
ワイヤレスサービスコールワイヤレスサービスコール

コンパクト化 
体積比（従来型発信器比） 

40％削減 

ワイヤレスサービスコール

ECE3102K

ワイヤレスサービスコール

ECE3102K

ワイヤレスサービスコール

ECE3102K

ワイヤレスサービスコール

ECE3102K

■寸法図（寸法表示単位：mm） 
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ワイヤレス発信器 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） 小電力型 

ワイヤレス発信器 

ワイヤレス発信器 

新

●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

こだわりのデザインがこだわりの空間に溶け込みます。 

かわいらしいデザインがテーブルに彩りを添えます。 

■特長 
●落ち着いた店舗の雰囲気と調和するデザイン。 
●省スペースのコンパクトサイズ。 
●発信時はランプが点灯し、操作音が鳴動。 
●大きな押ボタンで高い操作性を実現。 

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）

HECE3336B02 
希望小売価格17,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（黒墨  こくぼく）

■店舗と調和を図るカラーバリエーション 
MECE3332S03 
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
（いぶし銀  いぶしぎん）

HECE3336S03 
希望小売価格17,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（いぶし銀  いぶしぎん）

MECE3332M03 
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
（紫檀  したん）

HECE3336M03 
希望小売価格17,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（紫檀  したん）

9ECE3332R02 
希望小売価格16,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレス発信器みやび
（朱漆  しゅうるし）

9ECE3336R02 
希望小売価格18,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（朱漆  しゅうるし）

※みやび用の取付金具はございません。
※盗難防止機能（タンパースイッチ）はありません。

注）防水構造ではありません。

※9オーダー商品は100台以上の御注文で対応させていただきます。

■テーブルを彩るカラーバリエーション 

9ECE3342G03 
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（キウイグリーン）

9ECE3346G03 
希望小売価格14,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（キウイグリーン）

SECE3342A04 
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（モカブラウン）

HECE3346A04 
希望小売価格14,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（モカブラウン）

SECE3342A03 
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（ラテブラウン）

HECE3346A03 
希望小売価格14,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（ラテブラウン）

9ECE3342N02 
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（チェリーピンク）

9ECE3346N02 
希望小売価格14,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（チェリーピンク）

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）

SECE3640W 
希望小売価格590円〈税抜〉
発信器ファンシー用取付金具
（ホワイト）

SECE3640A04 
希望小売価格590円〈税抜〉
発信器ファンシー用取付金具
（モカブラウン）

SECE3641W 
希望小売価格590円〈税抜〉
（ホワイト）

SECE3641A04 
希望小売価格590円〈税抜〉
（モカブラウン）

HECE3346J01 
希望小売価格 
14,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（マンゴーオレンジ）

9ECE3342Y04 
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（レモンイエロー）

9ECE3346Y04 
希望小売価格14,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（レモンイエロー）

■特長 
●丸みのあるかわいらしいデザイン。 
●省スペースのコンパクトサイズ。 
●発信時はランプが点灯し、操作音が鳴動。 
●大きな押しボタンでお子様から高齢者の方
まで操作しやすいユニバーサルデザイン。 

■発信器をテーブルに固定する場合 

●テーブル厚：12.5㎜～44㎜の場合

●テーブル厚：44㎜～70㎜の場合

※9オーダー商品は100台以上の御注文で対応させていただきます。

コンパクト化 
体積比（従来型発信器比） 

32％削減 

ランプ点灯 

発信と同時に 
ボタンの周囲が点灯し、 
操作音が鳴動。 

ランプ点灯 

発信と同時に 
ボタンが点灯し、 
操作音が鳴動。 

■仕様 

＋20%
－50%1mW

定　格　電　圧 

消費電力・電流 

電　池　寿　命 

電 波 の 種 類  

使 用 周 波 数 

送　信　出　力 

I D の 数 

電波到達距離 

操　　作　　音 

使用周囲温度 

 

備　　　　　考 

DC3V（単4乾電池×2本）（別売）

小電力型ワイヤレス発信器みやび、ファンシー 
ECE3332,ECE3342※2

小電力型ワイヤレス発信器みやび、ファンシー 
（1.5秒長押し消去機能付） 
ECE3336,ECE3346※2

待機時　10μA以下　　動作時　50mA以下
約1年（40回/日）
特定小電力無線

約1000万通り

ピッ音

0～＋40℃

CH1（426.0250MHz）、CH3（426.0500MHz）、CH5（426.0750MHz）、
CH7（426.1000MHz）（周波数設定スイッチにより選択）

障害物のない場所での水平見通し距離  約100m（周囲環境により短くなる場合があります。）  ※1

●呼び出した発信器を1.5秒長押しすると、
　番号消去できます。

※1.電波が届きにくい場合は、中継器または増設アンテナをご使用いただき、動作をご確認ください。　※2.全色同じ仕様です。

● ● ● ●

● ● ● ●

ご注文お伺い 
致します 

長押しすると 
呼出番号は 
消える。 

お客様が釦を押すと 
受信器に番号が表示 
される。 

ピッ 

ピ 

ー 

■卓上型発信器 

■発信器 

■集中発信器 

※マルチタイプの場合

SECE3201K 
希望小売価格29,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービスコール集中発信器

SECE3312W 
希望小売価格12,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービスコール
卓上型発信器（ホワイト）

HECE3316W 
希望小売価格14,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（ホワイト）

SECE3312H 
希望小売価格12,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービスコール
卓上型発信器（ダークグレー）

HECE3316H 
希望小売価格14,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（ダークグレー）

SECE1706KP 
希望小売価格 
11,800円〈税抜〉
小電力型
ワイヤレスコール
ペンダント発信器

SECE1703P 
希望小売価格 
12,800円〈税抜〉
小電力型
ワイヤレスコール
スリー発信器（ホルダー付）

SECE3610 
希望小売価格500円〈税抜〉
卓上型発信器用取付金具
※テーブル取付可能厚：12.5㎜～44㎜
SECE3611 
希望小売価格500円〈税抜〉
※テーブル取付可能厚：44㎜～70㎜
※適合機種：ECE3312･ECE3316

（マルチタイプの場合）
※遠隔操作用として使用することもできます。
※遠隔操作用で使用する場合、動作切替スイッチをワンタッチ点灯側にしてください。
（マルチタイプ・シンプルタイプの場合）
※集中操作器の裏面にある動作切替スイッチでボタンを押したときに点灯させるか、消灯させるか選択できます。

SECE3251 
希望小売価格28,100円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービスコール集中操作器

呼出連絡・番号消去を集中操作できます 

（マルチタイプの場合）
※ECE3107使用時も1台で消去可能です。
（シンプルタイプの場合）
※8窓につき1台必要です。
　ただし増設表示器に受信器と同じ番号を
　表示させる場合は集中消去器は1台のみ
　で対応可能です。

SECE3206 
希望小売価格27,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービスコール集中消去器

呼出番号消去専用発信器です 

※マルチタイプのみ使用可能です。
※登録発信器自身の登録は遠隔操作
　ではできません。

SECE3203 
希望小売価格29,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービスコール登録発信器

遠隔操作で追加登録できる発信器です 

遠隔操作用 壁掛型 呼出順消去用 取付金具 
（ラウンド用） 

来客センサー 
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

■長押し消去機能対応発信器　 ※盗難防止機能（タンパースイッチ）はありません。

SECE3312A01 
希望小売価格12,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービスコール
卓上型発信器（ミディアムブラウン）

HECE3316A01 
希望小売価格14,000円〈税抜〉
（1.5秒長押し消去機能付）
（ミディアムブラウン）

SECE3322 
希望小売価格 
12,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレス
サービスコール
壁掛型発信器

SECE3710W 
希望小売価格 
3,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービス
コール卓上型発信器用
ナプキンスタンド（ホワイト）
（発信器別）

※マルチタイプのみ使用可能です。

ご注文をお伺いする際に、 
その場ですばやく番号消去できるので… 

消し間違いによる 
接客漏れ、 

注文伺いの重複防止！ 

長押し消去機能で利便性の向上を実現します 

HECE3316W 
希望小売価格14,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービスコール
卓上型発信器
（1.5秒長押し消去機能付）（ホワイト）

※カラーバリエーションは 700頁参照 

HECE3346J01 
希望小売価格14,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレス発信器　ファンシー
（1.5秒長押し消去機能付）（マンゴーオレンジ）

HECE3336B02 
希望小売価格17,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレス発信器　みやび
（1.5秒長押し消去機能付）（黒墨  こくぼく）

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 

●機能 

ボタンの位置に対応した表示番号が 
消去されます。 

（例）①のボタンを押すと、①の位置に表示 
　　されている番号が消去されます。 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

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 

●機能 

各ボタンにお好きな番号を登録してその 
番号を表示、または消去させることができます。 

ボタンの位置に対応した表示窓が点灯 
または消灯します。 

（例）①のボタンを“10”と登録すれば①のボタン 
　　を押して“10”と表示させることができます。 

（例）①のボタンを押すと、左上の窓が点灯します。 

マルチタイプ マルチタイプ マルチタイプ マルチタイプ 

●機能 

1～99の任意の番号を押して番号を 
表示、消去させることができます。 

（例）番号押しボタンで59と押して 
　　呼出ボタンを押すと受信器に“59”と 
　　表示されます。 

●機能 

受信器本体をさわらずに発信器の 
追加登録を行うことができます。 

（例）登録発信器で受信器を 
　　登録モードにしてから（①）、 
　　発信器を動作させて登録する（②）。 

699頁参照 

① ②

※カラーバリエーションは上記参照

① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

● ● ● ●

● ● ● ●

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

新 新

注）取り付ける発信器がモカブラウン
色の場合は、モカブラウン色の取
付金具を、それ以外の色の発信
器の場合は、ホワイト色の取付金
具をお選びください。

SECE3712W 
希望小売価格 
15,000円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービス
コール卓上型発信器
（ナプキンスタンド付）
（ホワイト）

SECE3720W 
希望小売価格 
3,500円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービス
コール卓上型発信器用
メニュースタンド（ホワイト）
（発信器別）

SECE3722W 
希望小売価格 
15,500円〈税抜〉
小電力型ワイヤレスサービス
コール卓上型発信器
（メニュースタンド付）
（ホワイト）

ピ
ッ 

ピ
ッ 

699頁参照 

※盗難防止機能（タンパースイッチ）はありません。

700 701
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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


