特定小電力無線
業務用特定小電力無線機

HX832D
免許・資格・申請不要

的確な指示・連絡で、業務をスムーズに安全に――。
さまざまなビジネスをサポートする便利な無線機。 免許も資格も申請も不要な
特定小電力無線なら、
ご導入もラクラク。同時
通話と単信方式の両用ができる
効率のいいHX832Dをおすすめします。合理
化を促進するための
無線機そのものが合理的でなかったら、
話にな
りません。
同じ特定小電力無線でも、
違いは、
はっきりと
スタンダードです。
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同時通話と単信の有能な1台2役。
しかも簡単操作。ビジネス現場に
即応するHX832Dです。
同時通話と単信の両用で、2 倍おトク。
業務用では、希少な無線機です。電話感覚の同時通
話ができて、全体一斉連絡や各部署・個人への連絡
など柔軟な連絡網がつくれる単信もできます。

「ケータイ」スタイルで同時通話 OK。
ヘッドセット類がなくても、同時通話ができます。薄型
コンパクトな本体を耳にあてて、
「ケータイ」のように
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お話しください。もちろんハンズフリー通話も可能。

働く人のために。簡単・快適連絡。
直感的にわかりやすい、
とにかく簡単な操作。気軽に
即戦力になります。また大型スピーカーや多彩な便利
機能が快適な通話をお約束します。

●建築・土木などの工事現場で。安全誘導・連
絡に。同時通話も単信も大活躍。●工場の構内

Douji tuuwa

連絡用に。●大型ショッピングセンターの連絡用
として。●倉庫をはじめ、物流センターでは、ス

HX832D

2way

Reasonable

Useful

Solution

ピーディな荷役作業に。●大型駐車場では車の
誘導に。●テーマパークなど、
スタッフ間連絡に。
●牧場や農場などでの連絡に。●ホテルなどの
観光施設で。●各種団体・学校の催事に。●警

Kougo tuuwa

備会社の連絡用無線機としてうれしい兼用機。
●広告・SPやTV 関係では、
イベントやロケに。

働く人の立場になった、いい働きをする特定小電力無線機です。
電池では約30時間(複信で約19時間)。また市販の
ACアダプターを使って外部電源(DC4.5〜6V)も。

現場にあわせて、通話方式が選べて、便利。

わかりやすい操作で、
どなたでもスムーズに。

あるときは電話感覚の同時通話、
あるときは交互に

同時通話もできる、単信もできる、いろんな便利なこ

話す単信。業務用無線機で効率のよい両用ができ
るHX832Dです。アクティブな現場では話が早い同

ともできる――。なのにHX832Dは操作がとても簡
単。お買い求めいただいて、即、同時通話ができる

時通話。全体一斉連絡や部署連絡、個人への連絡
というように、柔軟かつ多彩な連絡網がつくりたい現

ようにしました。単信へのモード変更は、電池収納
部にあるディップスイッチをON/OFFするだけ。通話

場では、単信。用途にあわせて幅広く活躍します。

モードを半固定的にできますので、
あたかも単信と同
時通話の2タイプの無線機を所有している感覚でご
利用になれます。前面4ボタンは、単信モード時にの
み動作する設計で、
ワンタッ

「ケータイ」スタイルで、ハンズフリーで。
いつもの電話のように耳にあててお話しください。
「もしもし」で気ラクにスタート。と

チの連絡網メモリーボタンと
して使えるようにしています。
●ディップスイッチ

ても自然に通話できます。これなら
無線になれない人でも安心。もち

※バッテリーライフは、単信が送信30秒・受信30秒・待ち受け
4分の繰り返しで使用した場合の測定値。電話モードは通話3
分・待ち受け12 分で使用した場合です。

混信を防ぎ必要な連絡だけを。秘話機能も装備。
同一チャンネルの電波を受信してもID番号が一致
しないとシャットアウト。単信用に50種、同時通話用
に99種の番号をチャンネルごとに設定可能。たとえ
ば単信用で20ch×50 通りの組み合わせができま
すので、ほぼ完全に不要な音声をカットして、必要な
用件を必要な部署・人だけに伝達できます。また企
業秘密が守れる秘話モードも装備しました。

屋外業務に強い設計。大型スピーカーを
備え、ボディは日常生活防水。

ろん従来の同時通話型無線のよ
うに、ヘッドセットなどを使えば、便

アクティブな業務を支援する薄型・軽量ボディ。

利なハンズフリー通話もできます。

軽量で、手持ちバランスのいいカタチです。薄さわず
か21mm、軽さ139g(リチウムイオン電池使用時)。ポケッ

持ちやすく話しやすいスタイルの HX832D。薄型・

回線自動接続や、連続通話の1mW出力も。
安全確保に待ったなし。作業中にいちいちボタンを
押している暇はありません。そこで威力を発揮する
自動着信。もちろん携帯電話のように、
コールボタ
ンを押して回線接続することも可能。また安全第一
の作業現場では、回線をつなぎ放しにできる1mW
モードにすることもできます(27chのうちの 18ch)。

同時通話でグループ一斉連絡がラクラク。

ひとまわりワイドな32φ大型スピーカーが騒
音下でもはっきりとメッセージを伝達。また多
少の雨程度なら平気な日常生活防水設計。

トに収納しても、腰に装着しても、軽快に携帯できる
コンパクト設計です。動きの激しい作業に好適です。

同時通話・単信両用
業務用特定小電力無線機
(同時通話 27ch・単信 20ch 実装)

HX832D

わずか2本の単3で長時間。充電池も付属。
経済的な無線機です。繰り返し充電にもバッテリー

一般的に同時通話無線では全体への一斉連絡が

性能の劣化が少ないリチウムイオン充電池を付属。
もちろん、安価で入手しやすい単3乾電池も使えま

面倒でした。HX832Dなら、同一チャンネルを使って
いるグループ全体に一斉に通報できますので、いざ

すので安心です。しかもわずか 2 本。そのうえ省電
長寿命設計。単3アルカリ乾電池なら単信で約50

というときの緊急連絡も、
スピーディに行なえます。

時間(複信で約30時間)も使えます。リチウムイオン

【主要付属品】●リチウムイオン電池
パック●充電器●キャリングケース

免許・資格・申請不要
※ HX832D の同時通話モード(27ch)
は、STANDARD の HX824/MBL88と
互換性があります。

■HX832Dの通話距離の目安

HX832D 強化オプション
同時通話用
CALL 付きヘッドセット

CHP832
ハンズフリー通話ができる
インカムタイプのヘッドセット。

同時通話用 CALL 付き
タイピン型マイク&イヤホン

単信用
CMP815B
タイピン型マイク&イヤホン

CMP832

CMP815B/CMP816C

襟元につけて話せる
超小型マイク。
同時通話で
ハンズフリー。

タイピンタイプの超小型マイク。
CMP816Cは騒音下に強いタイ
プで高耐久性イヤホン付属。
CMP816C

リチウムイオン電池パック
CNB832 (750mAh)
付属品と同等の充電池。

単信用 PTT 付き
ヘッドセット

CHP832/815用ヘッドバンド

CHP815

CMB820

インカム感覚で
アクティブに話せる
ヘッドセット。

CHP832/815 用
ヘルメットクリップ

充電器

CMB821

付属品と同等の充電器。

CSA832

●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」をよくお読みください。
●水、湿気、
湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原
因となります。
【商品を安全にご使用になるために】●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な
場所に停車させて操作を行なってください。
【この製品には保証書がついています】●「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

市街地
見通しの良い場所

単信モード

同時通話モード

300〜500m

100〜300m

1〜2km

0.5〜1km

※周囲の地形や建物などにより、通話距離は変化します。

HX832D 定格
【一般仕様】●送受信周波数/400MHz帯の47チャンネル●通信方式/
単信方式または複信方式●電波型式/F3E●発振方式/周波数シンセ
サイザー方式●定格電圧/3.0V●接地方式/マイナス接地●動作温度
範囲/-10℃〜+50℃●寸法/122(H)×42(W)×21(D)mm(突起物除く)
●質量/145g(単３乾電池２本使用時)●アンテナ/固定式ヘリカルア
ンテナ
【受信部】
●受信方式/ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信
感度/単信時=-7dBμ以下(12dB SINAD測定法による)、複信時=-4dB
μ以下(12dB SINAD測定法による)●スケルチ感度/-14dBμ●低周
波出力/60mW以上(8Ω負荷、10%歪時)●消費電流/約20mA(バッテ
リーセーブ時)、約50mA(待ち受け時)【送信部】●変調方式/リアクタ
ンス変調●送信出力 /10mW/1mW ●消費電流 / 約70mA

HX832Dは総務省の「技術基準適合証明を受けた特定小電力無
線局」に該当する400MHz帯無線機ですので、免許・資格・申請も
不要で、誰でもお買い求めいただいたその日からご利用になれます。

お求めは信用とサービスの当店で

株式会社スタンダード

www.standard-comm.co.jp

本社:〒153-8645 東京都目黒区中目黒 4-8-8 ☎ 03-3719-2231
札幌営業所
仙台営業所
東京ビジネス営業所
名古屋ビジネス営業所
大阪ビジネス営業所
広島営業所
福岡営業所
開発東京営業所
開発大阪営業所

〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82 ☎ 011-231-5000
〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13
☎ 022-308-3466
〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎ 03-3719-2171
〒465-0093 名古屋市名東区一社3-127 ☎ 052-702-8521
〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3
☎ 06-6337-6501
〒730-0003 広島市中区白島九軒町21-15 ☎ 082-222-5169
〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8
☎ 092-441-9121
〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎ 03-3719-2002
〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3
☎ 06-6337-6578

●お問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードまで、
どうぞ。
●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は、印刷の関係上、実際のものと多少異なる場合があります。●このカタログの内容は2006 年 12月現在のものです。
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