
イヤホンマイクシリーズイヤホンマイクシリーズ
特定小電力トランシーバー/デジタル簡易無線機用

■ALINCO/MOTOROLA対応

■接続プラグ形状
　無線機本体に接続します。

屈曲性能：当社比 1.4倍　引張性能：当社比 2倍
■イヤホンマイクPROシリーズは耐久性が向上し (当社比 )、業務使用・毎日使用の方にお勧め
　モデルです。
■接続プラグは金メッキ処理で腐食が無く長時間の使用でもノイズが入りにくいモデルです。

■KENWOOD対応
■特殊機能
　・ハンズフリー機能 (VOX) が可能です。
　・同時通話型トランシーバーにも対応します。
■接続プラグ形状
　無線機本体に接続します。

対応モデル名等の詳細
はこちらへアクセス

接続プラグ (Fタイプ /FRC対応 )　　　　              　　FPG-22F/FPG-23F/FPG-24F/FPG-25F/FPG-26F

接続プラグ (Kタイプ /KENWOOD対応 )　　              FPG-22K/FPG-23K/FPG-24K/FPG-25K/FPG-26K

接続プラグ (Aタイプ /ALINCO/MOTOROLA対応 )　      FPG-22A/FPG-23A/FPG-24A/FPG-25A/FPG-26A 

■FRC対応
■特殊機能
　・ハンズフリー機能 (VOX) が可能です。
　・同時通話型トランシーバーにも対応します。
■接続プラグ形状
　無線機本体に接続します。

　保証期間
　正常な状態でご使用中に、製造上の不備に
　起因する故障がご購入後1ヶ月以内に生じた
　場合には、当社が無償保証致します。この場
　合には、ご購入日を証明できる領収書などの
　ご提示が必要です。

■マイク・PTTスイッチユニット
　MIC/PTT unit
①PTTスイッチを押すと送信します。
　PTTスイッチ押さない状態で受信
　可能になります。
②ユニット背面クリップ
ka((360°回転)で操作しやすい場所に
　装着してご使用ください。
■イヤホンエレメント
③ EARPHONE
■接続プラグ
④無線機本体に接続します。
( プラグタイプ別参照 )

各部の名称と操作

接続プラグタイプ別参照

②

③イヤホン

L1 L2
マイク部 (上部 )

※マイク音が小さい
　場合は口を近づけ
　て話してください。

④

　インナータイプ
・FPG-22シリーズ
　L1:約875mm
   L2:約460mm

　耳掛けタイプ
・FPG-23シリーズ
　L1:約895mm
   L2:約420mm

カナル ( 大 , 中 , 小 )
3個付属

　カナルタイプ
・FPG-24シリーズ
　L1:約920mm
   L2:約440mm

　耳当てスピーカータイプ
・FPG-26シリーズ
　L1:約920mm
   L2:約445mm

■FPG-22/23/24/26シリーズ ■FPG-25( スピーカーマイクロホン ) シリーズ

①

約
48
0ｍ
ｍ

各部の名称と操作
■マイク・PTTスイッチユニット
　※IP67　防塵・防水仕様
①PTTスイッチを押すと送信します。
　PTTスイッチ押さない状態で受信
　可能になります。
②マイク
③スピーカー
④背面クリップ
　360°回転。操作しやすい場所に装着
　してご使用ください。
■イヤホンジャック(φ3.5)
⑤ オプションのイヤホンを接続できます。
　※対応品番は、弊社ホームページを参照
　　してください。
■接続プラグ
⑥無線機本体に接続します。
　(プラグタイプ別参照)

接続プラグタイプ別参照

金メッキ処理金メッキ処理

JANコード

・FPG-22F
　4515287011688

  　・FPG-23F
　     4515287011749 

・FPG-24F
   45152587020574

・FPG-25F
   4515287021861

・FPG-26F
   4515287020642

JANコード

・FPG-22K
　4515287011664

  　・FPG-23K
　     4515287011725 

・FPG-24K
   45152587020550

・FPG-25K
   4515287021793

・FPG-26K
   4515287020628 

JANコード

・FPG-22A
　4515287011671

  　・FPG-23A
　     4515287011732 

・FPG-24A
   45152587020567

・FPG-25A
   4515287021847

・FPG-26A
   4515287020635 

JANコード

⑥

接続プラグ (Iタイプ /ICOM対応 )　　　　　　               FPG-22I/FPG-23I/FPG-24I/FPG-25I/FPG-26I
■ICOM対応

■接続プラグ形状
　無線機本体に接続します。

・FPG-22I
   4515287011695

・FPG-23I
   4515287011756

・FPG-24I
   4515287020581

・FPG-25I
   4515287021816

・FPG-26I
   4515287020659

①

②

③

④

⑤

●適合トランシーバー
　FRC製・・・ET-20X / ET-20XG / NT-20 / FC-B47 / FC-B20R / FC-S20
                      

●適合トランシーバー
　ICOM製・・・IC-4110 / IC-4110D / IC-4188D
●適合トランシーバー
　ICOM製・・・IC-4110 / IC-4110D / IC-4188D

●適合トランシーバー
　KENWOOD製・・・UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LM20 / UBZ-EA20R
                                 UBZ-BM20R / UBZ-S27,S20 / UBZ-BH47FR 
                                 UBZ-S700 / UTB-10
   TOTAL WIN 製・・・T-717

●適合トランシーバー
　ALINCO製・・・DJ-PA20 / DJ-PA27 / DJ-PB20 / DJ-PB27 / DJ-P24
   MOTOROLA 製・・・MS50 / MS60 / MS80

●適合トランシーバー
　ALINCO製・・・DJ-PA20 / DJ-PA27 / DJ-PB20 / DJ-PB27 / DJ-P24
   MOTOROLA 製・・・MS50 / MS60 / MS80

イヤホン接続

マイクロホン接続

イヤホン接続

マイクロホン接続

■ICOM防水型対応
■アイコム (ICOM) デジタル簡易無線
   登録局対応。
※特定小電力トランシーバーには対応し
   ておりません。
■接続プラグ形状
　無線機本体に接続します。

接続プラグ (IPタイプ /ICOM対応 )　　               FPG-22IP/FPG-23IP/FPG-24IP/FPG-25IP/FPG-26IP
●適合トランシーバー
　ICOM製・・・IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-100H
  ALINCO製・・・DJ-PV1D

JANコード

・FPG-22IP
   4515287021717

・FPG-23IP
   4515287021724

・FPG-24IP
   4515287021731

・FPG-25IP
   4515287021823

・FPG-26IP
   4515287021748

マイクロホン接続

イヤホン接続

マイクロホン接続

イヤホン接続

マイクロホン接続

イヤホン接続



■FRC対応

■接続プラグ形状
　無線機本体に接続します。

接続プラグ (Yタイプ・YSタイプ /FRC対応 )　  FPG-22Y/FPG-23Y/FPG-24Y/FPG-25Y/FPG-26Y/FPG-26YS

■ALINCO/YAESU/FRC
   防水型対応

■接続プラグ形状
　無線機本体に接続します。

■KENWOOD防水型対応
■特殊機能
　・ハンズフリー機能 (VOX) が可能です。
　・同時通話型トランシーバーにも対応します。
■接続プラグ形状
　無線機本体に接続します。

接続プラグ (KWPタイプ /KENWOOD対応 )　　FPG-22KWP/FPG-23KWP/FPG-24KWP/FPG-25KWP/FPG-26KWP

接続プラグ (WPタイプ /ALINCO/YAESU/FRC対応 )　 FPG-22WP/FPG-23WP/FPG-24WP/FPG-25WP/FPG-26WP

Made in China 

お買い求めは・・・

http://www.frc-net .co. jp
〒194-0037　東京都町田市木曽西 2-3-8   TEL　042-793-7746

■MOTOROLAデジタル簡易無線登録局
   対応。
※特定小電力トランシーバーには対応して
   おりません。

■接続プラグ形状
   IP67防塵・防水仕様
　無線機本体に接続します。

接続プラグ (MMタイプ /MOTOROLA Multi 対応 )   FPG-22MM/FPG-23MM/FPG-25MM/FPG-26MM

接続プラグ (IMタイプ /ICOM Multi 対応 )             FPG-22IM/FPG-23IM/FPG-25IM/FPG-26IM
■ICOMデジタル簡易無線登録局
   対応。
※特定小電力トランシーバーには対応
   して  おりません。

■接続プラグ形状
   IP67防塵・防水仕様
　無線機本体に接続します。

JANコード

・FPG-22Y
　4515287011701

  　・FPG-23Y
　     4515287011763 

・FPG-24Y
   45152587020598

・FPG-25Y
   4515287021830

・FPG-26Y
   4515287020666 

・FPG-26YS
   4515287022448 

●適合トランシーバー
　FRC製・・・NX-MINI / NX-20X / NX-20R / NT-202M/NT-21Z

JANコード

・FPG-22WP
　4515287011718

  　・FPG-23WP
　     4515287011770 

・FPG-24WP
   45152587020604

・FPG-25WP
   4515287021854

・FPG-26WP
   4515287020673 

JANコード

・FPG-22MM
　4515287022059

  　・FPG-23MM
　     451528022066 

・FPG-25MM
   4515287022080

・FPG-26MM
   4515287022097 

●適合トランシーバー
　ALINCO製・・・DJ-P221 / DJ-P22 / DJ-P240/DJ-DPS70KA/DJ-DPS70KB
                            DJ-DPX1/DJ-P321
   YAESU製  ・・・FTH-307 / FTH-308 / FTH-314 / FTH-314(L) / SR40
                            SR45 / SR70A / SR70 / SR100A / SR100
   FRC製       ・・・FC-G20R

JANコード

・FPG-22KWP
　4515287020000

  　・FPG-23KWP
　     4515287020017 

・FPG-24KWP
   45152587020611

・FPG-25KWP
   4515287021809

・FPG-26KWP
   4515287020680 

●適合トランシーバー
　KENWOOD製・・・UBZ-M31 / UBZ-M51S / UBZ-M51L / TPZ-D510
                                 TPZ-D553MCH / TPZ-D553SCH / TCP-D151C
                                 TCP-D251C / TCP-D551

●適合トランシーバー
　MOTOROLA製・・・GDB3500 / GDB4500 / GDB4800 / GDR3500 
                                   GDR4200 / GDR4800 / GL2000 / GL2500R 
                                   MIT7000 / NEXNET2 A906 / Handie TalkieⅢ

JANコード

・FPG-22IM
　4515287022394

  　・FPG-23IM
　     4515287022400 

・FPG-25IM
   4515287022424

・FPG-26IM
   4515287022431 

●適合トランシーバー
　ICOM製・・・IC-DPR7 / IC-DPR6 / IC-DPR7BT / IC-DU65B / IC-DU55C
                        IC-DU65C / IC-D60 / IC-DU60S1 / IC-VH37MFT / IC-DU60S
                        IC-UH38MFT / IC-UH37MFT

Yタイプ YS(ストレート)タイプ

L1: 約 895mm
L2: 約 460mm

L1: 約 895mm
L2: 約 420mm

L1: 約 895mm
L2: 約 445mm

L1: 約 880mm
L2: 約 460mm

L1: 約 880mm
L2: 約 420mm

L1: 約 880mm
L2: 約 445mm

イヤホン・マイクロホン接続
イヤホン・マイクロホン接続

イヤホン・マイクロホン接続

イヤホン・マイクロホン接続

固定ねじ

イヤホン・マイクロホン接続

固定ねじ

イヤホン・マイクロホン接続

接続プラグ (YMタイプ /YAESU Multi 対応 )      FPG-22YM/FPG-23YM/FPG-25YM/FPG-26YM
■YAESUデジタル簡易無線登録局対応。
※特定小電力トランシーバーには対応して
   おりません。

■接続プラグ形状
   IP67防塵・防水仕様
　無線機本体に接続します。

JANコード

・FPG-22YM
　4515287023032

  　・FPG-23YM
　     4515287023049 

・FPG-25YM
   4515287023056

・FPG-26YM
   4515287023063 

●適合トランシーバー
　YAESU製・・・MT10・VXD20・VXD9・VXD30
                           SR720/SR710/SR510　

L1: 約 895mm
L2: 約 460mm

L1: 約 895mm
L2: 約 420mm

L1: 約 895mm
L2: 約 445mm

イヤホン・マイクロホン接続

固定ねじ


