アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは：

特小ガイドシステム送信機
（半複信27ch専用トランシーバー）

DJ-TX31
オープン価格

ご注 意

JANコード 4969182361100

特小ガイドシステム受信機
（半複信・単信47chレシーバー）

DJ-TX31の標準付属品はベルト
クリップEBC-28のみです。別売の
イヤホンマイクやスピーカーマイク
が必要になります。

DJ-RX31
オープン価格

JANコード 4969182361094

免許・資格
不要
送信時間に制限が無いB-18chと、通話エリアがグンと広がるL-9chを搭載。
受信の終わりに聞こえる
「ザッ
！」
ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。
無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。

DJ-RX31 の標準付属品

送信中の声をモニターできるコールバック機能。
チャンネル、1−7番のグループトーク番号などは内部のスイッチで簡単設定、
操作は電源スイッチと音量ボリューム調整だけ。
DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
幅52.8mm×高さ73.8mm×薄さ14.6mm、乾電池を含んで約64ｇと
驚きの小型・軽量サイズ。(突起物・イヤホンやマイクは含まず)

本体/ネックストラップ
・EME-50 イヤホン
（ケーブル長80cm)
3.5φプラグの耳掛け式イヤホン
左右どちらの耳でも使えます。

マイクプラグを
保護するベルトクリップ
DJ-TX31に付属/EBC-28

受信機はブラック
通話（受信）距離の目安
屋内・連続ガイド
50m程度
屋外・高出力ガイド 300m程度
※屋内は建物の構造により通話エリアは
大きく変わります。

送信機はシルバー

実物大

使用可能時間
単3形アルカリ乾電池×1本 約 29時間（BSオフ 約10時間）
ニッケル水素バッテリー/EBP-179 約 26時間（BSオフ 約 9時間）
※上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、
ご使用の条件によっては
大きく異なる場合があります。

充電時間の目安
ニッケル水素バッテリー/EBP-179

約6時間

※上記の時間は放電状態のパックを満充電するときのおおよその値です。
※リフレッシュ放電に必要な時間も満充電状態から約６時間です。

搬入実績 : 工場見学、美術館の展示品説明、
ツアーガイド、外国人向け翻訳サービス、
スポーツのレッスンやコーチ、バイク教習所など。
見学や視察のガイドに…

観光や展覧会、展示会のガイドに…

必要な機器はガイドの持つDJ-TX31
とビジターの数のＤＪ-ＲＸ31だけ。

レッスンや教習に…

複数のガイドが対応するようなシーンで
も、
ビジターの数やグループ数が一定で
なくても柔軟に対応します。

大声を出さずに済み、
スマートで効率の
良い指導ができます。

ご注意：
○海外では日本の特定小電力無線機の運用は違法となる恐れがあります。海外でのご使用はお控えください。
○特定小電力無線は業務用ワイヤレス・マイク式のガイドシステムより、使用できる１ｃｈ当たりの電波の幅が狭い規制があるため音質は若干劣ります。音楽や効果音
など音声以外の内容を含むガイドには適しません。
○DJ-TX31は中継ペアチャンネルの421MHz帯の受信はできません。
また、DJ-TX31は440MHz帯の中継受信はできますが、中継器へアクセスすることはできません。
○DJ-RX31は中継ペアチャンネルの440MHz帯の受信はできません。中継受信などにお使いの時は、中継器側の送信周波数帯をB側
（421MHz帯送信）
に設定し
てください。DJ-RX31は、兄弟機のDJ-RX3とはチャンネル設定が異なります。混在させるときはご購入前に販売店にご相談ください。

【DJ-TX31に推奨の業務用イヤホンマイク/スピーカーマイク】
イヤホンマイク

価格はすべて、本体価格
（税別）
です。

【バッテリーと充電器】詳細はHPをご覧ください。
ニッケル水素バッテリー
シングル充電器セット
ツイン充電器セット
ツイン連結充電スタンド
充電器用ACアダプター
（スペア）
EDC-186R連結用ACアダプター

イヤホンマイク

EME-21A（グレー）

EME-29Ａ

￥6,000

￥6,000
耳かけ型

カナル型

左右どちらの耳でも使えます。

イヤホンマイク

イヤホンマイク

EME-21AB（黒）

￥6,000

共通
PTTロック付

カナル型

EME-57A

EBP-179
EDC-185A
EDC-186A
EDC-186R
EDC-139
EDC-162

※最多5個まで連結できます。

￥6,000

カナル型 / 耳かけ専用

スピーカーマイク

ツイン充電器セット
EDC-186A

EMS-59

￥3,500

EME-46A

EBP-179

1.2V 1900mAh

マイクユニットはすべて共通（黒）
で、
イヤホンのみ形状や色が異なります。

ヘッドセット

¥1,500
¥3,800
¥5,800
¥4,500
¥1,800
¥7,000

回転式クリップ付き

VOXやコールバック機能は使えません。

￥10,000

3.5φイヤホンジャック付

＊PTTロックはありません。

咽喉イヤホンマイク

EME-39A

￥39,800

充電池の劣化を低減できるリフレッシュ機能が
付いたシングル・ツイン・連結の各充電器、充実
したバリエーションのイヤホンマイクなどアルイン
コならではの多彩なオプションアクセサリー群！

DJ-TX31 用マイク

EME-29AM

シングル充電器セット
EDC-185A

￥4,500

＊PTTロックはありません。
カナル型イヤホン付属

【DJ-RX31用別売イヤホン】

＊消耗品のマイクスポンジ、
イヤホン、
イヤホンのイヤーパッドや
スポンジ、耳かけはスペア部品を販売しています。アクセサリー
同様、販売店でお求めください。

標準付属品のスペアイヤホン EME-50 ¥1,800

ストレートコードイヤホン

カールコードイヤホン

￥1,500

￥1,800

EME-26

EME-6

オープンエアー型

オープンエアー型

定格
【一般仕様】

チャンネル数 / DJ-TX31=半複信27chのみ
DJ-RX31=単信/半複信47ch

周波数範囲
421.5750〜421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信

使用温度範囲 /−10℃〜+50℃

421.8125〜421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信

充電 0℃〜+40℃

440.0250〜440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信

定格電圧 / DC1.5V
（電池端子）

440.2625〜440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信

消費電流 /

422.2000〜422.3000MHz / RX31のみ Lch単信

・送信
（DJ-TX31）
：約140mA

422.0500〜422.1750MHz / RX31のみ Bch単信

・受信：待ち受け時 約160mA

電波型式 / F3E（FM）

・定格出力時：約190mA

〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3−4日本橋プラザビル14階

03‐3278‐5888（代表）

●大阪営業所

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋４丁目４−９淀屋橋ダイビル13階

06‐7636‐2361（代表）

●福岡営業所

〒812-0013 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 2 丁目1 3−3 4エコービル2 階

092‐473‐8034（代表）

W52.8×H73.8ｘD14.6mm アンテナ長：28mm
重量
（アルカリ乾電池含む）/ 約64g
【送信部】DJ-TX31のみ
送信出力 / 10mW/1mW
通信方式 / 半複信

●

●東京営業所

外形寸法
（突起物除く）/

【受信部】
受信感度 /−14dBμ以下
（12dB SINAD）

取扱い店

※カタログのご請求は、
最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
※このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。

注意

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」
をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。

ホームページのURL

http://www.alinco.co.jp/

FNFLEIEF-AX
Ver.1.0.0TXRX31

