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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。写真は一部合成です。※仕様は予告なしに変更する場合があります。

● 取扱い店

ホームページのURL　http://www.alinco.co.jp/

注意

●東京営業所

●大阪営業所

●福岡営業所

東京都中央区日本橋2丁目3－4日本橋プラザビル14階

大阪市中央区高麗橋４丁目４－９淀屋橋ダイビル13階

福岡市博多区博多駅東2丁目13－34エコービル2階

〒103-0027

〒541-0043

〒812-0013

（代表）

（代表）

（代表）

03‐3278‐

06‐7636‐

092‐473‐

5888

2361

8034

※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致します。
※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

Alinco.com 日本語

アフターサービス、申請方法、販売店に関する情報は…

DR-735D/H

144/430MHz Twinband FM Transceiver

標準付属品 オプション・アクセサリー

●DC電源 DM-310MV（Dタイプ用 10A） ￥16,800
●DC電源 DM-320MV（Hタイプ用 17A） ￥19,800
●DC-DCコンバーター DT-715B（16A）￥18,800

EMS-79には
サブＰＴＴキーはありません。

本製品はアマチュア無線機です。使用するにはアマチュア無線従事者資格と無線局免許が必要です。アマチュア無線以外の用途に用いることはできません。
本製品の仕様・外観は予告無く変更される場合があります。 本書に掲載の価格はすべて税別です。
本書に使われている社名、商標、登録商標はそれぞれの所有者に帰属するものです。 本書の内容の無断転載を禁じます。Copyright 2015 All rights reserved.

定  格

主な機能

【一般仕様】
●周波数範囲
   送受信 / 144.000～145.995MHz、430.000～439.995MHz
   受信    / 108.000～173.995MHz、400.000～479.995MHz
　（411.900～415.095MHzを除く）
●電波形式/ F3E（16K0F3E / 8K50F3E ） / A3E（受信のみ）/ F1E（アルインコ方
式GMSK/オプション）
　※EJ-47U デジタルユニット対応 （EJ-50U 内蔵ＴＮＣユニットは対応しません。）
●アンテナインピーダンス/50Ω（M型端子）
●チャンネルステップ/5，6.25, 8.33，10，12.5，15，20，25，30，50, 100KHz
●使用温度範囲/-10℃～+60℃
●電源電圧/13.8VDC ±15%（11.7～15.8V）
●消費電流/送信時最大：DR-735D 8.0A、DR-735H 12A、受信時：最大0.6A以下
（スケルチ時 0.4A）
●周波数安定度/±2.5ppm（TCXO採用：-10℃～+60℃）
●接地方式/マイナス接地
●寸法/ 約140mm（W）×操作部60mm/メインボディ40mm（H）×188（D）mm（突起
物除く）
●質量/ 約1.3kg

【送信部】
●送信出力
　High : 50W （H） / 20W（D）
　Mid  : 20W （H） / 10W（D）
　Low  :   5W （H） /  2W（D）
●変調方式/リアクタンス変調
●最大周波数偏移/±5kHz以内（FM）　±2.5kHz以内（Narrow-FM）
●スプリアス発射強度/-60dB以下
●マイクロフォンインピーダンス/2kΩ

【受信部】
●受信方式/ダブルスーパーヘテロダイン　
●中間周波数/VHFメイン  21.7MHz/450kHz、UHFメイン 30.85MHz/455kHz
●受信感度（-12dB  SINAD）/-14.0  dBμ（0.20μV）以下
●スケルチ感度/-18.0dBμ（0.1μV）以下　
●選択度
　ワイド : （-6dB）： 15kHz以上（FM）/（-50dB）： 30kHz以下（FM）
　ナロー: （-6dB）：   9kHz以上（FM）/（-50dB）： 20kHz以下（FM）
●低周波出力/2W以上（8Ω,10%歪み） 
　※上記の定格は144/430MHzアマチュアバンド内のものです。拡張受信周波数の感度は
　　バンドやモードにより異なります。 

DCパワーケーブル
UA-0038Y
（¥1,200）

モジュラープラグ式
ダイナミックマイク
EMS-78
（¥4,000）

ブラケット
FM-0078Z
（¥900）

※（スペア部品としての価格）
※ブラケット用の止めねじセットも標準付属品ですが、
　スペアのFM0078Zにはねじは付属しません。

デジタルユニット
EJ-47U
￥14,800

セパレートキット
EDS-30
￥3,000

マイクコネクター変換ケーブル
EDS-8
￥3,000

DTMFリモコン付き
エレクトレット

コンデンサーマイク
EMS-79
￥4,500

多彩なレピーターアクセス機能  シフト方向とシフト幅、CTCSSトーンの自動設定（オートレピーター）、手動設定と任意設定（VFOオートプログラム）。　

充実のメモリー機能 10バンク、メモリーチャンネル1000ch、左/右専用メモリーチャンネル各100ch、デュアルメモリーチャンネル100ch、5ペアのプログ

ラムスキャン、左/右にCALLチャンネル各1、周波数、パワーやトーンのほか、LCDカラーも登録可能。

大型で見やすい液晶 調光機能のほか6ケタのアルファニューメリック表示、輝度・コントラスト調整、操作時だけ輝度を上げるバックライトタイマー、スキャン

が止まったら2秒間液晶を最大輝度で光らせるスキャンライト。

充実の受信機能 ページャー（着信ベル＋アイコン表示）、エアバンドとV/UHF業務無線バンドの受信（定格欄参照/ステップとモードは自動と任意設

定）、エンコード・デコードを別設定できるCTCSSトーンスケルチ、DCS、Max10dBの可変アッテネーター、サブバンドミュート、モニター、ミュート、イメー

ジ受信リジェクト、オートパワーオフ。

便利な送信コントロール サブPTTキーの採用、Midパワーを任意の出力に設定、スケルチが開いている周波数では送信できないBCLO、一定時間送信

したら自動的に受信に切り替わるTOT、マイクゲイン調整。

多彩なスキャンモード  VFO、メモリー、プログラム（サーチ）、プライオリティ、CTCSS/DCSトーン判定、指定したメモリーチャンネルをスキャンから飛ば

すスキップとメモリーの中でも特にひんぱんに使うチャンネルだけを指定してスキャンする「お気に入り」モード。

こんな便利な機能も搭載  シングルバンドモード、タイムスキャンのスキャン再開秒数指定、ビープ音量調整、記憶させたセットモード設定をリセット後でも

呼び出せるレストア、自分の設定をそのまま別のDR-735にコピーするケーブルクローンと設定編集ソフトへの対応、キーロック、4種類のリセット等。

Simple is Beautiful.



好きな色が設定できるディスプレイ、V/UHF完全独立操作のダイヤル群。
アルインコらしく、使いやすいシンプルなツインバンド機です。

●フルデュープレクス方式でV/UHF帯の送受信、人気のエアバンドはＡＭモードで２波同時受信が可能。完全独立のダイヤ
ル、押しやすいキーレイアウト、左右どちらでもメインバンドに指定できるVFOを採用して、あたかも２台のモノバンド機
を操作している感覚を実現。
●RGB方式LEDを8個実装。それらを調光することで、好みの色を液晶バックライトに登録が可能。
　既定の１０色（調光可）に加えて、自分で作った色を登録できるカラーメモリーも６個搭載。その組み合わせをメモリー
チャンネルに登録できるので、例えばＵＨＦ帯のメモリーは青、ＶＨＦは緑…のように視覚的な分類も可能に！
●サブバンド側の送信やスケルチ開放など、任意の機能に割り当てできるＰＴＴキーを２個搭載した新型のモジュラーコネ
クター式ダイナミックマイクを標準付属。別売のDTMFマイクにはVFOとメモリーモードを切り替えるなどの操作がで
きるリモコン機能を装備。（EMS-79 ： 但し、サブＰＴＴキーはありません）
●よく変更する内容からマイクゲインのようなメンテナンスまで、使いやすさを優先して操作できるセットモードと拡張
セットモードを採用。
●DINソケットをメインユニット後部に搭載、TNCなどのインターフェース信号出力が容易。
　（回路構成上、9600bpsのパケット通信は対応していません。）
●長時間の運用に耐える、効率の良い冷却構造、静かなファンと大きな放熱板。
●リセット後でも予め登録しておいたセットモード設定を呼び出せる復元機能、ボタン一押しで登録できるクイックメモ
リー、２バンド丸ごと記憶するデュアルメモリー、選べるバンク設定など実用的な機能を満載。
●２個の外部スピーカー端子を採用、メイン側とサブ側を、内蔵と外部のスピーカーに分けて鳴らすことも可能。
●ワイドとナロー、両方のセラミックフィルターを採用、将来のナローバンド化にも即応。
●大型車の２４Vが間違って流れても基板を保護する過電圧対策、異常な温度上昇を感知するセンサーの採用など車載
機ハードユーザーのニーズを知り尽くしたアルインコならではのノウハウがぎっしり詰まった新設計。
●デジタルユニットEJ-47Uに対応するほか、既存機種で好評の機能はもれなく装備。反面、FM放送受信など一部のアク
セサリー機能は敢えて採用を見送り、アマチュア無線機としての性能を最重視。

DR-735D/H

144/430MHz Twinband FM Transceiver

パープル

ブルー

デュアルカラー

マルチカラー

オレンジ

レッド

イエロー ライトグリーン

チェリーピンク ホワイト

グリーン ライトブルー

※セパレート運用には別売のEDS-30セパレートキットが必要です。
　EDS-30には５ｍ長のケーブルと、フロントパネル固定用の
　ブラケットが付属します。

DR-735の主な特徴

モニター機能や
サブバンド側の送信に
割り当てて使えるサブPTT

新設計、握りやすいダイナミック式
マイクロフォン

マイクの上部にはUP/DOWNキー、
裏側にはUP/DOWNキー操作を
ブロックできるLOCKスイッチを搭載

モジュラータイプのマイクジャックを
本体とフロントユニットの両方に採用

左右VFOの音声を本体スピーカーと
外部スピーカーに分けて出力することも
できるツインタイプのスピーカージャック

送信時＋高温時、常時、
高温時のみ、の３種類
の動作が選べる空冷ファン

TNCなどの外部機器を
接続できるDINソケット

大きくて放熱効率が良い
新設計のヒートシンク

長押しワンタッチでメモリーできる簡易メモリーと、
左右VFOの状態を一度に記憶するデュアルメモリー

ショートカットさせたい
機能を割り当てられる★キー

デュープレクサー内蔵、
M型アンテナコネクター

固定は上向き、車載では下向き、のようにスピーカーの位置を
自在に変えられるスライド式のフロントパネルは別売のケーブル
を使えば５ｍのセパレート設置に対応

VFO/メモリー切り替えも
左右独立

大きくて見やすい、カラフルな
LCDディスプレイ

完全独立の音量、
スケルチ、ダイヤルツマミを
左右２ペア実装

アルファニューメリック表示

２波同時受信

価格は本体価格（税別）

DR-735D （20W） JAN : 4969182341102  ¥57,000
DR-735H （50W） JAN : 4969182341096  ¥62,000


