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Your Quick Reference Guide
This Quick Reference Guide covers the basic operation of the radio.
Check with your dealer because your radio may have been customized
for your specific needs.

For more operational details and information, refer to the User Guide at 
https://learning.motorolasolutions.com/.

Important Safety Information

ATTENTION!
This radio is designed to meet General Population usage. Before
using the radio, read the RF Energy Exposure and Product Safety Guide
for Mobile Two-Way Radios which contains important operating
instructions for safe usage and RF energy awareness and control for
Compliance with applicable standards and Regulations.
Any modification to this device, not expressly authorized by Motorola
Solutions, may void the user's authority to operate this device.

Computer Software Copyrights
The Motorola Solutions products described in this manual may include
copyrighted Motorola Solutions computer programs stored in
semiconductor memories or other media. Laws in the United States and
other countries preserve for Motorola Solutions certain exclusive rights
for copyrighted computer programs including, but not limited to, the
exclusive right to copy or reproduce in any form the copyrighted
computer program.
Accordingly, any copyrighted Motorola Solutions computer programs
contained in the Motorola Solutions products described in this manual
may not be copied, reproduced, modified, reverse-engineered, or
distributed in any manner without the express written permission of
Motorola Solutions. Furthermore, the purchase of Motorola Solutions
products shall not be deemed to grant either directly or by implication,
estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents or
patent applications of Motorola Solutions, except for the normal non-
exclusive license to use that arises by operation of law in the sale of a
product.

Radio Controls
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1. Power button
2. Volume Up button
3. Volume Down button
4. Channel button
5. Emergency button
6. Back/Home button

7. P2 button
8. P1 button
9. Menu/OK button
10. Contacts/Info button

Turning Radio On or Off
Press and hold the Power button.

Adjusting the Volume
Press the Volume Up or Volume Down button.

LED Indicators

Blinking red
Radio is out of range.

Solid green
Radio is powering up, or transmitting voice call.
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Fast blinking green
Radio a call hang-time.

Blinking green slowly
Radio enters into Area Talkgroup.

Solid amber
Emergency is declared.

Blinking amber
Instant Personal Alert is received.

Fast blinking amber
Emergency Alert is received

Blinking amber slowly
Radio is in scan mode.

Blinking green and amber
Radio is in Do Not Disturb (DND) mode.

No indication
Radio is off, killed, or in idle mode.

Display Icons
The following icons appear on the status bar at the top of the radio
display. The icons are arranged left most in order of appearance or
usage, and are channel-specific.

Table 1: Display Icons

Icon Description

Cellular Signal Level

Wi-Fi Signal Level

Icon Description

Bluetooth

Bluetooth Connected

Global Navigation Satellite System (GNSS)

Scan

Software Available

Downloading Software

Logs Available

Uploading Logs

Emergency

Instant Personal Alert
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Icon Description

Do Not Disturb

Area Talk Group

More
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クイック リファレンス ガイド

このクイック リファレンス ガイドでは、無線機の基本操作について説明
します。特定の要望に沿って無線機がカスタマイズされている可能性も
あるため、詳しくはお買い上げ頂いた販売店にお問い合わせください。

操作方法の詳細については、https://learning.motorolasolutions.com/ から
ユーザー ガイド確認してください。

重要な安全情報

注意!
この無線機は、一般消費者の使用に対応できるように設計されています。
本無線機をご使用になる前に、『車載型業務用無線機の電磁波エネルギー
被曝および製品安全性ガイド』をよくお読みください。安全にお使いい
ただくための取り扱い方法と、電磁波エネルギーについての重要な説明
が記載されています。また、電磁波エネルギー被曝限度についての該当
基準および法規制に対する適合情報も記載されています。
Motorola Solutions から明示的な承認を得ないで本製品を変更した場合、
無線機を操作するためのユーザーの権限が無効になることがあります。

コンピュータ ソフトウェア著作権

本マニュアルに記載されている Motorola Solutions 製品には、半導体メ
モリやその他メディアに保管されている著作権取得済み Motorola
Solutions コンピュータ プログラムが含まれている場合があります。米
国およびその他諸国の法律で、著作権取得済みのコンピュータ プログラ
ムの一定の独占権が Motorola Solutions のために保護されています。こ
の際、著作権取得済みコンピュータ プログラムのあらゆる形態での複製
または再生の独占権が含まれますが、これに限定されません。
したがって、本マニュアルで説明される Motorola Solutions 製品に含ま
れるいかなる著作権取得済み Motorola Solutions コンピュータ プログラ
ムも、Motorola Solutions からの書面による明示的な許可を得なければ、
いかなる方法においても複製、再生、修正、リバース エンジニアリン
グ、配信できません。さらに、Motorola Solutions 製品を購入しても、直
接的あるいは黙示的、禁反言的、またはその他の方法によっても、
Motorola Solutions の著作権、特許、または特許出願の対象となるライセ
ンスは、一切付与されません。ただし、製品の販売において法の運用に
よって生じる通常の非独占的な使用ライセンスについては、この限りで
はありません。

無線機コントロール
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1.電源ボタン
2.音量アップボタン
3.音量ダウンボタン
4.チャネル ボタン
5.緊急ボタン
6.バック/ホーム ボタン

7.P2 ボタン
8.P1 ボタン
9.メニュー/プログラマブルボタン
10.連絡先/情報ボタン

無線機の電源のオンまたはオフ

[電源] ボタンを押し続けます。

音量の調節

[音量アップ] または [音量ダウン] ボタンを押します。

LED インジケータ

赤色の点滅

無線機が通信圏外です。

緑色の点灯

無線機の電源が入れられたか、音声通話を送信しています。
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緑色で速く点滅

無線機の通話保留時間。

緑色でゆっくり点滅

無線機がエリア グループに入ります。

黄色の点灯

緊急モードに入りました。

黄色の点滅

インスタント パーソナル アラートを受信しました。

黄色で速く点滅

緊急アラートを受信しました

黄色でゆっくり点滅

無線機がグループスキャン モード中です。

緑色および黄色の点滅

無線機が作業中モード中です。

消灯

無線機がオフ、終了、または待機中です。

ディスプレイ アイコン

次のアイコンは、無線機ディスプレイ上部のステータス バーに表示され
ます。アイコンはチャンネル固有のもので、外観や使用法の順にしたが
って、左詰めで配置されます。

表 1: ディスプレイ アイコン

アイコン 説明

LTE 信号レベル

Wi-Fi 信号レベル

アイコン 説明

Bluetooth

Bluetooth 接続

GPS 信号 (GNSS)

グループスキャン

(アップデート) ソフトウェアあり

ソフトウェアのダウンロード

利用可能なログあり

ログのアップロード

緊急

インスタント パーソナル アラート (IPA)
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アイコン 説明

作業中モード

エリア グループ

詳細

日本語
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