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受信機をお客様へお渡し
受信機に設定された番号を確認して、
お客様へお渡しください。

呼び出したい受信機の番号を入力
送信機のテンキーで呼び出したい受信
機の番号を入力します。送信機のディス
プレイに入力した番号が表示されます。

1
2

呼び出し受信
受信機は呼び出しを受けるとLED・番号
表示（受信機番号）・チャイム音・バイブレー
ションでお知らせ（任意で切り替え可能）

5
呼び出し停止
受信機のSTOPボタンを押すことで、受
信LED・呼び出しチャイム音・バイブレーショ
ンをSTOPできます。

6

呼び出し確認
受信機の信号が届くと、送信機のディス
プレイのLEDが赤から緑に変わります。4

呼び出し
「CALL」キーをプッシュして受信機を
呼び出します。3
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H-24-328-1127-11
NR送信機 ライトグレー 
¥17,500

H-24-278-1127-6
STR ライトグレー 
¥14,000

H-24-378-1127-17
3S送信機 ライトグレー
¥18,000

H-24-338-1127-12
NR送信機 ブラック 
¥17,500

H-24-288-1127-7
STR ブラック 
¥14,000

H-24-388-1127-18
3S送信機 うるし
¥22,250

H-24-348-1127-13
NR送信機 木目 
¥21,350

H-24-298-1127-8
STR 木目 
¥16,250

H-24-358-1127-14
NR送信機 うるし 
¥21,350

H-24-308-1127-9
STR うるし 
¥16,250

H-24-368-1127-15
NR送信機 みかげ 
¥21,350

H-24-318-1127-10
STR みかげ 
¥16,250

リプライコール

オーダーコールシステムソネット君

送信機バリエーション

待ち時間を、もっともっと快適に過ごしていただくことこそが満足度アップの決め手。

送信機

重　　量  約200g

電　　源 
 100V DC6Vアダプター

 単三アルカリ乾電池使用可能（3本）
周 波 数  426.025〜426.1375MHz　特定小電力
チャンネル 20チャンネル
到達距離 約100m

信号が受信機に届いたことを
送信機側で確認可能。

受信機

重　　量  約100g（電池パック含む）
電　　源  ニッケル水素充電池
周 波 数  426.025〜426.1375MHz　特定小電力
チャンネル 20チャンネル
電池残料確認 赤色LEDバー点滅速度で表示

受信機が「圏外」になったことをチャイム
やバイブレーションでお知らせ。

中継機

重　　量  約200g
電　　源  100V DC6Vアダプター
周 波 数  426.025〜426.1375MHz　特定小電力
チャンネル 20チャンネル
電池残料確認 赤色LEDバー点滅速度で表示
到達距離 対送信機 約300m
 対受信機 約100m

通信距離をさらに拡大し、より広い範囲
を「圏内」にすることが可能。

充電器

重　　量  約400g（5台タイプ）約550g（10台タイプ）

電　　源  100V DC6Vアダプター
到充電時間 約6時間

複数の受信機を一度に充電

受信機

中継機

充電機

ボタン部分の番号はシー
ルを貼ることによってお好
みの表記に変更できます。

高感度アンテナを搭載。
離れや2階からのコールも
しっかりキャッチします。

小型スピーカーを内蔵。
音量調節も（3段階）も
可能です。

スタッフにもお客さまにも見やすい大きな先頭表示。
分かりやすい表示システムはお店の信頼と
好感度につながります。

ワンタッチコールシステム フードコートなどでお客さまをお呼出しするシステムです。
簡単操作で呼びたい番号を音とバイブレーションでお知らせします。
さまざまなウェイティングシーンで活躍します。■アンテナの無いすっきりデザイン　

■先頭表示を大きく見やすく

●特定小電力無線を使用することにより、 
　従来機にあったアンテナは内蔵しましたので、
　設置場所に困りません。
●5枠、2桁表示。先着順に表示します。
●5枠がいっぱいになっても、他50個まで
　記憶します。
電源:AC100V（15VA）

木目

うるし

ライトグレー うるし

みかげ

■卓上型送信機は盗難防止機能付き

●受信するとブザーとバイブ（10秒固定）でお知らせ。
●ブザーのみ、バイブのみの切り替え可能。停止ボタン装備。
●受信範囲は約150mをカバー（使用条件により異なります。）
●操作は呼びたい番号キーを押すだけの簡単操作。LEDで確認OK。
●受信機は最大100個まで使用可能（送信機を増設して使用。）
●受信に気付かなかった場合の再呼び出し機能付き

■ナプキンスタンド付き（1台）■卓上型送信機　STR（1台）

■3点セットスタンド付き（1台）

呼びたい番号キーを押す
と LED が点灯し送信。

お客さまに着信。

お客さまがいらしたら、もう一度
キーを押し続け消灯。

点灯したままだと自動的に 3 回まで
再呼び出しします。
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卓上送信機を10秒以上傾けたままにすると、盗難防止機能が働き警告ブザーが鳴り、
さらに10秒経つと受信機に信号を送り受信表示器で知らせます。　
電源:3V（単4アルカリ乾電池×2本）

（10×11.5×11）（8.5×4.4×6.1）

（14.3×11.5×1.4）

※この商品は、セット価格ではございません。

送信機のタイプ・色を必ず併せてご指定下さい。

H-24-238-1127-1
受信表示機（片面タイプ） 
¥248,000（46.5×11.1×4.2）

電源 :DC6V 1A

H-24-248-1127-2
一枠受信表示機
¥157,000（21.8×9×2.8）

AC アダプター付属

H-37-738-1128-1
ワンタッチコール 送信機
¥100,000（21.8×9×2.9）

充電池

H-37-748-1128-22
ワンタッチコール 受信機（1台）
¥33,250（10×4.3×1.8）

AC アダプター付属

H-37-758-1128-33
ワンタッチコール 
専用充電機（10台）
¥102,000（18.2×14.1×5.8）

●受信表示枠の１枠〜5枠を任意で消すことができます。
●一括で消せる全消去ボタン装備。
●受信表示器の各設定を遠隔で行なえます。
 （受信感度設定、表示時間設定、チャイム音設定、音量設定、
  電池切れ確認ボタン、日計累計などのカウンター機能）
電源:3V（単3アルカリ乾電池×2本）

H-24-258-1127-3
ナンバー消し機
¥35,750（21.8×9×2.8）

広範囲での使用を補う無線式の中継機です。
コンパクトサイズで設置場所を選びません。
電源 :DC6V 1A

H-24-268-1127-4
中継機 
¥39,000（21.8×9×2.8）

ライトグレー ブラック

送信機

直送  この頁の商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。　＊この頁の黄緑字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。 ＊この頁の黄緑字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

直送 直送

コードレスチャイム mini
レザーセット
¥113,000  梱6

H-62-27
8-1128-88コードレスチャイム mini

ダークグリーンセット
¥113,000  梱6

H-62-26
8-1128-77 コードレスチャイム mini

パールレッドセット
¥113,000  梱6

H-62-28
8-1128-99

H-62-30
8-1128-1111 コードレスチャイム mini

ルビーセット
¥113,000  梱6

コードレスチャイム mini
ブラウンメタリックセット
¥113,000  梱6

H-62-29
8-1128-1010

（セットには受信機1台、ACアダプター1個、送信機5個が含まれています。）

●コードレスなので配線工事が不要です。
●コンセントに差し込むだけなので簡単に設置できます。
●音とランプでコールを確実にお知らせします。（大・小・切）
●呼び出し音は2種類から選べます。音量も自由に調節できます。
●受信機の増設可能。最大16台まで利用できます。

H-40-978-1128-44
リプライコール　5台用 
送信操作機（17×8.5×4）
携帯受信機（5.1×11.6×1.9）
充電器（5台用）（7.9×16.5×5.4）

¥327,500

H-40-988-1128-55
リプライコール　10台用 
送信操作機（17×8.5×4）
携帯受信機（5.1×11.6×1.9）
充電器（10台用）（7.9×29×5.4）

¥556,500

H-40-998-1128-66
中継機（17×8.5×4）

¥56,000

 10テーブル受信機

小型
軽量

特定
小電力

最優先
表示

超コンパクトサイズ。
省スペースで取付けに場所を選ばず、
壁掛けも可能です。

特定小電力なので、ノイズに強く広域
エリア、複雑な施設での受信も安全。
万一の場合の中継機能も想定。

コストパフォーマンスを追求。
10テーブルまで対応。

複数呼び出しがあっても一番先に点
灯表示。最優先のお客様が一目でわ
かります。

8-1127-55 H-71-97
ソネット君１０テーブル受信機
¥99,000 （22×9.3×2.9） 

ⓒ尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

8-1127-16 H-71-98
ＪＯＹＢＯＸ送信機付
（3Dパズル48枚セット済み）

¥28,000 （14×13×20） 梱

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/




