
ワイヤレスサービスコール

ワイヤレスサービスコール 

マルチタイプ マルチタイプ 

天井吊り下げ金具を使って、天井から吊り下げる
ことができます。 
マルチタイプは受信器と副表示器をフロアの中央
に設置して両面表示をする事も可能です。 

天井吊り下げ金具

SECE3650 
希望小売価格 
6,800円〈税抜〉

パイプ吊具

SFP22336 
希望小売価格 
3,200円〈税抜〉

注）ECE3157は
　  天井吊り下げできません。

※2台まで使用可能

受信器が見えにくい場所に。 
受信器と同じ番号を表示します。 

SECE3107 
希望小売価格200,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービスコール
副表示器（マルチタイプ）（2台まで）

副表示器

受信器1台で1～99までの呼出番号を表示するマルチタイプ。 

※受信器、副表示器間は配線が必要です。

注）防水構造ではありません。

SEC95352 
希望小売価格1,800円〈税抜〉 
増設スピーカー（1台まで）

■来客センサー ECE3102Kの場合 

屋内専用

SECE1801P 
希望小売価格21,800円〈税抜〉 
小電力型ワイヤレスコール
熱線センサー発信器

SECE1681P 
希望小売価格 
25,000円〈税抜〉 
小電力型ワイヤレス中継器

電波到達距離 
約100m

（障害物のない場所での 
水平見通し距離）※ 

SEL731W 
希望小売価格39,000円〈税抜〉 
ガイドサポ（接点入力・センサー無）
（直付タイプ）（ホワイト）

（速結端子）
AC100V

AC100V

SECE3501 
希望小売価格22,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレス用アンテナ
（2台まで）

SSHN811K 
希望小売価格5,300円〈税抜〉
埋込ボックス（1コ用）

適合埋込ボックス

2階など電波の届きにくい 
場合に使用します。 

2階など電波の届きにくい 
場合に使用します。 

副表示器は2台まで 
接続可能。 
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オリジナルメッセージでご案内 

シンプルタイプ シンプルタイプ 受信器1台で8表示できます。増設用受信器により表示の増設も可能です。 

SECE3152 
希望小売価格 
110,000円〈税抜〉 
小電力型ワイヤレスサービスコール
受信器（シンプルタイプ）

AC100V

※受信器にはナンバーカード（1～8番）を1組
同梱しています。増設表示器1台にはナン
バーカード（1～32番）を1組同梱しています。
33番以上のカードは9オーダーとなります。
松・竹・梅等、数字以外のカードも9オーダ
ーにて対応します。

※電波が届きにくい場合は増設アンテナや
ワイヤレス中継器をご使用いただき、動作
をご確認ください。

電波到達距離 
約100m

（障害物のない場所での 
水平見通し距離）※ 

※電波が届きにくい場合は増設アンテナや
ワイヤレス中継器をご使用いただき、動作
をご確認ください。

※ECE3152とECE3157の組み合わせ例

SECE3102K 
希望小売価格 220,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービスコール受信器
（マルチタイプ）

受信器

増設用

※光る増設スピーカー（WQN970W）も
　接続できます。（3台まで）
　但し、別途AC100V電源が必要です。

SECE3332B02 
希望小売価格15,000円〈税抜〉 
小電力型ワイヤレス発信器
みやび（黒墨  こくぼく）

SECE3342J01 
希望小売価格12,000円〈税抜〉 
小電力型ワイヤレス発信器
ファンシー（マンゴーオレンジ）

新 新

※使用可能発信器は 724、725頁をご参照ください。 

SECE3332B02 
希望小売価格15,000円〈税抜〉 
小電力型ワイヤレス発信器
みやび（黒墨  こくぼく）

SECE3342J01 
希望小売価格12,000円〈税抜〉 
小電力型ワイヤレス発信器
ファンシー（マンゴーオレンジ）

新 新

※使用可能発信器は 724、725頁をご参照ください。 

728頁参照 

SEL731W 
希望小売価格39,000円〈税抜〉 
ガイドサポ（接点入力・センサー無）
（直付タイプ）（ホワイト）

（速結端子）
AC100V

オリジナルメッセージでご案内 728頁参照 

AC100V

SEC95352 
希望小売価格1,800円〈税抜〉 
増設スピーカー（1台まで）
※光る増設スピーカー（WQN970W）も
　接続できます。（3台まで）
　但し、別途AC100V電源が必要です。

AC100V

SECE3157 
希望小売価格55,000円〈税抜〉 
小電力型ワイヤレスサービスコール
増設表示器（シンプルタイプ）
（9台まで）

SECE3501 
希望小売価格 
22,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレス用アンテナ
（2台まで）

SSHN811K 
希望小売価格5,300円〈税抜〉
埋込ボックス（1コ用）

適合埋込ボックス

●この商品は報知・連絡用であり生命救済、犯罪防止を目的にした機器ではありません。
●電波の届く距離は使用場所によって短くなる場合があります。ご注意

■特長 

発信器、送信器は受信器から1m以上離してください。 注 

お客様の番号を呼出し順に表示「呼出順表示」 

客席からの連絡と厨房からの連絡を分けて表示できる「2段表示」 

使い方や運用に応じた番号消去の方法が選べる「番号消去」 

客席からの“催促”も表示できる「再呼出表示」 

店内の雰囲気に合わせられる「明るさ調整」 

離れたところから発信器の追加登録ができる「遠隔操作」 

トイレからなどの呼出を優先して表示する「優先呼出表示」 

客席と厨房からの 
呼出音を個別に設定できる 「グループ別設定」 

●この商品は報知・連絡用であり生命救済、犯罪防止を目的にした機器ではありません。
●電波の届く距離は使用場所によって短くなる場合があります。ご注意

天井吊り下げ 来客報知 電波が届きにくい場合に使用します。 
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※設定により小さい番号順表示もできます。

上段表示、下段表示、優先呼出表示の各グループ毎に報知音（呼出時、
消去時）、消去方法、接点出力の有無を設定できます。 
※各番号個別に設定はできません。

表示した番号の消去方法には4通りあります。 

●使用可能な消去用発信器 

2. 同ボタン消去 
　※同ボタン消去の場合、ワイヤレス中継器は使用できません。

1. 別ボタン消去

3. タイマー消去

下段表示

上段表示

優先呼出

集中操作器、スリー発信器で来客報知「入／切」・音量調整・明るさ調整
を遠隔操作できます。 

ECE3251

集中操作器での遠隔操作 
（マルチタイプのみ） 

スリー発信器での遠隔操作 
（マルチタイプ、シンプルタイプ） 

呼出順消去 

優先呼出消去 

（未使用） 

全消去 

（未使用） 

明るさ切替 

来客報知 
入／切 

音量切替 

ECE1703P 
※番号表示は
　できません。

来客報知 入/切釦 

音量切替釦 

明るさ切替釦 

※マルチタイプは1釦型の発信器でも来客
報知 入／切、音量調整、明るさ調整それ
ぞれの遠隔操作が可能です。（シンプルタ
イプでは使用できません。）

※シンプルタイプでは遠隔操作用としては使用でき
ません。
※裏面の動作切替スイッチをワンタッチ点灯側にし
てください。

ご使用になる環境に合わせて表示の明るさを４段階から選択できます。 

25%

50%

75%

100%

※同ボタン消去設定時は使用できません。

① 発信器「5」が押される。 ②「5」の発信器が
　  1.5秒長押しされると消去。

設定例 

グループ 

上段表示 

下段表示 

優先呼出 

使用例 

客席

厨房

トイレ

呼出時報知音 

ポーン

ピンポン

プププー

消去時報知音 

ブー

ブー

無音

消去方法 

タイマー消去

同ボタン消去

別ボタン消去

接点出力 

無

無

有

4. 長押し消去 
　※発信器は1.5秒長押し消去機能付（ECE3336、ECE3346、ECE3316）をお選びください。
　※受信器側の消去モードは別ボタン消去にしてご使用ください。ワイヤレス中継器は使用できます。

① 発信器「5」が押される。 ② 再度、発信器「5」が押される。
　（点滅状態）

受信器 
マルチタイプ 
シンプルタイプ 

集中消去器 
○
○

集中操作器 
○
○

集中発信器 
○
―

呼出順消去用発信器 
○
―

※

マルチタイプ マルチタイプ 

マルチタイプ マルチタイプ 

シンプルタイプ シンプルタイプ マルチタイプ マルチタイプ 

シンプルタイプ シンプルタイプ マルチタイプ マルチタイプ 

シンプルタイプ シンプルタイプ マルチタイプ マルチタイプ 

マルチタイプ マルチタイプ 

マルチタイプ マルチタイプ 

① 発信器「5」が押される。 ② 再度、発信器「5」が押される。

表示したあと設定時間が経過すると
自動的に消去。（10秒～5分）

① 発信器「5」が押される。 ② 発信器「1」が押される。

※遠隔操作用として登録 右列参照 

① Aグループ（テーブル席）の
　 発信器「２」が押される。

② Ｂグループ（厨房）の
　 集中発信器で「25」を発信。

Aグループ 

Bグループ 

マルチタイプ マルチタイプ 

●飲食店で使用の場合　Aグループ…テーブル席  Bグループ…厨房

集中消去器 呼出順消去用発信器

呼出用の発信器と別に
消去用の発信器を使って消去。

高い位置に取り付けた受信器を操作すること 
なく、遠隔で発信器の追加登録ができます。 

7窓目、8窓目に通常の呼出表示がある場合でも、 
番号が一時消え、優先呼出が優先して表示されます。 

呼び出した発信器を再度押すと消去。

登録発信器

① 優先呼出用の発信器「U1」が押される。 ② 優先呼出用の発信器「U2」が押される。

■ご使用例 

シンプルタイプ シンプルタイプ マルチタイプ マルチタイプ 共通 

飲食店での呼出連絡 ショッピングセンターでの 
レジの釣銭切れ連絡 薬局窓口からの呼出 
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699698 希望小売価格には消費税は含まれておりません。
在庫
区分

代理店様に在庫を
お願いする商品

※地区により積送期間が異なります。大口の
　ご注文につきましては事前にご相談ください。5

メーカーに在庫を
している商品S

受注後○営業日以内に
工場出荷する商品

KL
M

受注後○日以内に
工場出荷する商品

HJ
OP


