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赤 Red
ヘッドホン
スピーカ
Headphone
Speaker

パドル
Paddle

電鍵
Straight key

青 Blue

ブロンズ Bronze
無線機
(A1送信)
Transceiver
(A1 transmission)
プリアンプ
リニアアンプ
(スタンバイ制御)
Pre-amplifier
Linear-amplifier
(Stand-by control)

FM無線機
(F2送信)
FM Transceiver
(F2 transmission)

▌ コンパクトなデザイン Compact Design
チップ部品採用によりコンパクトなサイズです。アルミボディにカ
ラーアルマイト加工を施し、きれいに仕上げました。単４電池 ２本
内蔵ですので、移動運用などどこでも利用可能です。
Compact size by using chip components. Color alumite treatment is applied to
aluminum body and made up cleanly. Work with 2 AAA batteries and can be
used for anywhere like mobile operation.

▌ 4チャンネルメモリーキーヤ 4channel memory keyer
従来の機能は踏襲し、便利なスクイズキーヤです。
４チャンネルメモリを搭載し、何度でも録音、再生が可能です。リ
ピート機能もサポートしてますので、連続してＣＱを出すことが可
能です。

Convenient squeeze keyer that included basic functions. Support 4 channel
memory record and play back. Support repeat function and continuous CQ is
possible.

▌ 縦ぶれ電鍵対応 Support straight key
縦ぶれ電鍵ユーザーでもメモリー録音、再生ができます。
縦ぶれ電鍵の独特な符号を忠実に録音できます。
通常時は縦ぶれ電鍵の信号がスルーで出力されるので、とても便利
です。

Support memory record and play back by straight key. Correctly record the
original straight keying. In normal operation, the signal is output transparently.

▌ ディレイＰＴＴ Delay PTT
PTTをONにしてから、KEYING信号を遅らせて出力されます。
外部プリアンプやリニアアンプをONにしてから、無線機の信号を出
すことで、確実なタイミングコントロールができます。

Prior to keying signal output, external PTT is turned on. Ensure timing control
that enabling external pre-amplifier or linear amplifier is followed by transceiver
output.

▌ F2出力機能 F2 output function
2.4GHz以上などで特に用いられるF2交信に対応します。
PTT信号とトーン信号を連動させることが可能ですので、簡単にF2に
よる交信が可能です。
Support F2 operation which is mainly used for 2.4GHz or more. Since it is
possible to interlock PTT and tone signal, possible to operate with F2 easily.

操作パネル及び背面コネクタ
Operation panel and rear connector

▌ 操作性 Operability
各操作は上面にある4個のFUNCスイッチにて行います。チャンネル番
号に対応したFUNCスイッチを押すと、メッセージを再生します。
FUNCスイッチを1秒以上長押しすると、リピート再生します。
録音するときは、FUNCスイッチ 1番を押しながら電源を入れ、録音
モードに入ります。その他の各種機能もFUNCスイッチの組み合わせ
により行います。
Use 4 of FUNC switch on top panel for each operation. Press FUNC switch
corresponding to channel number to play back message. Press FUNC switch
more than 1 second, then start repeat play back. To record message, turn on
power by pressing FUNC switch #1 and enter recording mode. For other
functions, use the combination of FUNC switch.

▌ スクイズキーヤタイミング変更 Timing adjust for Iambic keying
スクイズキーヤのパドル認識タイミングを変更可能です。
Timing for iambic keying can be adjustable as follows.
FAST モード (F1)

音量ツマミ
Volume

短点メモリ Dot memory

外部スピーカ出力
External speaker

縦振れ電鍵入力
Straight key

Slow モード (F2)
Slow mode

長点メモリ Dash memory

矢印の間に長点パドルが押される
と長点が送出されます。
Dash will be sent if dash paddle is
pressed during arrow.

基本機能
Basic function

応用機能
Enhanced
function
寸法
Dimension

キーイング出力
Keying output

パドル入力
Paddle

Fast mode

矢印の間に短点パドルが押される
と短点が送出されます。
Dot will be sent if dot paddle is
pressed during arrow.

メモリ機能
Memory
function

スピード
Speed control

LED

Equip high capacity EEPROM memory and support sufficient recording time.
For example, approx. 21884 characters per 1channel when paddle, approx.16383
characters per 1channel when straight key.

主な仕様 Specification

ファンクションスイッチ
Function switch

電源スイッチ
Power

▌ 余裕ある録音時間 Sufficient recording time
大容量EEPROMメモリを内蔵しており、非常に余裕のある録音時間を
実現しました。パドルで録音した場合、1チャンネルあたり約21844
字録音できます。縦ぶれ電鍵で録音した場合、1チャンネルあたり約
16383字録音できます。

内蔵スピーカ
Built-in speaker

質量Weight
付属品
Attachment
電源 Power

F2出力
F2 output

スクイズキーヤ Squeeze keyer
パドル左右反転機能 Paddle lever assignment
スピード可変 Speed (5WPM～40WPM)
チューン機能(連続キーダウン) Continuous key down for tuning
サイドトーン出力 ON/OFF Side Tone ON/OFF
サイドトーン周波数変更 Adjust frequency for side tone
スクイズキーヤタイミング変更 Timing adjust for Iambic keying
CWメッセージ録音 (4チャンネル) CW recording (4channel)
CWメッセージ再生 (4チャンネル) CW play back (4channel)
CWメッセージリピート再生 CW repeat play back
CWメッセージ停止機能 CW message stop
リピート再生回数可変 Adjust repeat times
リピート再生間隔可変 Adjust repeat interval
ストレートキーによる録音 Recording by straight key
F2用 PTT信号 Output PTT single for F2
F2用 トーン信号出力機能 Output Tone signal for F2
ディレイPTT出力機能 Delay PTT output
幅(W) 77 X 奥行(D) 52 X 高さ(H) 21 [mm]
突起物除く Exclude protrusion

約 100 g (電池込み) Approx. 100g (incl. batteries)
本体、取扱説明書 Main unit, Instruction manual
単4電池

2本

2 AAA batteries

製品の仕様は予告なく変更となる可能性がございます。
Product specification is subject to change without notice.
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▌ 技術的な質問 Inquiry for technical matter
E-mail:
support@gejigeji.com
ホームページ:
http://www.gejigeji.com

浅草橋工房

▌ 頒布に関する質問 Inquiry for distribution
ハムフェアにお越しになれない方、ハムフェア後に頒布を希望の方向
けに、下記にて委託販売いたします。店舗での販売または通信販売を
予定しております。
写真屋 ヒューリック浅草橋
西口

JR 総武線

浅草橋駅

A3出口

東口

浅草橋工房 (Asakusabashi-kobo)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-34-3 宏和浅草橋ビル1階
TEL 03-5820-8141
営業時間：平日13:00～21:00・土日祝日10:00-19:00
毎週木曜日定休
ホームページ
http://www.craft-studios.com/

