
WAVEブロードバンド無線機
広域 LTE ネットワーク回線に PTT 通信の使いやすさを合
わせ持つ、WAVE ブロードバンド無線機はあなたのチーム
を瞬時に繋ぎます。

はっきりとクリアな音声、位置情報サービス、そして Wi－Fiにも対応のWAVE

ブロードバンド無線機でチームメンバーとの連携をより強くします。
長時間使用できるバッテリーと簡単なボタン操作で効率的に作業をサポート
します。

高額な無線ネットワークを構築することは必要ありません。WAVE ブロード
バンド無線機を使えば LTE や Wi-Fi など、IP ネットワークに接続された
全国*のチームが瞬時に動き出します。
さらに、WAVE ブロードバンド無線機はすでにお手持ちのスマートフォンと
一緒に活用できます。面倒な初期設定や免許の申請は不要です。

ビジネスのニーズに合わせていつでも柔軟にサービスの追加・停止が可能です。

セールスポイント

使いやすく管理しやすいシステム

ビジネスに最適な堅牢なボディ

広域*対応の BB-PTT

TLK 100

＊通信エリアは異なります。詳細はユーザーガイドをご参照ください。

保証と修理

安心のサポート
万が一の場合には、モトローラ・ソリューションズのサポー
トチームにお問い合わせください。トラブルシューティング
やメンテナンスのご相談に対応します。

アクセサリ
モトローラ・ソリューションズの純正アクセサリは、WAVE

ブロードバンド無線機の耐久性、信頼度、機能を最大限に
引き出します。

アンテナ 電池 充電器

キャリングアクセサリ カーキット

さらに詳しい情報は https://www.motorolasolutions.com/ja_ jp.html

サービス

速く、信頼できるネットワーク網
広域*対応のWAVEワイヤレスサービス
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広域＊で繋がる PTT通信

PTT で必要な場所で＊繋がる
ボタン一つでお客様が必要な場所でのメンバーとすぐにコ
ミュニケーションができます。インフラの複雑な構築やメン
テナンス無しで複数の現場、建物、業務を連携できます。

ネットワーク通信速度
広域の BB-PTT ネットワーク網を使えば、効率性が高く
なります。その証拠は、BB－PTT の呼び出しの速さ、
音質の良さ、通信回線の信頼性が物語っています。

<24

スマートフォンや
コンピュータから
アカウントやチームの設定
ユーザの追加 / 変更
グループの作成

アカウントの作成
素早く、シンプル
アカウントの作成
契約プランの選択

WAVEブロードバンド無線機の設定
お申込みから無線機の使用方法まで、

ご相談ください。

WAVEアプリの起動もシンプル
対応アプリケーション

PTTのスイッチをオンにして、
すぐに使用可能です。

 

＊通信エリアは異なります。詳細はユーザーガイドをご参照ください。

使いやすく管理しやすいシステム
契約プランやグループをリアルタイムで管理できます。
既存のインフラ設備を拡張することなく最大限に通信範
囲、生産性を効率的に活用できます。

簡単な操作で管理できるグループ
リアルタイムでのグループ管理が行えます。
メンテナンスも簡単、ケーブルをつないでのプログラムは
必要ありません。ネットワーク回線に接続できれば、自
動でアップデートが完了します。

あなたのビジネスと共に成長を
面倒な手続き無く、契約プランの追加・解約を調整で
きます。
会社の成長に合わせて、必要な時に柔軟に契約プランを
変更することが可能です。

多様なデバイスとの互換性
現場にいるスタッフからオフィスにいるセールススタッフ
まで、どんなチームがどんなデバイスを使用しても、
WAVE アプリを使えば場所、通信ネットワークを問わず
コミュニケーションをサポートします。

一つのボタンですべてのチームに
ビジネスで素早く繋がるBB-PTT。安心のネットワークで、
同時に複数のチームと通信可能です。

ビジネスに最適な堅牢なボディ
位置情報確認・WiFi 通信や堅牢であえて画面が無いスリ
ムなデザインまで、様々なビジネスシーンを想定してデザ
インされたのが WAVEブロードバンド無線機です。

機能と特徴
使いやすさを追求したスリムなデザイン
片手での操作が使いやすいデザインで現場からオフィスま
で場所を選ばずスムーズに使用できます。
個別に連絡する時でもチーム全体との連絡でも、PTTボタ
ン一つではっきりと聞き取りやすい音声通信が可能です。

耐久性に優れた構造
雨、防塵、落下や極度な高温や低温など過酷な使用状況
においてもWAVEブロードバンド無線機は活躍します。

位置情報サービス
GPS の活用で社員の安全やプロジェクトチームの進捗具
合の確認、効率的な運送ルートや業務の見直し、必要に
応じてメンバーに作業の指示ができます。

Wi-Fi 対応
建物内や LTE ネットワークの繋がりにくい環境で作業す
る場合でも Wi-Fi からのアクセスで普段通りのコミュニ
ケーションができます。

イヤピース、ヘッドセット、電池パック、充電器やその他
のモトターボアクセサリとの互換性を持ち合わせているの
で、無駄なくお手持ちの周辺機器をご使用いただけます。

長寿命電池パック
18 時間持続の長寿命の電池パックを搭載しているので充
電残量を気にすることなくプロジェクトに集中できます。

シンプルなデザイン
機能を絞り込み、シンプルなデザインにすることで直観
的に、さらに作業がはかどるようにサポートします。

＊通信エリアは異なります。詳細はユーザーガイドをご参照ください。

データシート | WAVEブロードバンド無線機 TLK 100 データシート | WAVEブロードバンド無線機 TLK 100

多様なアクセサリ

広域＊展開のエリアカバー率
広域をカバーする信頼できる LTE 通信ネットワークおよ
び Wi-Fi ネットワークによって、いつでもどこでも使用
可能です。

WAVEブロードバンド無線機を
すぐにあなたの元へ
お近くの販売代理店が契約のお手続きをサポートします。
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