特定小電力トランシーバー
免許・資格不要

“ 聴く＆話 す ”
基 本 性 能 にこ だ わった
エ ントリー モ デ ル
「トークビット」新 登 場 。

シンプレックス20chに対応。

PTTの1度押しで送信継続、
2度押しで受信状態に。

20chの交互通話に対応。9ch機、11ch機

通常PTTを押している間のみ送信が可能で

いずれとも交信できます。

すが、この機能を使えば送信の始めにPTT
を1度押すと、再度PTTを押すまで送信状

混信を避けて仲間の声だけ受信
「グループモード」。
他のグループと同じchで交信を行うと、お互
いの声が混ざり合って交信しづらくなります。
グループ番号を1〜38の中から選んで設定
するだけで、他のグループと混信することな
く、快適な通話が楽しめます。

態が持続。押し続けている煩わしさもなく、
手軽に使用できます。
※連続送信が3分を超えた場合、受信状態に強制的に戻ります。

突然の電池切れを防ぐ
「バッテリー残量表示」。
残りのバッテリー量を明確に表示。つねに残
量が確認でき、突然の電池切れで交信不能

周囲が騒音でも聴き取りやすい
「ラウドネス」
。
声が聴き取りにくいときに音圧をアップして
聴き取りやすくします。簡単にON/OFF切替

といったトラブルも未然に防げます。

空きchを自動選択
「オートチャンネルセレクト」
。
あらかじめ仲間のグループ番号を設定して

が可能です。
※ONにした場合、バッテリーライフが短くなります。

おけば、PTTを押すだけで自動的に空きｃｈ
を選択。混雑している場所でも混信を避けて
会話が楽しめます。

その他の機能

特定小電力トランシーバー

UTB-10
総務省技術基準適合品
免許・資格不要

オープン価格

● 18 0 °回 転して 収 納 可 能な高 性 能 ヘリカル アンテナ
●視認性の高いバックライト付き大型LCDディスプレイ
採用 ●10種類の呼出音 ●電源の切り忘れを防ぐオー
トパワーオフ機 能（ 2 時 間 固 定 ） ● バッテリーセーブ機
能 ● 弱い信 号を受 信 するためのモニター機 能 ●キー
ロック機能 ●キー操作時のビープ音の有/無を選択可能
●電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー減
電圧警告機能 ●IPX2 防滴Ⅱ形相当（ただしスピーカー/
マイク 端 子にマイクロホンなどが接続されている場合は
防滴にはなりません）

※本機はハンズフリー（VOX機能）、スクランブル機能は対応しておりません。

飲食店・アパレルから、工事現場・倉庫など幅広いビジネスシーンで愛用されています。

● その他のオプション

● 高強度オプション

EMC-5F

EMC-11

イヤホン付きクリップマイクロホン
（マイク感度切替付き）
希望小売価格 7,900円（税抜き）

EMC-12

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）

EMC-3

イヤホン付きクリップマイクロホン
（耳掛けタイプ）
希望小売価格
4,200円（税抜き）

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）

HMC-3(G)
ヘッドセット
（感度調整VOL付きVOX機能内蔵）
希望小売価格
7,000円（税抜き）

KHS-35F
ヘッドセット（耳掛けタイプ）
希望小売価格
5,200円（税抜き）

UCM-100
コントロールマイクロホン
希望小売価格
3,800円（税抜き）

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。
快適な装着感の耳掛けタイプ

KHS-21

HS-9(G)

SMC-34(G)

USC-3(G)

ヘッドセット（PTTスイッチ無し）
希望小売価格
3,800円（税抜き）

プチホン型イヤホン
希望小売価格
1,500円（税抜き）

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）

キャリングケース
希望小売価格
2,500円（税抜き）

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）

装着が目立たない

UHS-2

UBC-2(G)

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）

UBC-4

ツインチャージャー
（電源内蔵 ACコード同梱）
希望小売価格
7,500円（税抜き）

シングルチャージャー
（ACアダプター同梱）
希望小売価格
2,500円（税抜き）

UPB-5N

SB-4

ニッケル水素バッテリーパック
希望小売価格
2,900円（税抜き）

ネックストラップ
希望小売価格
1,400円（税抜き）

騒音下でも聞き取りやすい

UHS-3

● 交信距離

カナルタイプ
イヤホン
希望小売価格
2,600円（税抜き）

建物が林立する市街地

約 100〜200m

見通しのよい場所

約 1〜 2km

見通しのよい場所ほど、遠くと交信しやすくなります。表中の距離は、無線機を手に
持って使用した際の目安ですが、無線機の位置や障害物などの諸条件により変化し
ます。なお、
アンテナを体から離し高く位置させることで、交信距離は向上します。

● 仕様
項 目

説 明

チャンネル数

シンプレックスモード 20ch（9 +11ch）

使用周波数

400MHz帯

送信出力

10mW

電波型式

F3E

外部低周波出力

90mW 以上（8Ω負荷、10%歪）

電源電圧

DC 4.5V

使用温度範囲

−10℃〜 + 50℃

外形寸法

W55.5×H103.9×D26.0mm（突起部含まず）

本体質量

約170g（アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし）
50時間
60時間

ニッケル水素
バッテリーパック
（UPB-5N）

付属品

内蔵スピーカー

17時間

イヤホンマイク
（EMC-3）

20時間

〈測定条件〉
送信6秒受信6秒待ち受け48秒
の繰り返し
（バッテリーセーブON
送信出力10mW 室温25℃）

103.9

バッテリーライフ

内蔵スピーカー
イヤホンマイク
（EMC-3）

アルカリ乾電池

73＊

（単位：mm）
＊公差含む

ベルトフック／ 取扱説明書／保証書
55.5

※本機はハンズフリー（VOX機能）、スクランブル機能は対応しておりません。

●本カタログの内容は2015年8月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●当社はトークビットの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。●本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。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●直射日光が当たる車内に放置することはお避けください。
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。

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
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