


ビクターのワイヤレスインターカムシステムが実現実現する、3つの業務改革業務改革。 

少人数体制でもムリ・ムダのない事業運営が可能です。 

作業分担や人員配置の変更を、各スタッフへタイムリー
に指示指示。またスタッフも担当部署部署を離れることなく、スピー
ディーに相談相談・問合問合わせができます。現場現場の状況状況に応じ
た各種連絡各種連絡をリアルタイムに行なうことにより、ムダな動き
がなくなり、大規模大規模な店舗店舗や施設施設でも少人数体制少人数体制での
業務運営業務運営が可能可能になります。 

人員配置の効率化 

スタッフ連携により各種業務にスムーズに対応します。 

スタッフ同士の連絡連絡がいつでもキメ細かく快適快適に行なえ
るのが、このシステムのメリット。携帯電話携帯電話やPHSと違い、
複数複数のスタッフが同時に会話会話でき情報情報の共有共有と徹底徹底が
図れます。大規模店舗・施設の混雑時はもちろん、緊
急時などにもチームワークを活用したスムーズで効率的
な対応対応が可能可能になります。 

チームワークの強化 

お客様への素早い応対など、サービスの充実が図れます。 

商業商業店舗店舗では担当部署部署と連絡連絡をとり、在庫在庫や商品商品に関
するお客様客様の質問質問にその場でお答えしたり、飲食店飲食店で
は空席状況空席状況を確認確認しあいながら、来店来店されたお客様客様を
素早素早く誘導誘導。お客様客様を待たせない、しかも正確正確＆ていね
いな応対応対ができるサービス体制体制が実現実現でき、店舗店舗・施設施設
のイメージアップが図れます。 

顧客満足の向上 

1



2

ワイヤレスインターカムWT-T800WT-T800シリーズ、4つの魅力。 

多層階や敷地の広い施設も余裕でカバー 

通話エリアを増設することによりマルチフロアに対応。フロアが多層階にわたるパチ
ンコパーラーや総合スーパーなどはもちろん、大型ホームセンター、工場、倉庫といっ
た敷地の広い施設にもフレキシブルに対応します。 

拡張力 

業務形態に合わせたシステムを構築 

グループ別の独立運用や、2ヵ所への操作器の設置。さらに多彩な入出力系統を使
って、業務体系や施設の形態に合わせた効率的で円滑なコミュニケーション体制を
構築することができます。 

運用力 

ストレスを感じさせないスムーズな通話 

1エリアあたり子機4台の同時通話が可能。8エリアの展開では最大34者（子機32
台＋操作器2台）の同時通話が可能。的確な連絡・指示を行うことで人員の省力化
と顧客サービスの向上という相反する課題の解決にも威力を発揮します。 

伝達力 

安心して日々の業務に専念できる信頼感 

使用頻度の高いパーツには耐久性を裏付ける数々の最新の工夫を施し、さらに多彩な
周波数設定パターンにより混信を受けにくくするなどセキュリティ面も向上しています。
また、実績のある高音質設計により、ノイズの少ない明瞭な通話を実現しています。 

信頼感 

■システム構成 

外部入力 
（2系統） 

子機ID出力 
（緊急モード） 

外部機器制御出力 
（緊急モード） 

モニター出力（2系統） 

ホールマスター（0～2台設置） 
WT-MC80（操作器） WT-MC60（操作器） 

メインコントローラー 
WT-M80 
（エリア1～4に対応） 

サブコントローラーWT-M81 
（エリア5～8に対応） 

マスタートランシーバーWT-T80 
（1エリアに2台設置） 

マスタートランシーバーWT-T80 マスターレシーバーWT-R80 
（1エリアに0～2台設置） 

マスターレシーバーWT-R80

ポータブルトランシーバーWT-TR80（子機） 
（台数無制限） 

コントロールマイクロホンWT-UM8 コントロールマイクロホンWT-UM33

チャージャーWD-C12 
（子機6台同時充電） 



大規模施設に対応するマルチエリアタイプ。 

１エリアでマスタートランシーバーを中心

に半径約40ｍの範囲をカバー、約50ｍ

×約50ｍのスペースでの通話が可能です。

最大8エリアまで設定することができ、１

フロアに4エリアを設置することにより約

100ｍ×約100ｍの範囲範囲での通話通話が可

能になります。 

8カ所へのエリア展開で大規模施設に対応します。 

マルチチャンネルスキャン機能機能によりエリア間を移動移動してもチャンネル切

換操作換操作なしで通話通話が可能可能です。エリア内であれば、いつでも快適快適な通

話状態話状態がたもて各スタッフの移動移動もスムーズに行なえます。 

チャンネル切換をすることなくエリア間の移動が可能です。 

1F
エリア3

エリア1

エリア4

エリア2

2F
エリア7

エリア5

エリア8

エリア6

約100m

約100m

4階建て店鋪への展開イメージ（4エリア4フロア展開例） 

総合スーパーや大規模飲食店など多層階の施設に対応。 

WT-MC80

WT-M80

事務所 

1F フロア 

4F フロア 

3F フロア 

2F フロア 

2階建て店舗への展開イメージ（8エリア2フロア展開例） 

大型ホームセンターや工場・倉庫など広い施設に対応。 
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1F 事務所 

WT-T80 WT-T80 WT-T80 WT-T80 WT-T80 WT-T80 WT-T80 WT-T80

WT-T80 WT-T80

2F 売り場 

WT-MC80

WT-M80

WT-M81

WT-T80 WT-T80 WT-T80 WT-T80 WT-T80 WT-T80 WT-T80 WT-T80

1F 売り場 

50m～55m

50
m
～

55
m 35m～

40m

1エリア当りの 
通話可能範囲目安 

■通信可能範囲の目安 
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業務形態に合わせた的確な運用体制を構築。 

担当別、フロア別、売り場別などシステムを2つのグループに分けて運用す

ることにより、必要必要な情報情報を必要必要なスタッフだけに伝達伝達することができます。

また別グループのエリア内へ移動した場合はスイッチ操作により、そのグ

ループでの通話ができるようになるなど細かな配慮がなされています。 

グループ設定による独立運用が可能です。 

事務所事務所と店内カウンター、オーナー室など常時使用常時使用する場所場所が施設施設内に2

ヵ所ある場合場合でも、それぞれにホールマスターWT-MC80WT-MC80またはWT-MC60WT-MC60

（操作器）を設置することにより、さらに円滑なコミュニケーションが図れるよ

うになります。また2台の操作器は、グループ別に運用することも可能です。 

2ヵ所に操作器を設置することができます。 

事務所 

ポータブルトランシーバーWT-TR80WT-TR80（子機子機）とホールマスターWT-MC80WT-MC80

（操作器操作器）には緊急緊急ボタンを標準装備標準装備。ボタンを押した子機子機のID番号番号を

特定したり、パソコンの音声合成による警報をスタッフ全員に流すことが

できます。さらに警告灯などのセキュリティ機器を作動させるなど、現場

で発生した緊急事態に速やかな対応が可能になります。緊急ボタン

ON時は、トークスイッチをONにすることなくハンズフリーで会話会話できます。 

緊急ボタンを使ったセキュリティ運用が可能です。 

外部音声外部音声が2系統入力系統入力可能可能。セキュリティ機器機器と連動連動させ、必要必要に応じ

てパソコンなどからのメッセージを流して一斉一斉または、グループ別に知ら

せることができます。 

2系統の外部音声入力が可能です。 

音声合成 
セキュリティ 
機器警報音 

1F フロア 

●WT-MC80の緊急ボタン ●WT-TR80の緊急ボタン 

2F フロア 

外部音声入力と連動させた運用イメージ 

グループ別通話の運用イメージ 操作器2台設置の運用イメージ 

（Bグループ） 

（Aグループ） 

オーナー室 

事務所 フロア 



スムーズでストレスを感じない快適な通話を実現。 

34者間同時通話の運用イメージ 

1エリアあたり子機子機4台の同時通話時通話（WT-T80WT-T80×2、WT-R80WT-R80×2台設置時台設置時）

が可能です。これにより8エリア設置時には、最大で34者間（操作器2台

＋子機子機3232台）での同時通話時通話が実現実現します。また子機子機の使用使用台数台数には制

限がないため必要必要に応じて子機台数子機台数を増設増設することもできます。 

＊緊急モードを設定した場合は、各エリアの同時通話数が1台少なくなります。 

送信時間は無制限。外部音声入力を、常時送信した状態でも制約の

ないスムーズな同時通話時通話ができます。 

外部入力起動時にも通話の制約はありません。 

操作器から最大20名までの個別通話が可能です。 

■メインコントローラー WT-M80（スイッチカバー未装着時） 
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操作器操作器から指定指定した20台までの子機子機を個別個別に選定選定して通話通話することが

できます。直接直接マネージャーや個別担個別担当者などと通話通話したい時に有効で

す。 

①外部入力端子（2系統）／各グループへのふり分けも可能です。②外部機器制御出力端子、子機ID出力端子（緊急モード）③モニター出力端子（2系統）／グループ別の出力も可能です。 

●10種類の店コード周波数と10種類のCTCSSトーン周波数の組合わせによる運用で混信を抑えます。 

■メインコントローラー WT-M80（背面） 

＊個別通話は、子機間の通話やマスター
トランシーバーから外部信号の送信をして
いないときにだけ可能です。また個別通話中には、
他の子機の通話はできません。 

最大で34者間の同時通話が可能です。 

WT-T80 WT-T80 WT-R80 WT-R80

① ② ③ 



使用頻度の高いパーツの信頼性を向上。 
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約4時間の充電で約16時間（10％使用
率時）の使用が可能。万一のバッテリー
切れにもワンタッチで交換が可能です。 

子機6台までの同時充電が可能。またバッ
テリー単体（3台）も同時充電ができ、万一
にそなえて予備バッテリーの準備も可能です。 

ポータブルトランシーバーとコントロールマイクロホンの耐久性をアップ。 

ポータブルトランシーバー

WT-TR80

コントロールマイクロホン

WT-UM8

内蔵アンテナ 

装着時の違和感をなくすだけでなく、
アンテナが折れたり曲がったりして破
損する心配がありません。 

カール付きコード 

コネクター部への負荷を減らし、接触
不良や断線による故障を抑えます。 

保護設計構造 

イヤホンジャック部の耐久性をアップ。
接触不良等の故障を抑えます。 

コネクターガイド 

マイク端子の傾きやねじれを防止します。 

■用途に応じて選べるコントロールマイクロホン ■リチウム電池 ■チャージャーWD-C12

インターカム専用型 
コントロールマイクロホン 

WT-UM8

インターカム専用ヘッドセット型 
コントロールマイクロホン 

WT-UM33

フロア放送兼用型 
コントロールマイクロホン 

WT-UM12
＊フロア放送をする場合には別途ワイヤ
レス放送システムが必要です。 

耐衝撃性スイッチ 

高い使用頻度に耐え、強度も向上させ
たスイッチを採用しています。 

約150gの 
軽量設計 



パチンコパーラー・ 
アミューズメント施設では… 

お客様のニーズに的確にお応えし、 
快適で効率的な業務コミュニケーションを実現します。 
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お客様へのきめ細かな対応、機器トラブルへの迅速な対

処。それにはスタッフ間のスムーズな連携が不可欠です。

WT-T800シリーズによるリアルタイムな情報共有が、

少人数でも効率的な施設運営を実現します。 

グループ別に独立した運用が可
能です。担当フロア別に連絡業
務が行えるため、余分な情報に
よる連絡ミスが防げより正確な
対応ができるようになります。 

マルチエリア対応だから、複数
階やフロアが広い施設でも快適
な通話が可能です。相手がどこ
にいてもスムーズにコミュニケー
ションできます。 

責任者が店内を巡回移動しても、
ホールマスター（操作器）を2ヵ
所に設置することによりスピーデ
ィな指示・連絡体制を維持する
ことができます。 

不正発覚などの緊急事態もスタ
ッフ全員が同時に通話でき、的
確な判断ができるのでお客様に
知られることなく速やかに対処で
きます。 

大型居酒屋・ビアホール・ 
ファストフードでは… 

アルバイト中心の運用でも、質の高い接客は他店との差

別化の大きなポイントです。来店客のスムーズな誘導、

オーダーへの迅速な対応などきめ細かなお客様サービ

スの差が固定客を獲得する基本になります。 

別階の空席状況などを確認して、
お客様を待たせることなく席にご
案内。お客様サービスの点でも、
また店舗の効率運営の上でも
重要です。 

セッティングや後片付けも状況を
確認しながら連絡・指示を行うこ
とにより、人員を的確に配置して
素早く対応できます。 

調理場とフロアスタッフが連絡を取り合うことにより、調理の進行
状況やコース料理の配膳のタイミングなどが的確につかめます。 

調理場との連携をスムーズにしたい。 

パチンコパーラー・ 
アミューズメント施設では… 

大型居酒屋・ビアホール・ 
ファストフードでは… 

パチンコとパチスロフロアの通話を別々にしたい。 2階や3階のフロアとも通話したい。 

事務所とカウンターの2ヵ所から通話したい。 お客様に知られずにスタッフ全員に連絡したい。 

お客様を待たせず空席へ誘導したい。 配膳や後片付けをスピディーにしたい。 
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スーパー・ホームセンター・ 
ディスカウントストアでは… 

大型化する店舗。アルバイトやパートによる限られた人

員で、お客様に応対するためにはスピードと正確さが欠

かせません。責任者への相談・指示、スタッフ間のスムー

ズな連絡体制の構築で競合店との差別化を実現します。 

グループ別に独立した運用が可
能です。売り場別に連絡業務が
行えるため、余分な情報による
連絡ミスが防げより正確な対応
ができるようになります。 

通話エリアは最大8エリアまで展
開できます。1フロアが広いホー
ムセンターやフロアが複数階に
わたる大型スーパーでも余裕で
カバーします。 

専門知識の少ないスタッフでも
スピーディーな相談と的確な指
示により、問い合わせへの対応
などもスムーズにこなせ接客活
動が向上できます。 

お客様に聞かせたくない緊急連
絡やスタッフの呼び出しは、店内
放送をすることなく伝達すること
ができます。 

宴会場・ホテル・旅館・公共施設では… 

スーパー・ホームセンター・ 
ディスカウントストアでは… 

宴会場・ホテル・旅館・公共施設では… 

スピーディーでタイムリーな配膳、段取り変更へのスム

ーズな対応。自らも動きながら連絡したい相手に、その

場からアクセス。チームワークを生かした対応が顧客満

足と効率的な運営を生み出します。 

病院・福祉施設・工場・物流倉庫・音楽ホール・スタジオ・劇場・展示会場

などの運営でスムーズで快適なコミュニケーション体制を実現します。 

会の進行状況や急な段取りの
変更も素早くスタッフに伝達でき、
情報を共有することで無駄のな
い正確な対応が可能になります。 

飲食物の追加オーダーもその場から調理場へ指示が出せ、発注
もれのミスも無くスピディーに対応できます。 

調理場とフロアスタッフが連絡を取り合うことにより、調理の進行
状況やコース料理の配膳のタイミングなどが的確につかめます。 

食品と日用品売り場などに分けて運用したい。 店内のどこにいても連絡ができるようにしたい。 

パート、アルバイトへ的確な指示をしたい。 業務連絡をお客様に聞かせたくない。 

さまざまな状況にスムーズに対応したい。 追加オーダーにも素早く対応したい。 

調理場との連携をスムーズにしたい。 

■こんな場所でも威力を発揮します。 







 


