その他のナースコールについては、別途ご相談となります。

ナースコール連動用制御機
TBE-ACCPU/NC



高知医療センター様1
CASE STUDY

日総ニフティ株式会社
すいとぴー新横浜様

2
CASE STUDY

※クリアトークカムの使用する5GHz帯域は比較的混信が少なく、電子カルテのインフラ
　でも多く使用されており、医療機器に与える影響は少ないという試験結果もでてお
　ります。（電子カルテが使用しているチャンネルを避けてアンテナ設定をすることが可
　能です）

クリアトークカム導入事例・お客様の声
医療、福祉、アミューズメント、工場、ホテルなど幅広い業態で情報伝達を加速させ、サービス品質向上と効率化に貢献する
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2015年3月で開院10周年を迎え、【医療の質の向上】 ・ 【患者サービスの向上】 を

目標に、高知県の中核医療機関として良質で高度な医療を提供している高知医療セ

ンター様。中でも循環器病センターでは、心臓カテーテル治療および検査を実施し、

常に体に優しく安全性の高い循環器治療を行っています。その大切な医療現場にお

いて、さらなる医療の質の向上を実現していくツールのひとつとして、クリアトークカムを採用いただきました。

繊細な対応の必要な医療現場で

高音質な双方向同時通話機能が効果を発揮

　クリアトークカム導入前は、アンギオ

室とオペレーターのコミュニケーション

にはマイクとスピーカーのシステムを

利用していました。カテーテル現場に

おいては、患者様にもスピーカーとマ

イクでの通話内容が聞こえてしまうと

いう問題がありました。患者様の精神的なご負担をなるべく軽減させるた

め、マイクとスピーカーでのやり取りを変える必要があり、色々と模索した

結果、その手段の１つとしてインカム導入を検討したのです。

　クリアトークカムは、明瞭な音声で双方向同時通話のグループ通話で、自

由なコミュニケーションができます。マイクを近づければ小声でも会話出来

るので、声量を抑えて会話しなければならない環境にも対応可能です。

　導入効果として第一に、患者様に不安を与える要素が入った会話をス

ムーズに行えることで、治療・検査に集中出来るようになりました。当院で

の検査カテーテルでは、執刀医を1名として、もう1名がセカンドオペレー

ターとしてつきます。クリアトークカムを導入するまでは、アンギオ室に移動

して指示をすることも多かったのですが、導入後は、入室せずに外から的確

な指示が出来るようになり、被曝しないで済むという利得もありました。ま

た、医師同士のコミュニケーションをインカム装着者は全員聴けるため、記
録スタッフを含めた全体の動きもかなりスムーズになったように思います。

医療機器への影響と音声品質への懸念も

安心できる試験結果と品質で解消

　通信機器の導入ということで、医療

機器に与える影響と受ける影響の懸念

がありました。クリアトークカム以前に

使用検討していた製品（2.4GHz帯域

使用の簡易型インカム）は、実運用試

験を始めた際、実際の環境下ではノイ

ズが入り会話にならず、使用に耐えうるものではありませんでした。そこで、

別製品の検討が必要となり、導入検討を始めましたが、クリアトークカムに

ついても不安がありました。しかし、クリアトークカムは比較的混信が少な

い5GHz帯域を利用しているとのことで、以前の機器と比べ、ノイズもなく

明瞭な音声で快適に使用出来ております。

クリアトークカムは医療現場をサポートします

　医療現場における、『オペレーションの向上・患者様へのサービス向上・

環境改善』を実現していくために、クリアトークカムは、【医療現場の改善を

図れる唯一のインカム】を目指し、少しでも医療機関の皆様のお役にたて

るよう、価値を提供し続けていきます。

心臓カテーテル治療・検査環境における
クリアトークカム導入について

 従来のスピーカー・マイクを利用したオペレーションと比べ、患者様に与える精神的

 な負担を減らすとともに、治療に関わるスタッフ全員の負担が減少している。

 医療機器が動作する環境下でも問題なく使用できる。

導入により得られた効果

介護付き有料老人ホームにおける
『アイホン製ビーナースとの連携ソリューション』
導入について

 クリアトークカム導入は現場スタッフからの評判も良かった

 ナースコール連携により多方面に良い効果が生じた

導入により得られた効果

「人と向き合い人により添う」という思いを価値ある形で届けるため、新横浜の地

で介護サービスを提供する、日総ニフティ株式会社すいとぴー新横浜様。同施設

は、入居者様の生活を支え、暮らしを豊かに楽しめる環境をサポートしています。

日夜問わず常駐する職員にとって、入居者様からのナースコールや職員同士の情

報共有は重要なものです。フロアをまたいだスタッフ同士のコミュニケーションをスムーズにするため、

ナースコールの切り替えを機に、『アイホン製ビーナースとの連携ソリューション』を採用いただきました。

PHSからクリアトークカムへの移行は

使いやすさと効率の面からスタッフ評価も良好

　クリアトークカムを導入する以前は、

PHSと内線を使ってのコミュニケー

ションが主体となっていました。地上5

階建ての施設ですが、PHSが使われる

シーンは、主に事務所から各フロアへ、

来客や訪問の連絡を入れるくらいで、

フロア内ではあまり使われていませんでした。また、PHSの場合は、呼出が

あっても取り出して、通話する手間がかかるため、ケアをしている最中など

には対応しづらいという問題がありました。そのため、大きな声で呼んだり、

スタッフを探しに歩き回ったりすることも多いような状況でした。

　クリアトークカムは、ワンプッシュですぐに通話できるので、手が離せない

状況でもコミュニケーションを取りやすくなりました。今までのように１対

１のコミュニケーションではなく、複数に対してすぐに行うことが出来るの

で、誰かが答えてくれるという安心感が得られています。フロア間における

コミュニケーションも簡単になりましたので、施設で勤務するスタッフ全体

としての一体感も生まれました。結果と

して、職員間で共有されている情報量

の増加やスタッフを探す手間の軽減な

どが実現され、入居者様への配慮にも

より一層注力できるようになりました。

ナースコール連携により夜勤帯など

緊急の場面でのヘルプ要請に効果が高い

　これまでのナースコール設備はPHS

と連動しており、ナースコールからの通

知が順次鳴動で流れる仕組みになって

いました。しかし、PHSを持っているス

タッフが介護作業中の場合、ナース

コールからの通知を受けてもそれに対

応できず、タイムリーな入居者様のケアを行うことができないことがあると

いう問題を抱えていました。さらに、その問題が最初にナースコールの着

信を受けるPHSを持っているスタッフにとって大きなプレッシャーとなって

しまうこともありました。

　これがきっかけでインカム・ナースコール連携システムを導入することに

なったのですが、通話しているグループにナースコールからの通知が一斉

にメッセージとして流れてくるようになったので、PHSのように画面を確認

することなく、すぐにスタッフ同士でアクションを起こすことが可能になりま

した。また、スタッフが抱えていたPHSを持つことのプレッシャーも軽減で

きただけでなく、人が少なくなる夜勤においてもかなり大きな効果が出て

いると感じています。

　PHSをインカムへ置き換えるという従来の運用を変える大きな試みでし

たが、入居者様へ提供する介護品質の向上を実現でき、安心感の向上にも

つなげられているのではないかと思っています。
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SIPサーバースタンダード
TBE-SIP-S2

同時通話数 40通話+5コンソール通話

電源 AC100V/50Hz-60Hz

消費電力 16W

外形寸法 290×312×93(mm)

重量 約6kg

クリアトークカム120で使用されるSIPサーバーです。サーバー1台で40台ま

での子機をサポートし、３台のサーバーをカスケードすることによって、最大

120台の子機をサポートすることが出来ます。また、４グループの切替・一斉

通話・コンソールボックスからの個別通話を行うことができます。

同時通話数 10通話+1コンソール通話

電源 AC100V/50Hz-60Hz

消費電力 16W

外形寸法 290×312×93(mm)

重量 約6kg

クリアトークカム10で使用されるSIPサーバーです。10台までの子機をサ

ポートし、4グループ選択が可能です。
※SIPサーバーコンパクトは、グループ一斉通話ならびに子機との個別通話はできません。

SIPサーバーコンパクト
TBE-SIP-C2

抗菌仕様コントロールマイクロフォン（イヤフォン付属）
WFDI-CM2S/W

伝送方式 マイクロフォン（無指向性）

ケーブル長 85cm（カールコード仕様）

質量 20g

プラグ マイク部3.5φ／イヤフォン2.5φ

 イヤフォン部着脱式

抗菌仕様のベーシックなマイク・イヤフォンセットです。

イヤフォン同梱。

伝送方式 マイクロフォン（指向性）

ケーブル長 85cm（カールコード仕様）

質量 20g

プラグ マイク部3.5φ／イヤフォン2.5φ

 イヤフォン部着脱式

絡まりにくいカールコードを採用したネックセット。

イヤフォン同梱。

ネックセット
WFDI-NS1

送信出力 10mW

送受信周波数 2.4GHz/5GHz 設定切替

電源 AC100V/50Hz-60Hz

外形寸法 155×120×32（mm）

重量 270g

クリアトークカム専用アンテナ。複数のアンテナを敷設することで、多彩なご

要望にお答えすることができます。
※別途PoEスプリッターをご用意することもできます。

アンテナ
TBE-AP3

コンソールボックス
KX-UT136N

電源 AC100V/50Hz-60Hz

外寸 267×170×180（mm）

重量 1,120g

グループ通話のほか、子機個別通話・一斉通話などが可能な集中管理用コン

ソールボックスです。スピーカー／マイク付きで会話のモニタリングも可能です。

子機本体保護ケース
WFDI-TCC2B

子機を衝撃から守る保護ケース。バックル付なのでベルトに取り付けること

もできます。

デジタルトランシーバー（Bluetooth仕様）
WFDI-TC2B

送信出力 10mW

送受信周波数 2.4GHz/5GHz自動切替

使用時間 10時間以上

外形寸法 139×57×16.5(mm)

重量 74g/121g(バッテリー込)

▽Bluetooth仕様

規格 Bluetooth Ver2.1+EDR

使用周波数帯 2.4GHz帯

最大通信距離 見通し 5m以内

トランシーバー子機のBluetooth対応モデル。移動中は通常のインカムとし

ても仕様可能です。
※推奨品はJabra製Bluetooth対応モノラルヘッドセットとなります。別途ご相談ください。

伝送方式 マイクロフォン（指向性／無指向性）

ケーブル長 85cm（カールコード仕様）

質量 20g

プラグ マイク部3.5φ／イヤフォン2.5φ

 イヤフォン部着脱式

ベーシックなマイク・イヤフォンセットです。通話ボタンを押しながら会話をする

『プッシュ・トゥ・トークモード』と通話ボタンを押さなくても会話が可能な『ハンズ

フリーモード』を子機の操作で切り替えることが可能です。周囲の音を拾いにく

い接話型マイクと胸元でも声を拾うことができる無指向性マイクをご用意。

コントロールマイクロフォン（イヤフォン付属）
WFDI-CM2（指向性マイク） ／ WFDI-CM2S（無指向性マイク）

電源 AC100V/50Hz-60Hz

消費電力 47w(最大充電時)

充電方式 子機スロット5台/

 バッテリースロット5台

外径寸法 320×90×120(mm)

質量 605g

子機・バッテリーの充電器。子機の充電スペースが5台分と、バッテリーの充

電スペースが5個分あります。

充電器
WFDI-BTC1

リチウムイオンバッテリー
WFDI-BT2

規格 DC3.7～4.2V/2150mA

外径寸法 44×7×87（mm）

質量 47g

子機用バッテリー。10時間以上の稼働が可能です。WFDI-TC2には2個同梱、

WFDI-TC2(W)/1には1個同梱。

デジタルトランシーバー
WFDI-TC2

送信出力 10mW

送受信周波数 2.4GHz/5GHz自動切替

使用時間 10時間以上

外形寸法 139×57×16.5(mm)

重量 74g/121g(バッテリー込)

 バッテリー2個付き

トランシーバー子機。薄型軽量タイプで長時間の携帯でも負担になりません。 トランシーバー子機の抗菌仕様タイプ。

デジタルトランシーバー（抗菌仕様）
WFDI-TC2(W)/1

送信出力 10mW

送受信周波数 2.4GHz/5GHz自動切替

使用時間 10時間以上

外形寸法 139×57×16.5(mm)

重量 74g/121g(バッテリー込)

 バッテリー1個付き

ヘッドセット
WFDI-HS1

伝送方式 マイクロフォン（指向性）

ケーブル長 85cm（カールコード仕様）

質量 20g

プラグ マイク部3.5φ／イヤフォン2.5φ

絡まりにくいカールコードを採用したスタンダードなヘッドセット。

イヤフォン
TBE-C-EP2

耳にかけるタイプのベーシックなイヤホンです。WFDI-CM2および

WFDI-CM2Sコントロールマイクロフォンとネックセットに装着可能です。

クリアトークカム機器仕様 ［ 機器仕様は予告なく変更することがあります ］

骨伝導イヤフォン
WFDI-BOEP1

骨を振動させることで音を聞かせるため、周囲に物音がしていても聞き取り

やすくなっています。
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