MS50

使用用途に応じてお選びいただける豊富なアクセサリー

小型タイピンマイク&イヤホン
JSPRN0001

本体価格 3,800円

タイピンマイク&イヤホン
（マイク感度切替え付）
JSPRN0002

（税抜）

本体価格 6,000円

（税抜）

ブームマイクイヤホン

スピーカーマイク

本体価格 4,800円

本体価格 3,600円

JSPRN0003

MS50

JSPMN0001

（税抜）

（税抜）

※マイク／イヤホンを接続した状態で電源を入れたときに、
音量が半分以上で設定されていた場合は、
聴力障害防止を目的に音量が下がる設定になっています。

※乾電池含まず

リチウムイオン電池パック
（930mAh）

アルカリ単3乾電池ケース
（2本使用）

BN60

本体価格 3,000円

JCP L N0001

本体価格 1,600円

（税抜）

（税抜）

20

CHANNEL

特定小電力トランシーバー／技術基準適合証明取得機種 免許・資格・申請不要

モトローラ 特定小電力トランシーバー（中継装置対応）

※MS50本体含まず

6連型充電器
（ACアダプター付）

ソフトケース
JNNLN0002

JCPCN0002

本体価格 18,000円

（税抜）

本体価格 1,800円

（税抜）

※上記金額に消費税が別途加算されます。

仕様
チャンネル数／周波数帯

20ch : 01ch〜11ch ／ 422.0500〜422.1750MHz

送信出力

10mW

低周波出力

400m W以上

12ch〜20ch ／ 422.2000〜422.3000MHz

（12.5kHz ステップ）

防水性能

IPX4 相当（防沫型 = 生活防水クラス）

RoHS

適合品

寸法（突起物含まず）

mm
約100（H） 55（W）19. 8（D）

約100（H） 55（W）26（D）
mm

重量

約12 0 g

約156 g

バッテリー持続時間

内蔵スピーカー使用時 約24 時間

内蔵スピーカー使用時 約40 時間

イヤホン使用時（LED OF F 設定）約36 時間

イヤホン使用時（LED OF F 設定）約60 時間

リチウムイオン電池パック
（BN6 0 ）使用時

（6 秒送信、6 秒受信、48 秒待受時）
充電時間

アルカリ単3 乾電池使用時

ー

約5 時間

通信範囲のめやす
見通しの良い場所

約1〜2 km

郊外地

約 500 m 〜1km

市街地

約20 0 〜300m

※周囲の地形
（途中の障害物など）
や使用条件
（本体を腰に着ける、
手に持つなど）
により通信距離が異なります。
また建物内や建物の中と外の通信では通信距離が短くなることがあります。

モトローラ・ソリューションズ株式会社 PCR事業部
〒106 - 0032 東京都港区六本木1 - 8 -7 アーク八木ヒルズ

TEL (03 ) 6365 -7000

http://motorolasolutions-pcr.jp/
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本製品は日本国内の技術基準に適合した認証を取得しています。●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、
ハメコミ合成です。
●仕様は改良等のため、
予告なしに変更することがあります。製品の色は印刷の関係上、
実際の色とは
異なる場合があります。●モトローラ・ソリューションズ株式会社は一般社団法人JBRCに加盟し、
小形充電式電池のリサイクルを実施しています。
ホームページ
（
）
MOTO . MS50 (J )201403

モトローラ・ソリューションズ株式会社

小型・軽量・スリム、
スタイリッシュなデザイン。

MS 50 S tyle

さまざまなシーンで
快適な通信環境と
楽しくスムーズなコミュニケーションを

2 010年 good Design賞

M S 5 0 はサポートします。
モトローラMS5 0 は、

お使いになったその日から、あらゆるシーンで活躍します。

カシスレッド

小型軽量、4 色のカラーバリエーション、どんな雰囲気にも

チャコールブラック
カトラリーシルバー

さりげなくマッチし、
ワーク・レジャーシーンの妨げになりません。

パプリカイエロー

カフェやレストランでの接客や厨房とのやりとり、

イベントスペースでの指示、店舗とバックヤード間の連絡、

一目で送受信状態がわかる大型L E Dと
簡単操作のフロント大型P T T ボタン

アミューズメント施設での業務連絡、

さらにスポーツやレジャーでの仲間うちの連携など。

MS5 0 は、業務からレジャーまで

使用環境に対応した多彩な機能
142

手軽で快適なグループコミュニケーションをお届けします。

Group

送信時

音声で自動的に送信を開始するVO X 機能付きなので、
両手が塞がって
いる場合でもスムーズな通信が可能です。

大型LEDインジケータ＆ディスプレイ

大型LEDとディスプレイは、一目で送受信の状態がわかります。LEDランプの
点灯やバックライトは点灯OFFの設定も可能です。

空きチャンネルを自動で検索、
オートチャンネルセレクト機能

同じグループコードに合わせたMS 5 0 同士で、
送信の都度空きチャ
ンネルを探して通信することができます。チャンネルが混みあってい
る場合に有効です。

フロント大型PTTボタン

PT T ワンプッシュで送信状態を継続、P T T ホールド機能
HOLD

薄さ19.8mmのフラットボディ

〈ほぼ実寸〉

ワンタッチで瞬時に音量を切替えることができます。
※外部マイク
（PT T ）を使った場合の機能です。

縦でも横でも装着可能

周囲の雑音レベルを常に監視、
自動マイク感度切替え機能

縦・横付け替え可能なベルトクリップで使用環境に合わせた装着が可能です。

上面アクセサリージャック

オールインワンパッケージ

上部にアクセサリーケーブルが伸びるので取り回しもスムーズです。万が一
引っ掛けてもピンが抜け、破損を防ぎます。

400mWの大出力

特小クラスで群を抜いたパワフルな音声出力。余裕のある音量で聞き取りも
スムーズです。

本体でもアクセサリー装着時でも、P T T（送信）ボタンを一度押す
だけで最大 3 分間送信を継続することが可能です。

瞬時に音量を切替えるワンタッチボリューム機能※

D19.8mm重さ約120g（リチウムイオン電池含む）
とスリムで軽量です。

高品質と高性能をひとつにした

トーン方式で38 通り、
DC S 方式で10 4 通りの計14 2 通りのグルーピング
が可能で、
他グループの不要な通信の受信を低減します。

V OX 機能

受信時

前面の大型ＰＴＴ
（送信）
ボタンは、送
信の操作性が非常によく、外部マイク
（ P T T ）装 着 時 には 、ワンタッチボ
リューム機能としての利用も可能です。

14 2 通りのグループ通信

♪
◐

周囲の騒音に応じて、
マイク感度を自動で切替えます。静かな環境で
は感度が上がり、小さな声でも通信ができます。

騒音下でも明瞭な音質、
2 段階音質切替機能

騒音の激しい環境では、
高音域を強調した音質に設定することがで
き、聞き返しなどを軽減します。

不要な送信を禁止、
受信専用モード

送信を禁止し、
モニター専用機としての使用が可能です。

中継装置対応、DCS活用 により142 通りのグループ設定も可能に
その他

取扱説明書 保証書

MS5 0 の魅力のひとつは、
オールインワンパッケージ。本体に

MS50はカバレッジ拡張用中継装置FTR-308に対応し、
通信エリアを拡張できます。
電波が届きにくい場所や、
より広いフロアに対応

リチウムイオン電池パック、
充電器、
ベルトクリップが同梱さ
れていますので、
パッケージを開けたその日からお使いいた
だけます。繰返し充電が可能なリチウムイオン電池パックは
継ぎ足し充電もでき、
ランニングコストも軽減できます。

MS50

14, 000

オールインワンパッケージ

本体価格

※上記金額に消費税が別途加算されます。

LA Nケーブル

免許・資格・申請 不要

円（ 税抜）

中継装置 FTR-308

※中継装置は別売となります

小型・軽量・スリム、
スタイリッシュなデザイン。

MS 50 S tyle

さまざまなシーンで
快適な通信環境と
楽しくスムーズなコミュニケーションを

2 010年 good Design賞

M S 5 0 はサポートします。
モトローラMS5 0 は、

お使いになったその日から、あらゆるシーンで活躍します。

カシスレッド

小型軽量、4 色のカラーバリエーション、どんな雰囲気にも

チャコールブラック
カトラリーシルバー

さりげなくマッチし、
ワーク・レジャーシーンの妨げになりません。

パプリカイエロー

カフェやレストランでの接客や厨房とのやりとり、

イベントスペースでの指示、店舗とバックヤード間の連絡、

一目で送受信状態がわかる大型L E Dと
簡単操作のフロント大型P T T ボタン

アミューズメント施設での業務連絡、

さらにスポーツやレジャーでの仲間うちの連携など。

MS5 0 は、業務からレジャーまで

使用環境に対応した多彩な機能
142

手軽で快適なグループコミュニケーションをお届けします。

Group

送信時

音声で自動的に送信を開始するVO X 機能付きなので、
両手が塞がって
いる場合でもスムーズな通信が可能です。

大型LEDインジケータ＆ディスプレイ

大型LEDとディスプレイは、一目で送受信の状態がわかります。LEDランプの
点灯やバックライトは点灯OFFの設定も可能です。

空きチャンネルを自動で検索、
オートチャンネルセレクト機能

同じグループコードに合わせたMS 5 0 同士で、
送信の都度空きチャ
ンネルを探して通信することができます。チャンネルが混みあってい
る場合に有効です。

フロント大型PTTボタン

PT T ワンプッシュで送信状態を継続、P T T ホールド機能
HOLD

薄さ19.8mmのフラットボディ

〈ほぼ実寸〉

ワンタッチで瞬時に音量を切替えることができます。
※外部マイク
（PT T ）を使った場合の機能です。

縦でも横でも装着可能

周囲の雑音レベルを常に監視、
自動マイク感度切替え機能

縦・横付け替え可能なベルトクリップで使用環境に合わせた装着が可能です。

上面アクセサリージャック

オールインワンパッケージ

上部にアクセサリーケーブルが伸びるので取り回しもスムーズです。万が一
引っ掛けてもピンが抜け、破損を防ぎます。

400mWの大出力

特小クラスで群を抜いたパワフルな音声出力。余裕のある音量で聞き取りも
スムーズです。

本体でもアクセサリー装着時でも、P T T（送信）ボタンを一度押す
だけで最大 3 分間送信を継続することが可能です。

瞬時に音量を切替えるワンタッチボリューム機能※

D19.8mm重さ約120g（リチウムイオン電池含む）
とスリムで軽量です。

高品質と高性能をひとつにした

トーン方式で38 通り、
DC S 方式で10 4 通りの計14 2 通りのグルーピング
が可能で、
他グループの不要な通信の受信を低減します。

V OX 機能

受信時

前面の大型ＰＴＴ
（送信）
ボタンは、送
信の操作性が非常によく、外部マイク
（ P T T ）装 着 時 には 、ワンタッチボ
リューム機能としての利用も可能です。

14 2 通りのグループ通信

♪
◐

周囲の騒音に応じて、
マイク感度を自動で切替えます。静かな環境で
は感度が上がり、小さな声でも通信ができます。

騒音下でも明瞭な音質、
2 段階音質切替機能

騒音の激しい環境では、
高音域を強調した音質に設定することがで
き、聞き返しなどを軽減します。

不要な送信を禁止、
受信専用モード

送信を禁止し、
モニター専用機としての使用が可能です。

中継装置対応、DCS活用 により142 通りのグループ設定も可能に
その他

取扱説明書 保証書

MS5 0 の魅力のひとつは、
オールインワンパッケージ。本体に

MS50はカバレッジ拡張用中継装置FTR-308に対応し、
通信エリアを拡張できます。
電波が届きにくい場所や、
より広いフロアに対応

リチウムイオン電池パック、
充電器、
ベルトクリップが同梱さ
れていますので、
パッケージを開けたその日からお使いいた
だけます。繰返し充電が可能なリチウムイオン電池パックは
継ぎ足し充電もでき、
ランニングコストも軽減できます。

MS50

14, 000

オールインワンパッケージ

本体価格

※上記金額に消費税が別途加算されます。

LA Nケーブル

免許・資格・申請 不要

円（ 税抜）

中継装置 FTR-308

※中継装置は別売となります

MS50

使用用途に応じてお選びいただける豊富なアクセサリー

小型タイピンマイク&イヤホン
JSPRN0001

本体価格 3,800円

タイピンマイク&イヤホン
（マイク感度切替え付）
JSPRN0002

（税抜）

本体価格 6,000円

（税抜）

ブームマイクイヤホン

スピーカーマイク

本体価格 4,800円

本体価格 3,600円

JSPRN0003

MS50

JSPMN0001

（税抜）

（税抜）

※マイク／イヤホンを接続した状態で電源を入れたときに、
音量が半分以上で設定されていた場合は、
聴力障害防止を目的に音量が下がる設定になっています。

※乾電池含まず

リチウムイオン電池パック
（930mAh）

アルカリ単3乾電池ケース
（2本使用）

BN60

本体価格 3,000円

JCP L N0001

本体価格 1,600円

（税抜）

（税抜）

20

CHANNEL

特定小電力トランシーバー／技術基準適合証明取得機種 免許・資格・申請不要

モトローラ 特定小電力トランシーバー（中継装置対応）

※MS50本体含まず

6連型充電器
（ACアダプター付）

ソフトケース
JNNLN0002

JCPCN0002

本体価格 18,000円

（税抜）

本体価格 1,800円

（税抜）

※上記金額に消費税が別途加算されます。

仕様
チャンネル数／周波数帯

20ch : 01ch〜11ch ／ 422.0500〜422.1750MHz

送信出力

10mW

低周波出力

400m W以上

12ch〜20ch ／ 422.2000〜422.3000MHz

（12.5kHz ステップ）

防水性能

IPX4 相当（防沫型 = 生活防水クラス）

RoHS

適合品

寸法（突起物含まず）

mm
約100（H） 55（W）19. 8（D）

約100（H） 55（W）26（D）
mm

重量

約12 0 g

約156 g

バッテリー持続時間

内蔵スピーカー使用時 約24 時間

内蔵スピーカー使用時 約40 時間

イヤホン使用時（LED OF F 設定）約36 時間

イヤホン使用時（LED OF F 設定）約60 時間

リチウムイオン電池パック
（BN6 0 ）使用時

（6 秒送信、6 秒受信、48 秒待受時）
充電時間

アルカリ単3 乾電池使用時

ー

約5 時間

通信範囲のめやす
見通しの良い場所

約1〜2 km

郊外地

約 500 m 〜1km

市街地

約20 0 〜300m

※周囲の地形
（途中の障害物など）
や使用条件
（本体を腰に着ける、
手に持つなど）
により通信距離が異なります。
また建物内や建物の中と外の通信では通信距離が短くなることがあります。

モトローラ・ソリューションズ株式会社 PCR事業部
〒106 - 0032 東京都港区六本木1 - 8 -7 アーク八木ヒルズ

TEL (03 ) 6365 -7000

http://motorolasolutions-pcr.jp/

2014

本製品は日本国内の技術基準に適合した認証を取得しています。●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、
ハメコミ合成です。
●仕様は改良等のため、
予告なしに変更することがあります。製品の色は印刷の関係上、
実際の色とは
異なる場合があります。●モトローラ・ソリューションズ株式会社は一般社団法人JBRCに加盟し、
小形充電式電池のリサイクルを実施しています。
ホームページ
（
）
MOTO . MS50 (J )201403

モトローラ・ソリューションズ株式会社

