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各事務局 各位 

次の手続きをまだ完了されていない支部は、速や

かに手続きを完了されますよう、お願いいたします。 

本部会費 

払込期日は、６月末日までになっています。 

正会員 １局１,６００円です。 

振込み口座名 

口座番号 ０１１５０ ９ ２６２６１ 

加入者名 全国 84 愛好会 

会員名簿 

６月号のニュースに同封しました、会員名簿のうち、訂

正が必要な方だけをチェツク後、ＦＡＸ等でご返送くだ

さい。 

全国総会 

出席人数を７月１５日までにお知らせください。 

 

全国総会のご案内 

日時 ７月２８日（日曜日） 

集合 AM１０時 ゲート前駐車場 

会場 ハーベストの丘 

大阪府堺市鉢ケ峰寺 2405-1 

大人（中学生以上）１名３，０００円 

含む入園料、食事代、会員名簿冊子。 

次の方は入園料、食事は自己負担でお願いいたしま

す。 

中学生以下 入園料６００円。 

小人（４歳以上） 入園料５００円。 

園内の委細はこちらのＨＰからご覧できます。 

http://www.farm.or.jp/ 

 

お車でお越しの場合 

阪和自動車道｢堺 IC｣を出て最初の交差点を左折し

約 7km、泉北 2号線（府道 61 号線）を南へ 15 分。 

阪神高速湾岸線「助松 JCT」から堺･泉北有料道路

へ入り、料金所出てすぐの「太平寺出口」を出て、

すぐの交差点「平井大橋」を右折し、南へ約７km、

泉北 2号線（府道 61 号線）を 15 分。 

外環状線（府道 170 号線）岸和田方面からお越し

の場合 

福瀬町東の交差点を左折、旧道に入り横山小学校前

交差点右折、別所の交差点を右折。 

外環状線（府道 170 号線）富田林方面からお越し

の場合 

福瀬町東の交差点を右折、旧道に入り横山小学校前

交差点右折、別所の交差点を右折。 

 

公共交通機関をご利用の場合 

難波から 

南海高野線「なんば駅」より、｢和泉中央｣行準急に

乗車、終点より 3つ手前の「泉ヶ丘駅」下車。（約

30 分） 

バスターミナル⑥番乗り場「ハーベストの丘」行 

南海直行路線バスにて約 15 分。 

大阪･梅田から 

地下鉄御堂筋線「梅田駅」より、「なかもず」行に

乗車。 

終点「なかもず駅」下車。泉北高速鉄道に乗り換え、

「和泉中央」行に乗車、2つ目「泉ヶ丘駅」下車。 

バスターミナル⑥番乗り場「ハーベストの丘」行 

南海直行路線バスにて約 15 分。 

和歌山から 

JR 和歌山駅より阪和線「天王寺」行に乗車。 
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「三国ヶ丘駅」下車。南海高野線に乗り換え、「和

泉中央」行 

準急に乗車、終点より 3つ手前の「泉ヶ丘駅」下車。 

バスターミナル⑥番乗り場「ハーベストの丘」行 

南海直行路線バスにて約 15 分。 

関西空港から 

「泉北ニュータウン･泉ヶ丘」行路線バスに乗車、

「泉ヶ丘駅」下車。 

バスターミナル⑥番乗り場「ハーベストの丘」行 

南海直行路線バスにて約 15 分。 

 

 
 

ＩＣ－Ｔ９０を新発売 

３バンド＋広帯域レシーバーで世界最小※1・最軽量を

実現※2。価  格￥４１，８００(税別) 

アイコムの広帯域技術が可能にした、究極のコンパク

トボディ（５８Ｗ×８７Ｈ×２９Ｄｍｍ）に５０ＭＨｚ＋１４４Ｍ

Ｈｚ＋４３０ＭＨｚ＋広帯域レシーバー（０．４９５～９９９．

９９０ＭＨｚ、一部周波数帯を除く）を搭載しました。世界

最小・最軽量のコンパクトボディながらも、送信出力は

標準装備のリチウムイオンバッテリーパックで、３バンドと

もに５Ｗを余裕で確保。また、アイコムの広帯域技術の

粋を結集した３バンドカスタムＰＡの採用に加え、各ステ

ージの共用化を図り安定した基本性能と驚異のコストパ

フォーマンスを実現しています。操作性においても、テ

ンキーボードとバンド切り替えスイッチを装備し、各機能

群のセレクト・設定や周波数のダイレクト入力など、操作

はいたって簡単に行えます。 

※１：２００２年６月現在、本体の容積比にて 

※２：２００２年６月現在 

 

おもな特徴 

世界最小・最軽量のボディサイズ。 

５０＋１４４＋４３０ＭＨｚトランシーバーに広帯域レシーバ

ー（０．４９５～９９９．９９０ＭＨｚ※）を搭載。※一部周波数

帯を除く 

付属のバッテリーパックでハイパワー５Ｗ出力を実現。（５

０/１４４/４３０ＭＨｚ帯） 

繰り返し充電に強い、リチウムイオンバッテリーパックを標

準装備｡ 

多機能機でありながらも簡単操作を実現。 

おもな特長 

世界最小・最軽量 

オリジナルＰＡの採用と各パーツの３次元配

置により５Ｗ出力を確保しながらも、５８Ｗ×８

７Ｈ×２９Ｄｍｍのコンパクトサイズを実現。ボ

ディはアルミダイキャストを使用して堅牢性を

確保。さらに、ＪＩＳ保護等級４（防まつ形）相当

の構造により、アウトドアでのアクティブな運用

を支え、少々の雨や水しぶき※は気になりま

せん。また、アンテナにはＳＭＡタイプを採用

し気密性を高めています。 

※オプションのスピーカーマイクロホン、ヘッド

セット等の使用時を除く 

３バンド＋広帯域レシーバー 

５０／１４４／４３０ＭＨｚ帯の３バンドを搭載しな

がらも、次世代広帯域技術により、０．４９５～９

９９．９９０ＭＨｚ（一部周波数帯を除く）をＦＭ／ＷＦＭ／Ａ

Ｍでカバーする広帯域レシーバーをコンパクトボディ（５８

Ｗ×８７Ｈ×２９Ｄｍｍ・突起物を除く）に内蔵。これ一台で

アマチュア無線を楽しみながら、各種放送からユーティリテ

ィ無線まで受信できます。 

３バンドとも最大出力５Ｗを実現 

広帯域技術を用いたオリジナルＰＡの採用により５０ＭＨｚ

帯、１４４ＭＨｚ帯、４３０ＭＨｚ帯の３バンドにおいて標準装

備のリチウムイオンバッテリーパックで最大送信出力５Ｗを

実現。また、不意のバッテリー切れに対応するため、電池

ケース（単３形アルカリ電池×２本用）も付属しています。こ

の電池ケースを使用した場合でも約１００ｍＷの出力で運

用することができます。 

広帯域レシーバーを搭載 

０．４９５～９９９．９９０ＭＨｚ（一部周波数帯を除く）をカバー

する広帯域レシーバーを搭載。モードはＦＭ／ＷＦＭ／Ａ

Ｍに対応。各アマチュアバンドはもちろんＦＭラジオ、短波

ラジオ、ＴＶ音声、エアバンド、各種ユーティリティ無線まで

カバーできます。 

リチウムイオンバッテリーパックを標準付属 

優れたサイクル寿命と繰り返し充電に強く、メモリー効果の

ないリチウムイオンバッテリーパック（７．４Ｖ／１３００ｍＡｈ）

を標準装備。３バンドのオリジナルＰＡと相まって、安定した

高出力とロングバッテリーライフを実現しています。 

簡単操作設計 

操作性の向上を図るために、バンド切り替えスイッチ、テン

キーボード（バックライト付き）を装備。バンド切り替えや周

波数のダイレクト入力をはじめ、メモリーチャンネルのダイレ

クト呼び出し、各機能のアクセスが簡単に実行できます。本

機は多機能を搭載しながらも卓越した操作性を誇っていま

す。 

トーンスケルチ/ポケットビープ(R)機能 

ポケットビープ(R)機能やトーンスケルチ機能も標準装備。

ＣＰＵにトーン機能を持たせ、面倒なオプションユニットの

取り付けなしに、すぐに快適なトーンスケルチ運用ができま

す。もちろん、トーンスケルチのトーン周波数とレピータアク
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セス用トーン周波数は独立して設定できます。さらに、個別

呼び出し機能にも応用できるＤＴＣＳ機能も標準装備して

います。 

大容量５５５チャンネルメモリー 

通常メモリーを５００ｃｈ、スキャンエッジメモリーを２５組５０ｃ

ｈ、コールチャンネルは５ｃｈの合計５５５ｃｈのメモリーチャン

ネルを搭載。また、１８個のメモリーバンクを搭載し、１バン

クあたり最大１００ｃｈまで登録でき、メモリー管理も容易に行

えます。もちろん、各メモリーチャンネルには用途などの記

憶に便利な６文字までのアルファベット、数字、記号でコメ

ントを付けることができます。 

多彩なスキャン機能群 

あらゆるユーザーニーズにお応えするために、多彩なスキ

ャン機能群を装備しています。 

フルＶＦＯスキャン 

フルＶＦＯスキップスキャン 

プログラムスキャン 

プログラムスキップスキャン 

バンドスキャン 

フルメモリースキャン 

フルメモリースキップスキャン 

メモリーバンクスキャン 

メモリーバンクスキップスキャン 

プライオリティスキャン 

ＣＴＣＳＳデコードスキャン 

ＤＴＣＳデコードスキャン 

その他の高機能群 

ＦＭナローモード 

ＴＶチャンネルモード（１～６２ＣＨ、固定） 

ＶＦＯＡ／Ｂ切替 

ＲＩＴ機能 

アッテネーター機能 

スプリット機能 

ダイヤルによる回転式選局方式 

ダイヤルスピード可変機能 

独立スイッチの電子式ボリューム 

オートスケルチ 

１６桁１０ｃｈのＤＴＭＦメモリー 

１２種類のチューニングステップ切り替え 

オートモード・オートチューニングステップ機能 

スケルチモニター 

オートパワーセーブ 

タイマー付きＬＣＤ＆キーボードバックライト 

ＴＸ／ＢＵＳＹランプ 

マイクリモコン機能（オプションのＨＭ－７５Ａ使用時） 

付属品 

アンテナ（ＦＡ－Ｓ６２７０Ｄ） 

リチウムイオンバッテリーパック（ＢＰ－２１７〈７．４Ｖ／１３０

０ｍＡｈ〉） 

単三形アルカリ電池２本用バッテリーケース（ＢＰ－２１６） 

普及型バッテリーチャージャー（ＢＣ－７４Ｊ） 

ベルトクリップ 

多彩なオプション 

◇ＢＣ－１３９  ：急速充電器 

ＢＣ－７４Ｊ  ：普及型バッテリーチャージャー（補修用） 

◇ＢＰ－２１６  ：単三形アルカリ電池２本用バッテリーケー

ス（補修用） 

◇ＢＰ－２１７  ：リチウムイオンバッテリーパック（ＢＰ－２１

７〈７．４Ｖ／１３００ｍＡｈ〉)(補修用） 

◇ＣＰ－１９   ：ノイズフィルター付きシガレットライターケ

ーブル 

ＨＭ－５４   ：スピーカーマイクロホン 

ＨＭ－７５Ａ  ：リモコン機能付きスピーカーマイクロホン 

ＨＭ－１３１  ：小型スピーカーマイクロホン 

ＨＳ－８５   ：ＶＯＸ付きヘッドセット 

◇ＬＣ－１５２  ：キャリングケース（ＢＰ－２１６／ＢＰ－２１７

用、ＭＢ－８３との併用は不可） 

◇ＭＢ－８３   ：回転式ベルトクリップ 

ＳＰ－１３   ：イヤホン 

◇新規オプション ◆従来オプション 

おもな定格 

一般仕様周波数範囲送受信 

50～53.995MHz､144～146MHz､430～440MHz 

受 信 

0.495～252.895MHz、255.1～261.895MHz、266.1～

270.895MHz、275.1～379.895MHz、382.1～411.895 MHz、

415.1～809.895 MHz、834.1～859.890 MHz、889.1～

914.895 MHz、960.1～999.990 MHz 

受信保証範囲は、1.625～999.990MHz の内、上記周波数範

囲内に限る 

電波型式 FM、AM(受信のみ)、WFM(受信のみ) 

メモリーチャンネル数合計 555(スキャンエッジ、コールチャンネ

ルを含む) 

アンテナインピーダンス 50Ω不平衡 

アンテナ端子 SMA 型 

電源電圧 DC7.4V 標準、DC5.5～11V 接続可(外部電源端子) 

接地方式マイナス接地 

消費電流(8.0V 時)(TYP)送信時

HIGH(5W)/2.0A(50/144/430MHz)LOW(0.5W)/0.8A(50/144

MHz)､1.2A(430MHz) 

受信時 

定格出力 220mA 

パワーセーブ時平均値(1:4)65mA 

使用温度範囲-10℃～+60℃ 

周波数安定度±6ppm(-10℃～+60℃) 

外形寸法 58(W)×87(H)×29(D)mm（突起物を除く） 

重量約 240g（アンテナ、BP-217 装着時） 

送 信 

部送信出力 HIGH/約 5W、LOW/約 500mW 2 段階切り換え 

変調方式リアクタンス変調 

最大周波数偏移±5.0kHz 

スプリアス発射強度-60dB 以下 

マイクロホンインピーダンス 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 1st 69.450MHz(FM/AM)、13.350MHz(WFM)  

2nd 450kHz 

受信感度(TYP)FM(12dB SINAD) 

1.625 ～ 4.995 MHz-8dBμ､ 5.000 ～ 49.995MH ｚ -15dBμ､

50.000～54.000MHｚ-16dBμ、54.005～143.995MHｚ-15dBμ、

144.000 ～ 148.000MH ｚ -16dBμ 、 148.005 ～

221.995MHz-8dBμ､222.000～225.000MHz-10dBμ､225.005

～ 246.995MHz-8dBμ､ 247.000 ～ 429.995MHz-10dBμ､

430.000 ～ 450.000MH ｚ -16dBμ ､ 450.005 ～

832.990MHz-10dBμ､833.000～999.990MHz0dBμ 

WFM(12dB SINAD) 

40.000～108.000MHz0dBμ､470.000～770.000MHｚ10dBμ、

175.000～221.995MHz 5dBμ AM(10dB S/N) 

0.495～4.995MHz2dBμ､5.000～29.995MHz-5dBμ､118.000
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～136.000MHz-6dBμ､222.000～229.995MHｚ-2dBμ､320.000

～329.995MHz 0dBμ､ 

選択度 15kHz 以上/-9dB、30kHz 以下/-50dB、(FM､AM) 

低周波出力(TYP)0.2W(8Ω負荷､+25℃時) 

低周波負荷インピーダンス 8Ω 

 

おわびの表現これが 41 手 

おわびの表現を、最も丁重とされる言い方から順番

に列記しています。普段自分が使っている言葉がどの

辺りに位置しているかをみるのも興味深い。 

1） なんとおわび申し上げてよいやら言葉もございません。 

2 ）なにとぞ御容赦いただきたくお願い申し上げます。 

3） 深くおわび申し上げます。 

4） なにとぞお許しいただきとう存じます。 

5） 誠に申し訳ありません。 

6） たいへん失礼いたしました。 

7） なにとぞお許しくださいませ。 

8） 面目次第もございません。 

9） おわびいたします。 

10） なにとぞお許しのほどを。 

11） どうぞお許しください。 

12） 私がわるうございました。 

13） 誠に遺憾に存じます。 

14） 陳謝いたします。 

15 ）謝罪するにやぶさかではありません。 

16） 申し訳ありません。 

17） おわびします。 

18） 誠にどうもあいすみません。 

19） ご勘弁下さい。 

20） 御無礼しました。 

21） すみません。 

22） 許して下さい。 

23） 勘弁して下さい。 

24） 失礼しました。 

25） おわびしたいのです。 

26） あやまります。 

27） 謝罪します。 

28） 反省します。 

29） ごめんなさい。 

30） 申し訳ない。 

31） 許して（くれ） 

32） 堪忍（して） 

33） 悪かった。 

34） 許してほしい。 

35） すまない・すまん。 

36） あやまる。 

37） 面目ない。 

38） 失礼。 

39） ごめん。 

40） わるい（わね） 

 

迷惑メール完全撃退 

迷惑メール着信拒否、経産省が省令改正へ 

経済産業省は５日、出会い系サイトなどを運営する業

者が携帯電話に一方的に広告を送りつける「迷惑でき

るよう省令改正する方針を明らかにした。携帯電話各メ

ール」の受信を拒

否社と連携、承諾

を得ていない広告

が利用者に届かな

いシステムを作るこ

とで、迷惑メールを

撃退する計画だ。 

経産省は、特定

商取引法に基づく

省令を来月に改正

し、一方的に広告

を送りつける業者

に対して義務付け

ているメールの表題を、現在の「！広告！」から「未承諾

広告※」に変更する。携帯電話利用者がこの文字列を

含んだメールの受信を拒否するよう携帯各社に登録す

れば、携帯各社は広告メールの配信を停止する。同省

は携帯各社に対し、登録者へは自動的に配信を止める

システムを導入するよう要請しており、ＮＴＴドコモなど携

帯電話各社が協力する見通しだ。携帯各社が、利用者

からの要請に応じて、一定の表題のメールをすべて配

信停止にするのは初めての試みとなる。 

経産省は、今年２月の省令改正で、広告メールの表

題に「！広告！」を表示するよう業者に義務付けた。携

帯各社が配信停止システム導入の準備を進めているが、

「！」マークは半角、全角の区別があって、うまく機能し

ない可能性が出てきた。表示を「未承諾広告※」に変更

することで、迷惑メール阻止を徹底する。 

 

訃報 
ＡＪＦＣ（オールジャパンファミリークラブ）近畿の相談役

であられました、菅原 庸氏（JS3UVW）が６月10日に永

眠されました。 

 ＡＪＦＣ近畿ブロック設立にご尽力された勇姿が思い浮

かばれます。また、お人柄で、当会とは、フレンドクラブ

以上のＦＢな交流をさしていただきました。つつしんでご

冥福をお祈りします。合掌 

 談 長澤 道一 

 


