
デジタルワイヤレス
インターカムシステム

DCM-3000シリーズ

インカム通話専用子機。ファンクションボタンにより、ワンプッシュで一斉個別
／グループ切替などの操作が行えます。連続使用時間 15 時間。アンテナ内蔵。ボ
ディは衝撃や落下に強い堅牢構造。

システム全体を制御し、インカムユニット、サブコン
トローラーなどを接続します。

送受信周波数
送信出力
電源
使用時間
動作温度範囲
外形寸法 /質量
仕上げ
適合チャージャー

1.9GHｚ帯
10ｍW（平均）
DC3.7V（充電式リチウムイオン電池使用）
約 15時間（フル充電時）
0～ 40℃
W53×H122×D21.5ｍｍ / 約 100g（クリップ含まず）
ABS樹脂＋PC樹脂 ブラック
DCM-C11、DCM-C12

インカム：1.9GHｚ帯 ワイヤレスマイク：800MHz 帯
インカム：10ｍW（平均） ワイヤレスマイク：5mW
DC3.6V（充電式リチウムイオン電池使用）
約 8時間（フル充電時）
0～ 40℃
W53×H142×D21.5ｍｍ / 約 140g（クリップ含まず）
ABS樹脂 ダークブルー
DCM-C11、DCM-C12

インカム通話およびアナウンス放送兼用子機。800MHz 帯ワイヤレスシステム
へアナウンス放送が行えます。連続使用時間 8 時間。アンテナ内蔵。ボディは衝
撃や落下に強い堅牢構造。

●本システムは、ARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。運用にあたっては電波法など、法律に基づいた運用が必要です。●本機は、1,895.15 ～ 1,905.95MHz の全帯域を使用する無線
設備です。本機には、1.9GHz 帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示すマーク  1.9 - P が表示されています。●この機器の使用周波数帯では、PHSの
無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。1. この機器は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、事前に電波測定を行い、PHS等に影響しな
いか検証をお奨めします。万一、この機器から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、お買い上げ販売店、またはお近くのサービス窓口にご連絡頂き、混信回避のための処
置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。2. その他お困りのことが起きたときは、お買い上げ販売店、またはお近くのサービス窓口にお問い合わせください。●本製品は PHSと同様の周波数帯（1.9GHz
帯）と平均出力（10mW以下）になっておりますが、医用機器のすぐ近くで使われることが想定される場合は、事前に十分な検証を行った上で導入するようにしてください。●バッテリーは消耗部品です。部品交換は保証期間内でも
有償とさせていただきます。●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●ここに掲載している商品は業
務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。　●このカタログの記載内容は 2019年 3月末現在のものです。改良などのため、製品の仕様およびデザインを予告無く変更する場合があります。

安全に関する

ご注意
●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●火災・故障・感電などの原因となることがありますので、水、湿気、
　湯気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。

【販売業者欄】

DCM-TR300
ポータブルトランシーバー

DCM-M300
メインコントローラー

セルステーションの増設など、システム拡張時に
使用します。

外部機器の音声信号をインカム通話に入力したり、
インカム通話の音声や制御信号を外部機器に出力
可能。（最大接続台数 10台）

DCM-M310
サブコントローラー

DCM-AF30
音声入出力ユニット

インカム機能および外線電話の発着信の操作を集
約。ファンクションボタンに必要な機能を自由に
設定できます。音量調整機能付きモニタースピー
カーを内蔵。（最大接続台数 10台）

DCM-MC30
多機能操作器

無線接続で子機との送受信を行う基地局（3 チャン
ネル）。最大 64 台まで増設可。子機との到達距離は
直線見通し屋外約 100ｍ/ 屋内約 30~60ｍ。防水レ
ベル IPX3準拠（防雨タイプ）です。

DCM-T300
セルステーション

子機および専用バッテリーチャージャー。C11 は子
機またはバッテリーを最大3台同時充電でき、C12
は子機最大 6 台とバッテリー 3 個の同時充電がで
きます。

DCM-C11/DCM-C12
チャージャー

ワイヤレストランシーバー

機器仕様

DCM-WT20

DCM-TR300 DCM-WT20

コントロールマイクロホン
DCM-UM8（別売）

コントロールマイクロホン
DCM-UM20（別売）

DCM-UM20の子機登録には別売の
子機登録ソフトウェアキットが必要です

顧客サービスの向上は
インカム選びから

無線局免許
資格不要

実寸大

《 本 社 》〒590-0931 大阪府堺市堺区錦之町西 3丁 3-27　℡.072-222-8880

製品に関するお問合せ
受付時間 平日 9:00 ～ 19:00（土曜は 18:00 まで）
《大阪支店》℡.072-221-8700《東京支店》℡.03-5800-0717
《名古屋支店》℡.052-777-0030《福岡支店》℡.092-432-3130
《札幌営業所》℡.011-231-3600《仙台営業所》℡.022-246-9110
《広島営業所》℡.082-264-2424《四国営業所》℡.087-802-8210
《金沢 S.S.》℡.076-292-2250《熊本 S.S.》 福岡支店が承ります

ホームページも
ご覧ください

アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス株式会社
SCD20210524 



『DCM-3000』シリーズ

セルステーションの空き状況や電波環境により、通話の途切れが生じる場合もあります。
セルステーションは一度に３台までの子機と接続が可能。
DCM-WT20はシームレスハンドオーバーに対応していません。

※

クリアな音質で遅延のない 1.9GHｚ帯デジタル
コードレス電話規格を採用。
アナログ方式に比べ盗聴漏えいのリスクが低く、多目
的に使われている無線LANより電波干渉を受けにく
い利点があります。

安心･安全･安定の1.9GHｚ帯

経済産業省「特定サービス産業動
態統計調査」からの類推値

1 店舗あたりの
平均従業者数

約　　　　名26

※子機、多機能操作器、音声入出力ユニット合計で最大96者（多
階層など、通話可能な空間を複数に分けられる場合）。同一空
間では、子機最大 48 台（外部からの妨害波がなく、理想的な
電波環境の場合）。電波環境や設置状況により、接続できる子
機台数は少なくなります。

スタッフ全者間の同時通話環境を実現

DCM-WT20はヒアリングモードに対応していません。

アナウンス放送には、800MHｚワイヤレスシステムが別途必要です。
DCM-WT20のみの機能です。

※

インカム通話からスタッフの一体感

受信のみでよいスタッフがいる場合は、ヒアリングモー
ド（受話専用）を使用します。セルステーションの台数を
減らせるため、システム価格を抑えることができます。

セルステーション1台につき、ヒアリング「マスター」1台が接続可能。
以下「スレーブ」として、最大19台にマスターの受話内容が流れます。

そのまま店内アナウンス

システム価格を抑える（ヒアリングモード）

セルステーション間の移動時は、元の接続を維持し
たまま次のステーションへ接続します。広範囲を移
動しながらの通話でも、音声途切がありません。

通話途切れ
なし

歩き回っても通話途切れなし

セルステーション

セルステーション

TR300

移動先の
セルステーション

DCM-WT20は本機能に対応していません。

多機能操作器は「発着信｣｢転送｣「保留」「内線呼出し」など、一般的な電話
機能を備えています。

店外からインカム通信へ参加

公衆
回線網

携帯／加入電話

グループ通話

個別通話

一斉通話

一斉通話
多機能操作器

同タイプの機種を持ち込んでも、メインコントローラー「DCM-M300」
に登録した子機以外は、システムに接続できない「子機登録制」がさらに
情報保護を高めます。

年齢確認に
向かいます

迷惑駐車の
常習です

121番台
解消しました

音声入出力ユニット「DCM-AF30」を使用して、
ホールコンや顔認証、車番認証などの音声をインカム
通話に出力することができます。

ホールコン情報を取込む

DCM-AF30 は出力にも対応しています。モニタースピーカーにインカ
ム通話を流せば、ホールの動きを音声から把握することができます。

１８歳未満を
検知しました

【顔認証システム音声例】

121 番台
アウト点検

要注意車両を
検知しました

【車番認証システム音声例】

【ホールコンピューター音声例】連続使用時間15ｈ（DCM-TR300）

フル充電でオープンからラストまで

09:00

24:00

いらっしゃいませ

DCM-WT20の連続使用時間は８時間です。

ありがとう
ございました

気を付けていても不意をついてやってくる充電切れ。『DCM-TR300』
なら、営業途中のバッテリー交換なしにご使用いただけます。

CCTV & AV SYSTEM

余裕の最大96者間通話※余裕の最大96者間通話※

300台店から大型店までカバー300台店から大型店までカバー
遊技機遊技機

営業中の全スタッフが､良好な通信コン
ディションで情報の受発信ができる仕様
にこだわりました。

多層階店舗で 複合施設で多層階店舗で 複合施設で

最大８グループに分けた運用が可能最大８グループに分けた運用が可能

フロア別、担当別などグループ単位で指
示・伝達ができます。1台の子機を複数の
グループに所属させることも可能です。

ヒアリングモード
「マスター｣に設定

ヒアリングモード「スレーブ」に
設定（計20台まで）

自転車の鍵
届いてない
ですか

遊技台の呼出し
お願いします

予定通りです

プリペイドを
取り忘れたという
お客様が…５スロに

２名回して
ください

店長から外線
入ってます

玉詰りでした

7コース
計数フォロー
お願いします

630番台
打ち方が不自然に
見えます

みんなの意見を
聞かせて欲しい
のだが･･

Ｂ班休憩
入ります

声出して
いきましょう

カメラ映像
確認中です 本日も

宜しくお願い
します

シームレス
ハンドオーバー（　　　　　）

マネージャー
から外線です

インカム通話と 800MHｚワイヤレスの高音質アナウ
ンス放送を１ボタンで切替可能。
放送中もイヤホンでインカム通話を聞くことができます。

外線電話を多機能操作器「DCM-MC30」および子機で
グループ着信可能。外部からインカム通信への参加がで
きます。

遊技台の
お呼び出しを
申し上げます

キーマンだけではなく勤務中の全スタッフが、「必要なとき」「必要な相手」とどこ
にいても業務コミュニケーションをとることができる「最適な手段」

すべてのスタッフをつなぎ、
顧客サービス向上、セキュリティ強化へとつなぐ。
すべてのスタッフをつなぎ、
顧客サービス向上、セキュリティ強化へとつなぐ。

連絡や指示手段だけでなく、職場のムードメイクにも
インカム通話が一役かっています。

一日の営業のなかで、スタッフの気持ち
や意識が一堂に会し、面と向かいあって
コミュニケートしているような瞬間が
何度もあります。


