
商品説明

弊社のワイヤレス通話システムをご利用いただきありがとう

ございます。RFワイヤレステクノロジーを採用しています。

受信子機の図

and 10 portable receivers, the receiver supports 998-channel exten-
sions, the transmitting host has 10 battery charging slots. Each rec-
eiver isrechargeableandlabeledwithanumber, instandbystatus,
it ispluggedintothechargingslots,while theguestplacesanorder,
he(she)willbedispatchedonereceiverwithanumber,whentheor-
der is ready, thewaiterwill press thekeypadtocall thenumber, the
guestwill get it through thebuzzer/vibration/LED indications.
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送信ホストの図

透明カバー ブランド用紙 前 側 後ろ

技術データ

子機

ブランド

充電スロット

アンテナ

Power in

キーパッド

子機

動作電圧 DC 3.7V (Rechargeable battery)

作業頻度 433MHz

スタンバイ電流 10mA

待機時間 ≈20 Hour

感度を受け取る -110 dBm

バッテリー容量 300mAh

デコーダ Learning code (AM)

サイズ 106*52*11mm

送信ホスト

電源入力 DC 12V/1A

作業頻度 433MHz

送信電力 360mW

エンコーダー Learning code (AM)

サイズ 180*160*35mm

品名 数量

送信ホスト 1 pc

アンテナ 1 pc

レシーバー 10 pcs

電源アダプター 1 pc

ユーザーマニュアル 1 pc

ステッカー 10pcs

透明カバー 10pcs

弊社のワイヤレス通話システムをご利用いただきありがとうございます。RF

ワイヤレステクノロジーを採用しています。

このシステムは、1つの送信ホストと10のポータブル受信機で構成され、受

信機は998チャネルの拡張をサポートし、送信ホストには10のバッテリー充

電スロットがあります。各記録いずれも充電可能で番号が付いており、スタ

ンバイ状態では充電スロットに差し込まれ、ゲストが注文すると、番号が記

載されたレシーバーが1つ発送されます。注文の準備ができたら、 ウェイタ

ーはキーパッドを押して番号に電話をかけ、ゲストはブザー/振動/ LEDの表

示を介して番号を取得します。
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取扱説明書

1. パッケージを開き、メインフレームの電源をオンにして、セルフテ
スト手順を実行します。

2. ゲストが注文すると、サービススタッフがレシーバーを渡し、番号
を書き留めます。

3. 注文の準備ができている間に、ウェイターがキーパッドを押して
ゲスト（番号）にコーリンすると、対応する受信者が情報を取得
し、バイブレーション/ブザー/ライトを30秒間促し、ゲストに注
文を通知します。

4.最後に、ゲストはレシーバーをウェイターに戻し、サービスが完了
します。

機能説明

1. Connected to the power supply through the power adapter,
the host digital screen displays "000", inserts the receiver
into the charging slot of the host, the receiver automatically
turns on and charges, and the red light of the receiver indi-
cator is always on.

2. After the receiver is fully charged, the indicator light will be
turned to Green from Red.

3.After the receiver is taken out, the receiver enters the wai-
ting call state, the indicator light shows blue and flashes
once every 3s.

4. When the host calls, the receiver receives the call inform-
ation. Alert by vibrating, buzzing and blue lights flashing
every 0.5s.

5. The receiver reminding time is 30 sec. The guest can sho-
rt press the side button of the receiver to close the remind-
er, or insert the host charging slot to close the reminder.

6. The receiver in the charging process, when the host call,
the blue light of reception indicator flashes every 0.5 sec
for a reminder.

7. When the power of the receiver is low, the red light of the
indicator is flicker once every 1sec.
When the receiver is inserted into the host charging slot,

press 999 on the keypad call button and then press th

ペアリング

1. 先ず、ホストIDを設定します。ホスト画面に[F1]が表示されるまで

[CALL]キーと[DEL]キーを同時に押してから、[CALL]キーを押して

設定モードに入ります。キーボードから新しい番号「001-999」を

入力した後、[CALL]を押して保存し、[DEL]を押して終了します。

2. ペアリング-受信機はスタンバイ状態です。「設定」ボタンを短く

押すと、受信機の青いインジケーターライトが点灯し、キーパッド

の電話番号を押すと、受信機は信号と青いインジケーターライトを

受け取ります。 オフになり、バズとバイブレーションを思い出させ

ます。これはペアの成功を意味します。

3. 削除-受信機がスタンバイ状態になり、「設定」ボタンを3秒間押し

続けると、受信インジケータライトが青色から消灯し、ボタンを放

します。ペア通話が正常に削除されました。

注：ホストIDを変更した後、レシーバーはもう一回ペアリングする必

要があります。

リマインダーモードの切り替え

受信機はスタンバイ状態で、受信機のモードボタンを短く押すと、リマ

インダーモードが変更されます。 モードには5種類あり、デフォルトはバ

イブレーション、ブザー、LEDライトで、他の4つはバイブレーションと

バズです。 振動; 振動とランプライト; バズとランプライト。

5モードサイクル切り替え、対応するモードに切り替えるとき、受信機は

5秒間で対応リマインダーを提示します。

ブランド用紙の交換

注：リマインダーモードをペアリングまたは切り替える必要がある場合

は、最初にカバーと用紙を取り出してください。

Retekes sお客様相談窓口

メールアドレス： support@retekess.jp

平日9：15～12：00/13：00～17：30

(土·日·祝日·年末年始·GW·夏期休業等を除く)

製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

正式サイトウェブサイトhttps://retekess.jp/

YouTube: 【公式】RetekessJP「レテケスー」

Twitter：@JPRetekess

Instagram：retekessjp

警告

この無線機を使用する前に、このガイドをお読みください。このガ

イドには、安全に使用するための重要な操作手順と、該当する規格

および規制に準拠するためのRFエネルギーの認識と制御が含まれて

います。

1. 電源アダプタを介して電源に接続すると、ホストのデジタル画面に
「000」が表示され、受信機がホストの充電スロットに挿入され、
受信機が自動的にオンになって充電され、受信機の赤色のライトが
表示されます常にオンです。

2. レシーバーが完全に充電されると、インジケーターライトが赤から
緑に変わります。

3. 受話器を取り出した後、受話器が待機状態になり、表示灯が青色に
なり、3秒に1回点滅します。

4. ホストが電話をかけると、受信者は電話情報を受け取ります。 0.5
秒ごとに振動、ブーンという音、青いライトが点滅することで警告
します。

5. 受信機のリマインダー時間は30秒です。ゲストは、レシーバーの
サイドボタンを押してリマインダーを閉じるか、ホスト充電スロッ
トを挿入してリマインダーを閉じることができます。

6. 充電中の受信機は、ホストが電話をかけると、0.5秒ごとに受信イ
ンジケーターの青いライトが点滅してリマインダーを表示します。

7. 受信機の電力が低い場合、インジケーターの赤色のライトが1秒に
1回点滅します。

8. 受信機がホスト充電スロットに挿入されたら、キーパッドの通話ボ
タンの999を押してから通話キーを押すと、すべての充電スロット
の受信機を同時にオフにすることができます。

注：ホストを正しく動作させるには、ホストをレシーバーとペアリング

する必要があります。

窒息の危険を避ける
小さな部品。 3歳未満の子供は対象外です。

聴覚を保護する

•仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。

•騒がしい環境にいる場合にのみ音量を上げてください。

•ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げ

てください。.

やけどを避ける

バッテリー（該当する場合）

•ジュエリー、キー、チェーンなどの導電性素材がバッテリ

ーの露出した端子に触れると、電気回路が短絡してバッテ

リーが短絡する可能性があります）、熱くなり、火傷など

の人身傷害を引き起こす可能性があります。特にバッテリ

ーの取り扱いには注意してください。ポケット、財布、ま

たは金属製の物体が入った他の容器の中に入れます。

•トランシーバーを長時間の送信に使用すると、ラジエータ

ーとシャーシが高温になります。

禁止

•充電器を屋外や湿気の多い環境で使用しないでくだ

さい。乾燥した場所/状態でのみ使用してください。

•充電器を分解しないでください。感電や火災の危険

があります。

•充電器が破損または損傷している場合は、充電器を

操作しないでください。

リスクを減らすために
•充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ

張ってください。

•メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器を

ACコンセントから抜いてください。

•修理とサービスに関するサポートについては、

Retekessにお問い合わせください。
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