


P R O D U C T S
スタイリッシュなボディーながら、

業務用としての耐久性と優れた通話品質を追求。

スムーズな接客に役立つ数々の機能を搭載した

特定小電力トランシーバーUBZ-S27/S20。

特定小電力トランシーバー

UBZ-S27
希望小売価格 39,800円（税抜き）
総務省技術基準適合品
免許・資格不要

特定小電力中継器

希望小売価格 45,000円
　　　　　　　　 （税抜き） 

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

ノクターンブラック B 〈原寸大〉

UBZ-S27/S20の共通機能

免許や資格なしで店舗での使用が可能

簡単設定で複雑な配線・設置工事は不要

エマージェンシー機能

ハンズフリー運用可能

UBZ-S27/S20その他の共通機能

広い店舗でも
安定した通話が可能な
レピーター（中継器）対応

さりげなく装着できる小型軽量 & フラットボディー

オールインワンパッケージ

本体は縦でも横でも装着可能

店舗用に最適なスタイリッシュ×耐衝撃性ボディー

免許も資格も申請も不要で、購入したその日から使用できます。また、通話
料や電波利用料も一切かかりません。

通話の設定はもちろん、レピーター（中継器）やベース機の設置も簡単に行えます。
大がかりな設置や配線工事を必要とせず、購入したその日からお使いいただけます。

緊急時には送話者ID※とエマージェンシーメッセージ※を付加したエマージェ
ンシー信号を通話対象者に一斉送信できます。また、周囲に注意喚起を促
すために、スピーカーから警告音を出す設定も可能です。
※ 送話者IDとエマージェンシーメッセージ付加は「UBZ-S27」のみ

音に反応して送信と受信待ち受けを自動的に切り替える“VOX”機能や、
PTTキーを1度押すと送信を継続し、もう一度押すと終了する“PTTホールド”
設定を搭載し、ハンズフリーでの応答が可能です。
※〈VOX対応〉のオプショナルアクセサリーが必要となります。

オートパワーオフ　　バッテリーセーブ　　バッテリー残量表示

特定小電力中継器UBZ-RJ27
（別売）を介して交信を行なうこと
で、広い範囲でより安定した通話
が可能です。また、入り組んだ建
物内では、電波をさえぎる壁や機
器を避けるように配置することで、
交信の死角を減らします。

アンテナやボリュームツマミなどの突起物を外観から無くし、ユニフォームや
陳列商品へ引っかかることのない外観としています。また、軽量でコンパク
トなボディーと相まって高い装着自由度を実現しています。

メモリー効果が無く、継ぎ足し充電可能なリチウムイオン充電池と充電器を
同梱しています。また確実に本体をホールドし、縦横いずれの方向にも装
着可能なベルトホルスターも付属しています。

姿勢変化による性能変動の少ない緩
指向性アンテナを内蔵。縦横それぞれ
の装着状態、また、使用者に姿勢変化
が生じた際にも安定した送受信性能を
提供します。
※筐体の外にアンテナの出ている機
種と比べると最大通話距離が若干
短くなります。

多様化するユニフォームに合わせたスタイリッシュなフォルムとしながらも、
耐衝撃性樹脂“ポリカーボネート”製のボディーを採用し、アメリカ国防総省
の規格である、MIL-STD810Fの落下衝撃試験に対応した「業務用」の耐
久性を実現しました。また、「UBZ-S20」 にはユニフォームに合わせて選べ
るホワイトバージョンもラインナップに加えました。



特定小電力トランシーバー

UBZ-S20
希望小売価格 29,800円（税抜き）
総務省技術基準適合品
免許・資格不要

ルミナスブラック B 〈原寸大〉 スノーホワイト WH 〈原寸大〉

UBZ-S27の機能

3メモリー＆メモリースキャン バックヤードオフィスや厨房、
倉庫などへの設置に
最適なベース機

デジタルシグナリング搭載

その他の共通機能

*レピーターアクセスモードの1ch～18ch設定時のみ有効

注：  UBZ-S27/S20は約300坪程度までの単層階の屋内店舗において快適な通信が行え
るように設計されていますが、ご使用する環境によっては通信可能距離が変化しますのでご
注意下さい。

チャンネル番号をはじめとする諸情報をメモリーキー（【M1】、【M2】、【M3】）
に登録してワンタッチで呼出しなどを行なえます。例えば、午前中は【M1】
に登録された宴会場Aのスタッフとして働き、午後は【M2】に登録してある
宴会場Bへまわる。夕方からはレピーター（中継器）を使用している【M3】
の大会議場のスタッフとして働くというような場合に非常に便利です。また、
登録されたメモリーはスキャンして待ち受けることも可能です。

UBZ-S27の機能を踏襲しながら、大き
めのキーをゆったりと配置。また、ベース
機用として十分な音量を確保していま
す。机上/壁面どちらにも設置可能。
AC電源で使える使い勝手の良いベー
ス機です。

およそ一店舗内で10名を超えるような大人数での使用環境におすすめの
デジタルシグナリング搭載。店長や売場責任者など特定のメンバーや所属
するグループだけを呼出す、選択呼出しや、誰が送信者かわかる送話者ID
表示機能、接客中の応答に便利な、Yes/Noボイスメールなどにより、効率
的な通話を行なうことが可能です。

選択呼出し（全員呼出し/所属グループ呼出し/個別呼出し）が可能。3つのメモリ
ーキーに割り当てればより簡単に呼出し可能です。

接客中の問いかけなどに対し、直接話さなくてもワンプッシュで「はい/お待ち下さい/
いいえ」のボイスメールを返信できます。

チャンネルの設定変更を音声でアナウンス。液晶表示の視認しにくい環境・装着
状態でのチャンネル変更や視覚障害のある方のご使用をアシストします。

あらかじめ登録されている定型メッセージ（最大4桁/8種類）をリストから選んで送ることが可能です。

送信者のIDが液晶画面に表示され、誰からの問いかけであるのか視認することができます。

※選択呼出し機能のご使用にはID登録をはじめとする各種選択呼出し設定が通話対象
全機で必要となります 

※送話者ID表示は送信側・受信側双方に選択呼出し設定が必要です。

※音声データは工場出荷時に搭載してあるものからは変更できません。
※Yes/Noボイスメールは選択呼出しで呼ばれた場合にのみ送信可能です。

10通りの所属グループ呼出し、100通りの個別呼出しが可能

Yes/Noボイスメール

ボイスアナウンス機能

定型テキストメッセージ（ステータスメッセージ）

送話者ID表示（自局ID送信機能）

特定小電力ベース機

UBZ-S700
希望小売価格 59,800円
　　　　　　　　　 （税抜き）

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

● 全47チャンネル装備  ● 38グループモード（過去機種互換）  ● 3キー

リモコン対応（対応OP使用時）  ● ボイススクランブル機能  ● オートチャ

ンネルセレクト  ● コールトーン  ● モニター  ● 送信禁止機能  ● 送信

出力切替（10mW/1mW*）  ● チャンネル非表示機能  ● キーロック

UBZ-S700の機能



高強度アクセサリー（マイク・イヤホン類）

定格および付属品

その他のアクセサリー

EMC-5F
イヤホン付き
クリップマイクロホン
（マイク感度切り替え付き）
〈ハンズフリー（VOX）対応〉

希望小売価格 7,900円（税抜き）
JANコード：4975514043965 EMC-3

イヤホン付き
クリップマイクロホン
希望小売価格 3,900円（税抜き）
JANコード：4975514022748

快適な装着感の耳掛けタイプ

UHS-1
イヤーフックタイプイヤホン
希望小売価格 2,900円（税抜き）
JANコード：4975514048670

装着が目立たない

UHS-2
アコースティックチューブイヤホン
希望小売価格 3,800円（税抜き）
JANコード：4975514048588

騒音下でも聞き取りやすい

UHS-3
カナルタイプイヤホン
希望小売価格 2,600円（税抜き）
JANコード：4975514048687

UCM-100
コントロールマイクロホン
〈ハンズフリー（VOX）対応〉

希望小売価格 3,800円（税抜き）
JANコード：4975514048571

EMC-11
イヤホン付き
クリップマイクロホン
希望小売価格 4,700円（税抜き）
JANコード：4975514051069 EMC-12

イヤホン付きクリップマイクロホン
（耳掛けタイプ）
〈ハンズフリー（VOX）対応〉

希望小売価格 4,200円（税抜き）
JANコード：4975514052844

HMC-3(G)
ヘッドセット
（感度調整VOL付きVOX機能内蔵）
〈ハンズフリー（VOX）対応〉

希望小売価格 7,000円（税抜き）
JANコード：4975514013982

HS-9(G)
プチホン型イヤホン
希望小売価格 1,500円（税抜き）
JANコード：4975514014132

UPB-6L
リチウムイオンバッテリーパック
希望小売価格 6,600円（税抜き）
JANコード：4975514048915

UBC-5ML
ACアダプター（充電台6連結用）
希望小売価格 4,000円（税抜き）
JANコード：4975514050888

※UBZ-BM20R、UBZ-BH47FR、
TCP-U90Fにも使用可能

KHS-29F
ヘッドセット
（耳掛けタイプ）
〈ハンズフリー（VOX）対応〉

希望小売価格 4,900円（税抜き）
JANコード：4975514048830

SMC-34(G)
リモコン対応ボリューム付き
スピーカーマイクロホン
希望小売価格 5,000円（税抜き）
JANコード：4975514014002

SB-4
ネックストラップ
希望小売価格 1,400円（税抜き）
JANコード：4975514048625

KHS-21
ヘッドセット
（PTTスイッチ無しのシンプルタイプ）
〈ハンズフリー（VOX）対応〉

希望小売価格 3,800円（税抜き）
JANコード：4975514039319

UCM-100はUHSシリーズイヤホンと
組み合わせてご使用下さい。
UCM-100単体では使用できません。

UBZ-S27/S20 UBZ-S700

チャンネル数 47ch（シンプレックスモード20ch+
セミデュプレックス［レピーターアクセスモード］27ch）  

47ch（シンプレックスモード20ch+
セミデュプレックス［レピーターアクセスモード］27ch）  

使用周波数帯 400MHz帯 400MHz帯 
送信出力 10mW/1mW*1 10mW/1mW*1 
電波型式 F3E,F2D F3E,F2D 
低周波出力 45mW以上（8Ω負荷10%歪率時） 45mW以上（8Ω負荷10%歪率時） 
電源電圧 DC 3.8V DC 5.5V 
使用温度範囲 -10℃～+50℃ -10℃～+50℃ 
外形寸法 幅49.6 ×高さ100 ×奥行22.3mm（突起物含まず） 幅150.3 ×高さ50 ×奥行210.3mm（突起物含まず） 
本体質量 約98g（UPB-6L［リチウムイオンバッテリーパック］含む） 約440g

バッテリーライフ※ 内蔵スピーカー使用時 ： 約15 時間
外部スピーカー使用時*2 ： 約20 時間 ー

付属品
リチウムイオンバッテリーパック（UPB-6L）/充電器/

ベルトホルスター/マイクプラグ固定金具/
取扱説明書/保証書/サービス拠点一覧表

マイクプラグ固定金具/マイクフック/本体固定用ネジ/
ACアダプター/取扱説明書/保証書/サービス拠点一覧表

*1:レピーターアクセスモードの1ch～18ch設定時のみ有効　　*2:コントロールマイクロホン［UMC-100］+イヤーフックタイプイヤホン［UHS-1］接続時の値
※ 測定条件:送信6秒/ 受信6秒/ 待ち受け48秒の繰り返し動作を送信出力10mW 、バッテリーセーブ機能ON、室温25℃の条件で測定。バッテリーライフは周囲温度やボリューム位置、バッテリーの劣化度合いなどの使用条件により変動します。

http://jp.my-kenwood.com● ユーザー登録（My-Kenwood）をご利用ください。

お買い上げいただいたケンウッド製品をご愛用いただくために、弊社ホームページ内でユーザー登録することをおすすめします。 
● ケンウッド「ビジネス向け商品」ホームページから業種別推奨プラン等をご覧いただけます。 www2.jvckenwood.com/business/
●JVCケンウッド丸の内ショールーム／〒100-0005 東京都千代田区丸ノ内3-4-1 新国際ビル（03）3213-8775 営業時間／平日10:00～18:00 土・祝日11:00～17:00（変更になる場合があります。）●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの取扱店に
ご相談ください。●もし取扱店がおわかりにならないときは株式会社JVCケンウッド プロフェッショナル&ヘルスケア事業部 プロフェッショナルシステムマーケティング統括部 無線システム営業部Tel:045-443-3122まで。●このカタログの内容は2014年4月現在のものです。
●定格・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●当社はデミトスの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年所有しています。●このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●直射日光が当たる
車内に製品を放置することはお避けください。 

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と
「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。
「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。 

●お買い求めは当店で

カタログ番号　 2014年4月作成MAA-UBZS1404(NK10)

トランシーバーweb通販　　www.radioonline.shop/
Radio Online（レディオオンライン）
140-0004 東京都品川区南品川 2丁目 6-13

フリーダイヤル：0120-571-598
平日 10:00～17:00（土日祝休）ご注文は24時間受付


