無線機プロショップだから、
免許・申請も安心！

【取扱製品・メーカー】

こんな時にも無線機がオススメです！
※機種によって機能が違いますので、詳しくはお問合せ下さい。

仲間と何台かの車に分かれてドライブの時に

家族や親戚、仲間と複数の車でドライブにお出掛けの時など、
トイレタイムの連絡や立ち寄り先の指示、また複数同時通話
機能で会話を楽しみながらのドライブが可能です。
◎マイクスピーカー付きなので、車両内で使用可！道交法に対応
今、
高速を
降りたよ〜

次の
コンビニに
寄って〜

登山や釣りなどアウトドアシーンでも

携帯電話の繋がらない場所でも無線機なら安
心です！緊急時の連絡や集合の合図など、様々
なアウトドアシーンでも無線機が活躍します。

災害時にも安心

災害時、携帯電話は繋がりにくくなることがあ
りますが、無線機は端末同士で直接やりとりで
きるため、お互いの電波が届く範囲であれば、
通信が可能です。

無線機
アイコム、アルインコ、
ケンウッド、CSR、八重洲無線、MCA、各社
IP無線、各社特定小電力トランシーバー、登録局デジタル簡易無線
アンテナ・周辺機器
クリエート・デザイン、
コメット、サガ電子工業 第一電波工業、DXア
ンテナ、ナガラ電子工業、日本アンテナ、マスプロ電工 エーオー
アール
その他
エス・イー・シー、エモテーター、協和ハーモネット グラスファイ
バー工研、
ケテル、第一コネクター、
トーコネ、
日章工業 日本通信エ
レクトロニック、
ハイモンド・エレクトロ社

【会社概要】
社 名：株式会社 旭無線
代表者：代表取締役 白鳥貴己
所在地：〒078-8212 北海道旭川市2条通21丁目右10号
電 話：0166-33-1010 FAX0166-31-7177
設 立：昭和44年8月1日
資本金：2,500万円
業 種：業務用無線、
アマチュア無線、IP無線
業務内容：
無線機及び周辺機器の販売、アマチュア無線技士養成講習会開
催、
アマ・業務免許申請及び更新代行
■JAIA会員、陸上無線協会会員
●取引方法/銀行振込み、代引き、
クレジット、
リース、
ローン
●発送/代引き、着払い

イベント会場でも

5条

グループ全体への一斉呼び掛けや、
グループご
とへの呼び掛け、一人への呼び掛けなどの機
能が備わっていますので、大勢のスタッフが作
業を行う現場などで無線機が活躍します。

様々な業種で活躍する無線機！

通

39

旭川四条駅

4条

通

●旭川市立
朝日小学校

3条

通

2条

通

高砂酒造●

建設や運送業など様々
な業種の現場で無線機
が活躍します。

1条

通

宮下

旭無線

通
旭川宮下郵便局●

旭無線

ニトリ●

旭川厚生病院●

無線通信機器・防犯・防災・システム機器販売

プロショップならではの安心対応！

株式会社

個人・法人資格の登録不要

〒078-8212 北海道旭川市2条通21丁目右10号

弊社で資格登録済みの機器をレンタル致しますので、お客様
の方で、面倒な登録作業は不要です。

全国各地への持ち込み可能

用途や使用場所に合わせて弊社で登録を済ませますので、全
国各地の現場で無線機をご利用いただけます。

旭川東警察署●

古物商 許可証番号 北海道公安委員会 第123130001604号

FAX（0166）31-7177

メール／info@asahi-musen.co.jp

業 務 無 線／☎（0166）33 - 1010 （9：00〜18：00）
アマチュア無線／☎（0166）31 - 1753 （10：00〜18：00）
公式サイト

（日曜日〜17：30）

https://rental.asahi-musen.co.jp

300
無線機レンタル価格

/1日

1台

円〜

※デジタル登録局：5W30chモデル、急速充電器、小型マイクスピーカー付き
※1台あたり300円の他に基本料金1,500円が別途かかります。

33-1010

（0166）

、
応じて
用途に
を
ン
プラ
様々な います。
して
話
ご用意
にお電
お気軽 い。
くださ

IPトランシーバー

、
機は
タル
ン
も
レ
販売ります。
お
して

5Wトランシーバー

レンタル料金

携帯電話回線を利用する通信システムです。音声をパ
ケット化して電話回線を通して電波を飛ばすので、従来
の無線機と違い通話エリアが広く、地下やトンネル内の
ような遮断物が多い場所でも通話が可能というのが特
徴です。 ※通信範囲は各携帯電話会社のサービスエリア内

携帯電話圏内

IPトランシーバー／1台あたり
期間

使用料（基本料金含）

1週間

￥4,980（税別）

1ヶ月

￥13,780

（税別）

備考
※予約制（ご使用日の1週間前）

￥8,800（税別）

2ヶ月目

特定小電力トランシーバーは電波の出力が10mW以
下とされています、デジタルトランシーバーはその
100倍（１W）
と500倍（５W）の出力に設定できます。
一般的に出力と通信距離は正比例しませんが、3倍か
ら5倍程度の通話エリアが確保できます。
※周囲の状況によって異なります。

3km

レンタ
ル機
販売 は、
してお も
ります
。

5Wトランシーバー／1台あたり
標準セット
※セット内容は写真と違う場合が御座います。

バッテリー

急速充電器

期間

基本料金 ※初回レンタル時のみ

使用料／日額

1日間

￥1,500（税別）

￥300（税別）

お得！マンスリープラン

標準セット
※セット内容は写真と違う場合が御座います。

期間

基本料金 ※初回レンタル時のみ

使用料／月額

1ヶ月

￥1,500（税別）

￥4,980（税別）

※予約制（ご使用日の1週間前）

バッテリー

急速充電器

ACアダプター

スピーカー
マイクロフォン

※17日間以上、30日間以内ご使用の場合は、
マンスリープランがお得です。
※マンスリープランをご契約の場合、2ヶ月目以降は、月額1台￥4,980のみでご利用いただけます。
ACアダプター

スピーカー
マイクロフォン

主な特徴
多重通話
同時通話
割り込み通話

携帯電話と同じように、同時通話は
もちろん、多人数での多重通話も
可能なので、電話会議のような使
い方も出来ます。重要な連絡を割
り込んで伝える割り込み機能も有
ります。

●業界最小クラスのコンパクトサイズ
約59（W）
×95（H）
×32（D）mmは、LTE回線を使うトランシーバー端末とし
て業界最小クラスのコンパクトさです。

●防塵・防水IP67
屋外や水にぬれやすい環境でも気にせず使えるIP67の防塵・防水性能を備
えていますので、
アウトドアや登山、屋外の現場でも安心して使用できます。

レンタル流れ
❶ まずは、お電話ください。 （0166）33-1010
※申請・登録設定等、
お渡しまでに日数が掛かります。
ご使用の1週間前を目安にご予約ください。

❷ ご本人確認の書類をご用意ください。

主な特徴
マルチチャンネル
待ち受け機能

※運転免許証コピー、
マイナンバーカード、名刺、住民票など
※法人様の場合は、登記簿謄本など

❸ 貸し出し

●レンタル料は前金となっております。
●貸出期間は、貸出日から返却日当日分も含まれます。
●返却日を過ぎる場合は別途延滞料がかかります。延長される
場合は、事前にご連絡ください。

※保険加入をご希望の方は、事前にご相談ください。
注）貸出機の改造、変更、紛失、通常以外の使用による故障は当社が定める補償費用をご負担頂きます。

●携帯電話が圏外でも使用可！

複数のチャンネルをスキャンしながら待ち受
けを行い、信号が入ったチャンネルで相互通
話をすることが出来ます。
グループで異なっ
たチャンネルを使っているような場合、全体
を管理する管理者がグループ全体のチャン
ネルをモニターしながら相互通信をするこ
とができます。

山奥やトンネル内など、携帯電話が使えない状況でも、
デジタルならではの雑
音の少ないクリアな音質の通信が可能です。

●最高クラスの防塵・防水IP68
防塵・防水性能は、
クラス最高のＩＰ６８です。雨や粉塵などが気になる工事現場
でも安心して使用できます。
また、雨天時バッテリー交換が必要な場合でも水
の侵入などを心配することなく安心して使用することが可能です。

