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「安全上のご注意」では、製品を安全に正
しくお使いいただき、ご使用される方や他
の人々への危害や財産への損害を未然に
防止するために、いろいろな絵表示をして
います。その表示と意味は次のようになっ
ています。内容をよく理解してから本文を
お読みください。

この表示を無視して、誤った取

△警告
扱いをすると、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。
この表示を無視して、誤った

心注意
取扱いをすると、人が傷害を
負う可能性が想定される内容
および物的損害の発生が想定
される内容を示しています。

絵表示の例
△記号は注意•危険を促す 内容があ

△ ることを告げるものです。
左図の場合は、感電注意が描かれて
います。

① 

0 

O 記号は禁止の行為であることを告
げるものです。
左図の場合は、分解禁止が描かれて
います。
●記号は使用者の行為を指示すること
を告げるものです。
左図の場合は、一般的な指示が描か
れています。

（ 安全上のこ注意 ） 
●ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」と

「サポ ー トマニュアル」をよくお読みの上、
正しくお使いください。

•お読みになったあとは必ず保管してくださ
い。

△• 臨匿目 牛口

●自動車などの運転中は無線機を操
作しないでください。安全運転の (S)
妨げ となり、事故の原因となりま
す。

●当社指定の電源電圧以外で使用し 企
ないでください。火災•感電•故
障の原因となります。
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①ロ ー タリ ースイッチ
•このスイッチを押して、電源の入・切

を行います。
●このツマミを右（時計方向）に回すと、

チャネルがアップします。
●このツマミを左（反時計方向）に回す

と、チャネルがダウンします。
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△. 撃a牛〖コ

●タコ足配線はしないでください。
火災 ・ 過熱の原因となります。

●当社指定の電源ケ ー ブル以外を使 L含＼
用しないでください。火災•感電 ・
故障の原因となります。

•この機器を分解・改造しないでく
ださい。火災•感篭•故障の原因
となります。

®また、分解・改造を行った機器を
使用すると法律違反（電波法違反）
となります。

●万一、煙が出ている、変なにおい
や音がするなどの異常状態のまま
使用すると、火災•感電•故障の
原因となリます。すぐに機器本体
の電源を切ってください。煙が出
なくなるのを確認して販売店に修
理をご依頼ください。お客様によ
る修理は危険ですから絶対おやめ
ください。

●万一、無線機の内部に水などが入っ
た場合は、まず機器本体の電源を
切って販売店にお問い合わせくだ�さい。そのまま使用すると火災 ・

感電•故障の原因となります。
●万一、異物が無線機の内部に入っ

た場合は、まず機器本体の電源を
切つて販売店にお問い合わせくだ
さい。そのまま使用すると火災 ・

感電•故障の原因となります。
●万一、無線機を落としたり、破損

した場合は、まず機器本体の電源
を切って販売店にお問い合わせく
ださい。そのまま使用すると火災・
感電•故障の原因となります。

●濡れた手で電源コネクターを抜き

®
差ししないでください。感電の原
因となリます。

•この無線機は防水構造になってお
りません。無線機を水で濡らした
り、水につ けたり、水道やシャワ ー

®などの水流を直接か けることはし
ないでください。火災•感電•故
障の原因となります。

●無線機の上や近くに水などの入っ
た容器または小さな金属物を置か

®ないでください。こぼれたり、中
に入った場合、火災·感電 ・ 故障
の原因となリます。

②送信／話中 LED (TX/BUSY LED)
●送信中のときは、赤色が点灯します。
●受信すると、緑色に点灯します。

®▲ボタン
•このボタンを押すとチャンネルがアッ

プします。
•このボタンを長押しすると、スケルチ

変更モ ＿ドになります。
●設定モ ＿ ドで、このボタンを押すと設

定内容の切り替え、数値の変更を行う
ことができます。

④表示部
●詳細は、本ペ ー ジの「表示部」をご覧

ください。
⑤ P1ボタン

•このボタンを押すと録音が有る場合
はボイスメッセ ー ジを再生します。

•このボタンを押しながら、電源を入
れると設定モ ー ド （呼出設定 ・機能設
定·CSM·ATIS番号）になります。

●設定ツ ー ルでキ ー 割付を変更するこ
とができます。

⑥モジュラ ージャック
•マイク＆スピー カ ー(CMPSOO)または

スタンドマイク(CSMSOO)を接続しま
す。

⑦音曼ツマミ
•このツマミを右（時計方向）に回すと

音が大きくなります。
•このツマミを左（反時計方向）に回す

と音が小さくなります。
⑧▼ボタン

●このボタンを押すとチャンネルがダウ
ンします。

•このボタンを長押しすると、キ ー ロッ
クになります。

●設定モ ー ドで、このボタンを押すと設
定内容の切り替え、数値の変更を行う
ことができます。

⑨ P2ボタン
•このボタンを押すと、ユ ー ザー コ ード

設定モードになります。
●設定モ ー ドで、このボタンを押すと設

定内容•数値の決定、項目の変更を行
うことができます。

●設定ツ ー ルでキ ー 割付を変更するこ
とができます。
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●端子を金属でショ ー トさせないで
ください。火災 ・故障の原因とな
ります。

●近くに雷が発生したときは、電源
コネクターを抜いてください。ま
た、屋外に アンテナが設置されて
いるときは、 アンテナコネクター

をはずしてください。雷によって
は、火災•感電•故障の原因とな
ります。

●送信中に アンテナに触れないでく
ださい。や けど ・ けがの原因とな
ります。

(S) 
●機器で指定されていないヒュー ズ

は使用しないでください。火災 ・

感電·故障の原因となります。
●電源コ ー ドが傷んだら販売店に交

換をこ‘依頼ください。そのまま使
用すると火災•感電の原因となリ
ます。

●電源コ ー ドの上に重い ものをのせ
たり、コ ー ドがこの機器の下敷き
にならないようにしてください。
コ ＿ ドに傷がついて、火災•感電
の原因となります。コ ー ドの上を
敷物などで覆うことにより、それ
に気付かず、重い物をのせてしま
うことがあります。

心注意
•この無線機は、国内仕様です。国

外では使用できませんのでご注意
ください。

●航空機内や病院などの使用を禁止
された場所では、この機器の電源
を切ってください。電子機器や医
療機器に影響を及ぼす恐れがあリ
ます。

•お手入れの際は安全のため電源を
切ってください。また、アルコール ・ (S)
ベンジン・シンナーなどの溶剤を
含んだ布で拭かないでください。

●湿気やほこりの多い場所、高温に
なる場所に置かないでください。
火災•感電•故障の原因となるこ
とがあります。

●不安定な場所に置かないでくださ
い。落ちたり、倒れたりして、けが ・

故障の原因となることがあります。

⑩アンテナケ ー ブル
●指定のアンテナを取り付けます。指

定のアンテナ以外は使用しないでく
ださい。指定のアンテナにつきまして
は、販売店にお問い合わせください。

⑪接地用ケ ー ブル
⑫電源ケ ー ブル

●直流(DC) 12V系または24V系の電源
と接続します。これ以外の電源には絶
対に接続しないでください。

⑬外部スピ ー カ ー用ケ ー ブル
●外部スピ ー カ ー を接続します。（① 3.5

ジャッ ク使用）
●外部スピ ー カ ーは、80以上のものを

お使いください。
⑭エマージェンシ ー (EMG) 用ケ ー ブル

•エマー ジェンシ ー用スイッチを接続し
ます。スイッチの接続に関しましては、
お買い上げになった販売店にお問い合
わせください。

本体付属品
品名 数量 備考

本体取付金具 1 
本体取付金具用 4 MS X 15 ビス大
ワッシャー 4 5.0 X 12.0 X t0.8 
ナット 4 MS 
タッピングビス 4 4X 10 
マイクフック 1 
タッピングビス 2 3X 10 
交換用ヒューズ 2 250V/5A 
DC電源ケー ブル 1 約3m、SAヒューズX2付き
マイク＆ 1 CMPSOO スピーカ ー

商易取扱説明書 1 本書
保証書 1 

■オプション
業務用電源(PSSOOJA)、スタンドマイク(CSMSOO)、
マイク＆スピー カ ー (CMPSOO)、外部スピーカ ー

(CSKSOO)

△ 注意
●振動 ・ 衝撃の多い場所に置かない

でください。落ちたリ、 倒れたり
して、 けが•故障の原因となるこ
とがあります。

●移動させる場合は、電源コネクター

を抜き、外部の接続線をはずした
ことを確認の上、行ってください。
コ ー ドが傷つき、火災•感電の原
因となることがあリます。 (S) 

●電源コ ー ドを熱器具に近づけない
でください。コ ー ドの被覆が溶け
て、火災•感電の原因となること
があります。

●電源コネクターを抜くときは、必
ずコネクターを持って抜いてくだ
さい。電源コー ドを引っ張るとコー

ドが傷ついて火災•感電の原因と
なることがあります。

●使用中は機器が熱を持 ちますが、0故障ではありません。

企お願い
●通信は無線局免許状に 記載されている目

的 ・ 通信の相手方および通信事項の範囲
内で行ってください。

●1回の送信時間は5分を越えないでくださ
い。

●使用する前には、必ず無線機が正常動作
するか、電源電圧などは正常か確認して
ください。無線機の故障による事故の責
任は負いかねます。

●通信 可能範囲 は地形および電波状況に
よって異なります。必ず通信可能範囲で
ご使用ください。通信不可能状態での事
故の責任は負いかねます。

表示部
送信出力設定レベル・
受信中 モニター キーロック

電波状態 秘話通話モー ドメッセージ デジタル／

I I ( I 
(r1-1ログ

T.11 [Q園[!I'4))図へ回

I CH-01 I 
タグ表示

表示の名称 表示の意味と動作
電波状態 受信信号強度を4段階で表示しま

す。
送信出力 送信出力設定レベルをH/Lの2段
設定レベル 階で表示します。受信時は接続中
受信中 にCが表示されます。
秘話 秘話通話設定中に表示されます。
通話モード 通話モードを表示します。

u: ユーザー コ ード通話
個：個別通話で個別呼び出し時に

表示
G: 個別通話でグルー プ呼び出し

時に表示
全：個別通話で一斉呼び時に表示

モニター モニター機能設定時に表示します。
メッセージ ショ ートメッセ ージを受信時に表示

します。
キーロック キーロック中に表示します。
デジタル／ チャンネルのデジタルまたはアナロ
アナログ グを表示します。

回：デジタルチャンネル
◎：アナログチャンネル

タグ表示 全角6文字、半角英数字 12文字ま
で表示されます。
タグ表示を設定していない場合は、
チャンネル番号"CH-01" を表示しま
す。
タグ表示の設定は、設定ソフトを使
用します。

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　URL : https : //www.exseli.com/

https://www.exseli.com/details/2087/GX5570VJD121.html
https://www.exseli.com/details/2085/GX5570UJD121.html
https://www.exseli.com/details/2820/GX5570UJD181.html


心無線局免許が必要です
本機をお使いになる前に、 総務省総
合通信局への無線局免許申請が必要
です。 免許申請を行って、 無線局免
許状がお手元に届いてからご使用く
ださい。
●無線局開設後は、電波利用料の納付 が必

要となリます。総務省か らの納入告知書
に従って、期限内に納付してください。

無線局の免許申請手続きや開設届を
していない、 上空で使用する、 指定

以外のアンテナを使うといった行為
は不法無線局の開設となり、 1年
以下の懲役または100万円以下の罰
金に処せられますのでこ注意くださ
い。
•本製品は、日本国内における陸上で運

用する無線局です。 上空および海上で
運用すると違法運用となります。

•アンテナは指定のものをお使いく ださ
い。指定以外のアンテナを使用すると
違法運用となります。指定のアンテナ
につきましては、サポー トマニュアル
をご参照く ださい。

音声圧縮（符号化）について
本製品 は米国DVSI社 の開発し た AMBE
(Advanced Multi-Band Excitation)方式 を採用
し、AMBE+2™ に対応しています。

TM The AMBE+2 voice compression software 
included in this product is protected by 
intellectual property rights including 
patent rights, copyrights and trade secrets 
of Digital Voice Systems, Inc. The user of 
this software is explicitly prohibited from 
attempting to decompile, reverse engineer, 
or disassemble the object code, or in any 
other way convert the object code into 
a human-readable form. This software is 
licensed solely for use within this product. 
US Patent Nos. #8,359, 197, #8,200,497 、
#6,912,495, #6,199,037, #5,870,405, 
#5,826,222, #5,754,974, #5,715,365, 
#5、701,390, #5,649,050, #5,630,011, and 
#5、517,511.

本書に記載されている会社名、システム名、製
品名は各社の登録商標または商標です。

本体の取付方法
①付属している本体取付金具と本体取付金具

用ビスー式を用意します。
②本機を取り付けたい場所に金具の位置に合

わせ、穴を開けます。
③本体取付金具用ビスー式のビスとナットま

たはセルフタップネジでネジ止めします。

④ アンテナ同軸ケ ー ブルを接続します。

+ + 0 0 

�.. {DJc::] 
⑤ 本体電源ケ ー ブルとバッテリ ー側電源ケ ー

ブルを接続します。
電源ケ ー ブルは赤線を＋極に、黒線を 一 極
（アース）に接続してください。

赤：プラス（＋）
黒：マイナス(-)

' """'→ n. '

' ,.n← nn,, ' 

⑥本体を取付金具に取り付けます。
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本機の据え付け場所を決定する際には、次の点
に注意して、ください。
●スト ー ブ、スチ ー ム、ヒ ー タ ー等の発熱体

の近く や日光の直射を受ける場所は避けて
ください。

●極度な振動・衝撃を受けやすい場所は避け
てください。

•アンテナ同軸ケ ー ブル、その他のケ ー ブル
の配線が容易な場所を選んでください。

●操作のしやすい場所を選んでください。
●振動に充分耐えるようしっかリと固定して

ください。
●電源ケ ー ブルは赤線を＋極に、黒線を 一極

（アース）に接続してください。
●本機の送信篭波が端末機器に影響を与える

場合があります。このような時は、端末機
器が影響を受けない距離までアンテナを離
してください。

■【保証書（別添）】
この製品には、保証書を （別途）添付しており
ます。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売
店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店か
ら受け取っていただき、内容をよくお読みの
後、大切に保管してください。

■【保証期間】
本体保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■【保証用性能部品の最低保有期限】
弊社はこの本製品の補修用性能部品を製造打
ち切り後、8年保有しています。（補修用性能
部品とは、その製品の機能を維持するために
必要な部品です。

■【修理に関する相談窓口】
修理に関するc＇相談ならびに不明な点はお買
い上げの販売店へお問い合わせください。

CSRカスタマー サポー ト
,g.�0120-973-698 

e-mail : lecuo_support@kcsr.co.jp

ご相談受付時間
9:00�17:00 

（土日祝日を除く）

起動と待受および受信

〇ロ ー タリ ースイッチを押すと電源
が入リます。
表示部が点灯します。

ニエニ謬
〇音量ツマミを半分くらい回します。

©応二］言戸
〇信号が入ると話中表示（緑色）が点

灯することを確認します。

亭▲

二血言[二0旦
〇チャンネルの変更

1)ロ ータリ ースイッチを右（時計方
向）に回す、または▲ボタンを押す
とチャンネルがアップします。

（例： GX5570UJD121の場合(65チャ
ンネル））

CH-01← �CH-02 

CH-65 CH-03 
※チャンネル数

GX5570V」D121(VHF帯）
アナログ： 9チャンネル
デジタル： 19チャンネル

GX5570UJD121 (UHF帯）
デジタル： 65チャンネル

GX5570U」D181(UHF帯）
デジタル： 30+5 (上空）チャンネル

付属のマイク＆スピー カ ー (CMPSOO)をモジュ
ラ ー ジャックヘ接続します。

マイク ＆ スピー カ ー

CMPSOO 

マイク＆スピーカー (CMPSOO)

I A 注意 I 
• マイク＆スピー カ ー (CMPSOO)は、本

機専用で す。 他の機種には接続し
ないでください。マイク＆スピ ー カ ー

(CMPSOO)を他の機種に接続すると、
マイク＆スピー カ ー (CMPSOO)を破損
するおそれがあリます。

(1) (2) - --
一 (7)

三ー三(6)

(4) 

(1)音量アップ・ダウンキ ー

●音量ダウン キ ー （▼)を押すと、音量
が小さ くなリます。音量アップ キ ー

（▲）を押すと、音量が大きくなります。

• マイク＆スピー カ ーを使っての音量調
整は、電源を切ると解除されます。音
量を固定したい場合は、音量ツマミで
行ってくだい。

2)ロ ータリ ースイッチを左（反時計方
向）に回す、または▼ボタンを押す
とチャンネルがダウンします。

必アドバイス
• チャンネル番号が異なると通話ができ

ません。相手局の了解を得てからチャ
ンネルの変更を行ってください。

キーロックの方法

O 、ロ ー タリ ースイッチを押して、 電
源を入れます。

〇▼ボタンを長押しします。

• <h,J (キ ーロックマーク）が表示さ
れ、 キ ーロックが働きます。

• 本体の音量ツマミおよびマイク＆ス
ピ ー カ ー (CMPSOO)の プレスキ ー

は、キーロック中でも使用できます。
また 、エマージェンシーボタンおよ
びスケルチ変更モー ドも使用可能で
す。

〇キ ーロックを解除するには、 ▼ボ
タンを長押しします。

・◇」（ キ ーロックマーク）が消え、
キ ーロックが解除されます。

{2) モニター キ ー

●通話状況がモニタ ーできます。
●1回押下でモニタ ー 動作ONになりま

す。再度、押下するとモニタ ー 動作
OFFになります。

{3)プレスキ ー

●押すと送信、離すと受信状態となリま
す。

{4)スピー カ ー

●受信状態の時 に音が出ます。
●業務用電源(PSSOOJA)をご使 用の際

は、業務用 電源(PSSOOJA)のスピ ー

カ ーも使用できます。
{S)マイク

●送信時は、この面に向かって話します。
{6)話中（緑）／送信（赤）表示

●他局が通話中の時 、緑色に点灯します。
●送信状態になった 時 、赤色に点灯しま

す。
※ 無線機本体と同様の点灯表示をしま

す。
{7)マイクハンガー

•マイク＆スピー カ ーをマイクフックに
掛けるための金具です。

送信

〇送信する前には必ず本体またはマ
イク＆スピ ー カ ー の話中表示が消
えている ことを確かめてくださ
い。
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〇マイクのプレスキ ーを押します。

+ 
• このとき本体およびマイクの送信表

示（赤色）が点灯します。

O ぎイクは、 口もとから5cmぐらい
離して、ゆっくリ明瞭に話します。

〇送話が終わったら直ちにプレス
キ ーを離します。
• このとき本体およびマイクから送信

表示が消え、待受状態になります。

閉局
送受信が終わり閉局する時は、その旨を相
手局 （基地局または移動局）に伝えてから
ロ ータリ ースイッチを押して 電源を切り
ます。電源を切ると表示部が消えます。
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