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国囮配遍信で曹ません．

デジタル簡易無線•置録局 (DCR)

DJ-DPS71 KNKB
欄準僅格（本体）／JANコード
KA¥54,780附9,800） ／4969182331806 
KB如，280(¥“郎）/ 4969182331813 
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左：欄準バッテリ＿KA 
右：大容量バッテリーKB
＊瓢明書がダウンロードで曹�Rコード

リアケースに貼付してい乞r.

DJ-DPS70のハイグレードモデル、

0Bluetooth
゜

ワイヤレスマイクに対応！

欄準バッテリー (KA) と大害量バッテリー (KB)

が遍べるオールインワン•バッケージで葦覧亮！

3Wの大畜量で、麗音下でも閾き取りやすい！

EMS-,87B 

寵
アJi,{ンコHP

ケーブルが罪魔1こならず珊寧アップ！

禰糠圃ほデズワビ廊t、
マイクだけで遍匿OK!

Bluetoothマイク自体に,om程匿の通話距離があります。

■震準付属品(KB)

峯＂には蠣準バッテリーが付属します．

EME-80B MA 

“a 
エアクローン 音声ガイダンス

回己
524,272通り ショック＆

の秘話 温麿センサー

■運用と充電時聞の目安

EBP-98 (2200mAh)
欄準バッテリー装着時
EBP-99 (3200mAh) 

大容量バッテリー義着時

| ． 1 9 ,1'l 

口

充電疇Ill I遭用鴫圃
(B/Sオ項）
3 / 10.5 
(15)時閏
4 / 15.5
(21)時閏

巖ハイバワ—磁信受慣5；待ち受け90にて漏定。ご使用の条件や翼
鷹盃＜甕わります．冬畢は電池の儡温にご詈童くむ如．

■遍話距離の目安：ハンディ・11J5W時 平地にて1~4km程崖

https://www.exseli.com/details/4079/DJ-DPS71.html
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連結用
充電スタンド
EDC-21 4R

¥8,800 (¥8,000)
*1台あたりの価格です。

雷池単体でも
充電できます。

連結用
ACアダプター

EDC-188 
¥9,900 (¥9,000)

EDC-214Rは、ACアダプターEDC-188を使って最多で6個まで連結
できるマルチチャージャー用スタンドです。工具不要、簡単に接続できます。

ロング（別売）
EA-248 (220mm)
ミドル（付属品）
EA-247(100mm)

ハ ー ドケース
EHC-70 
¥7,700 (¥7,000)

ワイヤレス ・ イヤホンマイク

EME-80B MA 
¥1 4,080 
(¥1 2,800) 
JAN:4969182395686

●通話時間の目安：約 14時間

●充電時間の目安：約2時間

0 Bluetooth
® 
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付属品：充電スタンド (EDC-295)

充電用 USBケ ー ブル (EDS-32)
耳かけ式イヤホン (EME-67B)

ベルトクリップとショルダーベルト
（付屈）が使える保護ケース。
ケースをつけたまま充電できます。

温闊犀
―マイク／音

：：こ昌目量

¥1 5,1 80 充電用USBケー ブル(EDS-32)/
(¥1 3,800) 回転式クリップ
JAN:4969182395655

●適話時間の目安：約 12時間（最大音置）

●充電時間の目安：約3時間

1 2V/24V兼用外部電源アダプター

EDH-43 ¥5,500 (¥5,000) 

EDH-43接続用シガーケーブル
EDC-1 94A ¥3,080 (¥2,800) :―こC三っ

防水仕様乾電池ケース
EDH-41 

¥3,960 (¥3,600) （単三乾電池は別売 ・

5本使用）
出力の目安： 3W
使用時間の目安： BSオフ時約4時間 BSオン時約6時間

編集ソフト用 PC接続ケーブル
ERW-23 
¥4,950 (¥4,500) 
編集ソフトは弊社HPの
「ダウンロー ド」で無償配布

溢姦芯誓；孟，500) ••• 鴫

ステンレスベルトクリップ
EBC-47 ¥3,300(¥ 3,000)

●アクセサリーのイメージはDJ-DPS70です。Bluetoothマイク以外アクセサリーは全て共通なので、DJ-DPS70からの機種変更の負担が少なくなります。
有線式のマイク類もお使いになれます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

■ 標準付属品のスペア

●ベルトクリップ EBC-46 ¥1, 100 (¥1,000) ●充電用ACアダプターEDC-215 ¥4,400 (¥4,000) ●標準バッテリーパック EBP-98 ¥14,300(¥13,000)
●大容量バッテリーパック EBP-99 ¥19,800 (¥18,000) ●充電スタンド EDC-214R ¥8,800(¥8,000) 連結用充電スタンドとしても使えます。

※ Bluetoothマイク使用時、以下の制限があります。
接客モードのタッチ／デュアル ・オペレーション／自声モニター （コールバック）は未対応／外部音声出力と音声ガイドの音量が固定／ノイズキャンセル

■定 格

送受信周波数 351.2000MHz - 351.38125MHz 
(351.16875-351.19375MHz 3S用上空5CHは受信のみ可能）

定格電圧

変調（電波型式）／
通信方式

4値FSK（電波型式F1C、 F1D、F1E、 F1F) ／単信（プレストーク）

送信出力 5W/2W/1W切り替え式（偏差：＋20%、 -50%／アンテナインピーダンス：500)

消費電流

7.2V （電池端子）

【送信時】 2.0A以下 (5W)/1.2A以下 (2W) I 0.9A以下 (1W)
【受信時】 500mA以下（定格受信時）

受信感度
受信方式
低周波出力

-5dBµV EMF(BER 1 %)
ダブルスーパーヘテロダイン
700mW以上 (10％歪時）

使用温度範囲ー20℃~＋60℃ （充電時の温度範囲： 0℃～十45℃)

KA : 55.8 X 95.8 X 32.5mm 244g (EBP-98)
定格寸法／ KB: 55.8 x 95.8 x 40.7mm 266g (EBP-99)
質量（約） アンテナ長（EA-247): 100mm 

（寸法：突起物を除く幅x高X厚／質量：表記の電池バック、標準サイズのアンテナ含みベルトクリップを除く）

圃謳
DJ-DPS71は設計段階で外郭保護等級IP64/65/68規格の試験に合格しており、適合するアクセサリーを使って防水キャップや純正アンテナ、電池パックを正しく装羞するなど指定の条
件を満たしていれば、水周りや埃っぽい棗境の中でお使いになっても故障しにくい構造になっています。但し流水洗浄、条件を超える水没、金属性、油性、酸や塩分、化学物質を含む等の特
殊な粉塵や液体が製品に使われている素材や部品に付鶉する、などは故障、腐食、劣化の原因となり、保証の対象外です。外郭保謡性能の有無にかかわらず無線機が汚れたり濡れたりし
た時はすぐに汚れを払い、乾いた布で拭くなどのメンテナンスを心がけていただくと長く正常な状態でお使いになれます。保護に使われているカバーやシールドの素材は経年劣化のため変質

し、保護性能が低下するため外郭保護も製品の保証期間と同じとさせていただきます。
IP6X 耐塵：塵やほこりが内部に入らない IPX4/5 耐飛沫、噴流：全方向からの飛沫や噴流水に対して有害な影轡がない IPXB 防水：水深1.5mの真水に30分水没させ、内部に浸水がないことを
確認（弊社規定：ダイバーウォッチのような完全防水ではありません）

■登録とコストについて：本製品の使用に資格や免許は必要ありませんが、 使用前に有料の申請を行い、 15日程度で発行される登録状を受ける必要があります。申請には1台ずつ登録する個別と、 複数をまと
める包括があり、 いずれも5年ごとに更新が必要です。1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、 納入告知書に金額や納付方法が明記されています。申請に関する資料は製品に付属するほか、 総務省総合
通信局のウェブサイトでも詳しくご覧になれます。
■用途と禁止事項：通信の目的や相手に制限は無く、 仕事でもレジャーでも使えます。デジタル登録局には5分以上の連続送信を禁止するタイムアウト制限と、通話中のチャンネルでは送信できないキャリアセン
ス機能が義務として搭載されています。登録状が来る前に使ったり、 アンテナを指定のもの以外に接続したり、 上空で使用したりすると違法運用で罰せられます。接続できるアンテナは弊社HPでご説明しています。

●定格·仕様·外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●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。 ●飛行機・船·鉄道など乗物搭乗時、医療·介護・通信·放送施設や空港のような無線機の使用が禁止・制限されて
いる場所ではお使いになれません。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc．が所有する登録商標であり、アルインコ株式会社はこれらをライセンスに基づいて使用しています。

Rア」l,イこコ株式会社
■電子事業部
●東京支店〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階803-3278-5888 （代表）
●名古屋支店〒460-0002名古屋市中区丸の内1丁目 10-19サンエイビル4階匹052-212- 0541 （代表）
●大阪支店〒541-0043 大阪市中央区高厩橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階匹06-7636- 2361 （代表）
●福岡営業所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコ ービル2階四092-473-8034 （代表）
※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

●取扱い店

小注意 I 此霜孟霜」

、

は溢詞？戸 の前に

※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。※仕様は予告なしに変更する場合があります。
ホー ムページのURL http://www.alinco.eo.jp/ FNFLFNNM-PE 

Ver.1.0.0 DPS71

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)

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/


	_DPS71_omote
	_DPS71_ura

