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回部品名称口ご注意

●調整固定ネジは、走行中に多少ゆるむ場

合がありますので、特に新しいアンテナ

については締付けを十分に行なってくだ

さい。

●接栓がＭ形コネクターになっております

ので、必ずＭ形コネクター対応のアンテ

ナ金具をお使いください”

取扱説 明 書

このたびは、コメットアンテナをお買い

求めいただきまして誠にありがとうござい

ます。ご使用の前に、この取扱脱明･’1Fをよ

くお読みのうえ、正しくお使いください。

｡

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更する富がありますｃ

アンテナエレメント

回特長

１●ＣＳＲ－６４１は、Ｍ形接栓のスリム、軽量

化の極限を追究し、お手持ちの自励車に

フィットする梯にシンプルで析新なデザ

インに仕上げました。

●ＣＳＲ－６４１はラジアルを必要としないノ

ンラジアルのアンテナです。簡易固定局

用、オートバイ、自転車、ハンディー用

としても十分に性能を発揮することがで

きます。

●エレメントは復元性にすぐれた17-7ＰＨ

ステンレスを採用しているので、アンテ

ナのゆれによって起きるＱＳＢをできる

かぎりおさえました。

。腸調整固定ネジ
1劃Ｖ･ＳＷＲ表

Ｃｒ
一顎聴金具

コ メット株式会社
本社：〒336埼玉県浦和市辻４－１８－３a048-839-3I3I㈹

大阪営業所：〒560大阪府豊中市壁池東町４－１－１５念O6-844-0693

仙台営業所：〒982-0｜仙台市若林区上飯田横堀８７－la022-285-9506
福岡営業所：〒816福岡市博多区井相田2-2-5第３七福ビル壷092-592-2531
札幌営業所：〒OO4北海道札幌市厚別区厚別南４－３４－３壷011-892-7575
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幽規格

周波数／430～440ＭＨｚ

利得／2.15ｄＢ

耐入力／100Ｗ

インピーダンス／50Ｑ

Ｖ･ＳＷＲ／1.5以下

全及／0.38ｍ

Ⅲ戯／80ｇ

コネクター／Ｍ形

仕禄／脇入ノンラジアルホイップ
レピーター対応型

園取付方法

Ｌ Ｍ－ＰコネクターＣＳＲ－６４１はノンラジアル方式のため、

車のどの部分へ取り付けてもけつこうです、

アンテナ基台及び同軸ケーブルはコメット

製をおすすめします。ルーフサイド、トラ

ンクリッド、マグネット基台郭をそれぞれ

用意しています。

■お買いあげいただきました製品は、厳重

な品質管理のもとに生産されておりますが、

万一運搬中の本故などによる破狐がありま

したら、取扱店にお申し付けください。

■調整方法

CSR-641は、出荷時に中心周波数(435

ＭＨｚ)に調鼓されていますので、そのままお

使いいただけます。調整が必要ないときは、

調整固定ネジを付属のＬ型レンチでゆるめ、

エレメントを上下に動かし、目的の周波数

でＶＳＷＲが吸良になるところで間定しま

す。このとき、車を障害物のない広い場所

へ置きます。

調整後は調錐固定ネジをしっかり締め付

けてください。

四本アンテナの仕様および外観は、改良の

ため予告なく変更することがありますので、

ご了承ください。

ｑ送信空中線の型式

アマチュア局の免I汗申ｉＷ響類の空中線型

式には「単一型」とお襟きください。

ＦＡＸ、０４８－８３９－３１３６

ＦＡＸ、06-853-2011

ＦＡＸ，022-285-9507
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ＦＡＸ、０１１－８９２－７５７１



＝

、剛瞳

一
一

了 ４ Ｎ耐

l４Ｅ

御‘棚H冨帯ｽﾘﾑﾀｲブ闇利得制/蜜ﾊﾉﾝﾗジｱﾙﾓー ピﾙｱﾝﾃﾅ
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取扱説明書 函ご注意

●調幣刷定ネジは、進行1'１に多少ゆるむ場

合がありますので、特に新しいアンテナ

については締付けを卜分に行なってくだ

さい。

③接栓がＭ形コネクターになっております

ので、必ずＭ形コネクター対応のアンテ

ナ金典をお使いください‘，

園 部 品 名 称

このたびは、コメットアンテナをお脚い

求めいただきまして誠にありがとうござい

ます。ご使用のliijに、この取扱説明,1Fをよ

くお読みのうえ、正しくお使いください。

到規格

ナエレメント－アンテ

圃特長

●CSR-623は、Ｍ形接栓のスリム、軽披

化の極限を追究し、さらに、全方向折り

曲げ金具も付いて､お手持ちの自動車にフ

ィットする様にシンプルで斬新なデザイ

ンに仕上げました。

●ＣＳＲ－６２３はラジアルを必要としないノ

ンラジアルのアンテナです。簡易固定l‘,ｉ

用、オートバイ、自極』|i、ハンディー用

としても十分に性能を発揮することがで

きます。

●エレメントは復元性にすぐれた17-7ＰＨ

ステンレスを採用しているので、アンテ

ナのゆれによって起きるＱＳＢをできる

かぎりおさえました。
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1．５

１．４

１．３

１．２

１．１

園取付方法

折り曲げ金只

グ≦－

Ｃ

ＣＳＲ－６２３はノンラジアル方式のため、

車のどの部分へ取り付けてもけつこうです。

アンテナ基台及び同軸ケーブルはコメ.ソト

製をおすすめします。ルーフサイド、トラ

ンクリッド、マグネット基台等をそれぞれ

用意しています‘，

■おiflいあげいただきました製品は、厳爪′

郵破杵珊のもとにﾉl施されておりますが、

ﾉｊ・迎搬''1の'11F故などによる破拙がありま

したら、取扱Ａｌｉにお申し1,1･けください侭

Ｍ－Ｐコネクター

I46

0iAHz）

＝一マッチング部

０４８４－２２－１０３８’

０６－８５３－２０１１

０２２－２８５－9５０７

０９２－５９２－２５３２

０１１－８９２－７５７１

’
間波数／144～146ＭＨｚ

利排／2.15ｄＢ

酎人ﾉj／50Ｗ

インピーダンス／50Ｑ

Ｖ･ＳＷＲ／1.5以ド

余災／1.03ｍ

１，１，t／lO5g

コネクター／Ｍ形

ilg骸／)妬スノンラジアルホイソブ

卜

Ｉ

CSR-623は、出荷時に中心周波数(145

ＭＨｚ)に調整されていますので、そのままお

使いいただけます。調整が必要なときは、

調整固定ネジを付属のＬ型レンチでゆるめ、

エレメントを上下に動かし、目的の周波数

でＶＳＷＲが最良になるところで固定しま

す。このとき、水を障害物のない広い場所

へ置きます。

調整後は調整固定ネジをしっかり締め付

けてください,、

ＦＡＸ、

ＦＡＸ‘
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コ メツト株式会社
本社：〒335埼玉県戸田市美女木１２３０恋O484-2I-7921(代

大阪営業所：〒560大阪府豊中市蛍池東町４－１－’５公06-844-0693

仙台営業所：〒982-0I仙台市若林区上飯田横堀８７－Ia022-285-9506

福岡営業所：〒816福岡市博多区井相田2-2=５第３七福ピル盃092-592-2531

札幌営業所：〒004北海道札幌市白石区厚別南４－３４－３公011-892-7575

、態E謹面法

アマチュアI‘jiの免iil:１１職‘II類の篭I|'線刷

式にはｒ１Ｉｉ‐剛」とお』11:きください。

四本アンテナの仕雛および外奴は、改良の

ためｆｉｌｉなく愛史することがありますので、

ごj･水ください。

圏送信空中線の型式

i性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更する事があります。
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６零ｓ (レビーター対応型）

取扱説明書 国調整方法 回部品名称

このたびは、コメットアンテナをお買い

求めいただきまして城にありがとうござい

ます。ご使川のIiliに、この取扱,脱|ﾘ1.,1ドをよ

くお読みのうえ、正しくお使いください。

ＣＳＲ－６４５は、出荷時に430ＭＨｚ僻をすべ

てカバーする様にI淵雅されていますので、

そのままお使いいただけます。，洲雑が必典

なときは、調雛固定ネジを付鵬のＬＪｉルン

チでゆるめ、エレメントを上ドに動かし、

II的の周波数でＶＳＷＲが雌良になるとこ

ろで間定します。

このとき、１〔を脈‘IF物のない広いjﾙﾉﾘiへ

縦きます。

ｸ゙部

エレメント(上）

固特長

ＯＣＳＲ－６４５は、Ｍ形接栓のスリム、職賊

化の極限を追究し、お手持ちの''1jWlI[に

フィットする様に、シンプルで析析なデ

ザインに仏I:げました。

●CSR-645は、そのままでは、％入×2段

のアンテナですが、ジョイント金典の部

分で、上部エレメントを取りはずすこと

により、路入のアンテナになります。

使用又は走行条件等により２m瀬の使

いわけが出米る便利なアンテナです。

●ＣＳＲ－６４５は、ラジアルを必要としない

ノンラジアルのアンテナです。簡劫問定

局用、オートバイ、自転単、ハンディー

用としても-1.分に性能を先郷することが

できます。

●エレメントは復元性にすぐれたｌ７－７ＰＨ

ステンレスを採川しているので、アンテ

ナのゆれによって起きるＱｓＢをできる

かぎりおさえました。

「

(鵬）■送信空中線の型式

回ご注意

●IiMI整用同定ネジは、進行中に多少ゆるむ

叫介がありますので、特に新しいアンテ

ナについては締1,j･けを．1-分に行なってく

ださい。

●接栓がＭ形コネクターになっております

ので、必ずＭ形コネクター対応のアンテ

ナ金具をお使いください‘，

畠---ジｮｲﾝﾄ金具

一アエレメント(下）

！

画取付方法

定ネジ

アマチュアLjの免詐１Ｍ‘ilII:班の空中線型

式にはrIIl-型」とおfIFきください。

43男

画Ｖ･ＳＷＲ表

1．５

１．４

１．３

１．２

１－１

ＦＡＸ，

ＦＡＸ・

ＦＡＸ

コメツト株式会社
本社営業：〒335埼玉県戸田市美女木１２３０aO484-2I-7921㈹
大阪営業所：〒560大阪府豊中市蟹池東町2-4-5都ビルIＦ念06-844-0693
仙台営業所：〒982-01宮城県仙台市上飯田横堀８７－laO22-285-9506
工場開発倉庫：〒335埼玉県戸田市美女木１２２７－３盃0484-21-7798

、皿L"…‐
賂入％入×２段

■本アンテナの仕様および外観は、改良の

ためｆｉｌｒなく変更することがありますので

ご了承ください。

4３０

周波数／430～440ＭⅢｚ

利僻／2.15dB/5.5ｄＢ

耐人ﾉj／50Ｗ

インピーダンス／50Ｑ

Ｖ･ＳＷＲ／1.5以ド

企及／0.37/0.9ｍ

ＩＩｔＩ１ｔ／85/120ｇ

コネクター／Ｍ形

仕概／路入ノンラジアルホイップ

％入×2段ノンラジアルホイップ

0４８４－２２－１０３８

０６－８５３－２０１１

０２２－２８５－９５０７

■お岡いあげいただきました製品は、厳正

な品質符理のもとに生産されておりますが、

万一迎搬''１の躯故などによる破扱がありま

したら、取扱店にお申し付けください、

召規格ＣＳＲ－６４５は、ノンラジアルガ式のため、

水のどの部分へ取り付けてもけつこうです。

アンテナ唯台及びIiil軸ケーブルはコメット

製をおすすめします。ルーフサイド、トラ

ンクリッド、マグネット基台報をそれぞれ

川患しています。

樫竪×２
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アマチュア1,,jの免Iiﾉi:'i紺,11棚の‘御'1級〕削

式にはrili-型_，とお,I滝ください。
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狸OOjWHz帯スリーブﾀｲブノンﾗジｱﾙ高利得ﾓー ビﾙｱﾝﾃﾅ

回お問い上げいただきました製紬は、厳Ｉｎ

なAI'1闘将理のもとに′lﾐ唯されておりますが、

〃・辿搬!''の‘ＩＦ故などによる破肌がありま

したら、取扱店にお'1'し付けください。

五22Ａ (レビーター対応型）

園ご注意取扱説明書 園 部 品 名 称

このたびは、コメットアンテナをお間い

求めいただきまして戒にありがとうござい

ます。ご使川の前に、この１k扱説IﾘｌｌＩＩ:をよ

くお縦みのうえ、１１§し<お使いください。

●1200ＭＨｚ帯はI‘illMIケーブル及びコネクタ

ーの特性の良し悪しがアンテナの特性に

大いに影禅しますので、備削のおけるコ

メット製純l駅！（別允品）をご使川いた

だけるとより安心です。

、披除がＮ形コネクターになっております

ので、必ずＮ形コネクター対応のアンテ

ナ金典をお使いください”

'''''''''１

屋
＝
Lー’

－エレメント

■特長

●ＣＳＲ－ｌ２Ａは、Ｎ形.l細tのスIノム、Il1fIit

化の縦'1(を追究し、おＦ排ちのI411mjlIIに

フィットする様に、シンプルで斬新左デ

ザインにＩｌｋげました．
息
＝Ｉ

面送信空中線の型式

圏規格

●ＣＳＲ－ｌ２Ａは、従米のコイル、コンデン

サーなどによる擁合ＩＩｌＩ路のかわりに、ス

リーブによる濫合lI1l路を使川しました。

したがって、袷地点が従来のものよ'）｜：

柵になり、その為１１じ利ｉＩ卜のアンテナと

比技しても、飛びが良くなりました。

0４８４－２２－１０３８

０１１－８９２－７５７１

０２２－２８５－９５０７

０６－８５３－２０１１

０９クー５９２－２５３？

目ＡＸ･

ＦＡＸ、

ＦＡＸ・

ＦＡＸ‘

Ｆ Ａ Ｘ

Ｉ

●ＣＳＲ－ｌ２Ａは、ラジアルを必要としない

ノンラジアルのアンテナです。簡坊1,'1雌

局川、オートバイ、’'１抵lli、ハンディー

用としても１．分に牲能を錐郷することが

できます‘，

■水アンテナの11雛および外肌は、改良の

ため】亀杵なく変哩する二とがありますので

ご]~爪ください。

回取付方法

１
－

Ｎ－Ｐコネクター

コメット株式会社
本社：〒335埼玉県戸田市美女木’２３０公0484-21-7921㈹

札幌営業所：〒OO4北海道札幌市白石区哩別南４－３４－３公011-892-7575

仙台営業所：〒982-0Ｉ仙台市若林区上飯田横堀８７－Ｉ公022-285-9506

大阪営業所：〒560大阪府豊中市鐘池束町４－１－１５公０６－８４４－０６９３

福岡営業所：〒816福同市博多区井相田2-2-5第３七福ビル公092-592-2531

ＣＳＲ－ｌ２Ａは、ノンラジアル〃火のため、

iliのどの部分へ｣'1くり｢､j.けてもけつこうです。

アンテナ),哩台及び''1紬ケーブルはコメ‘ソト

製をおすすめします。ルーフサイド、トラ

ンクリッド、マグネ,ソトノ牒癖をそﾉLぞれ

川.砿しています岳

形 名

周 波数

利得

耐入力

ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

ＶＳＷＲ

全長

重量

コネクタ一

形式

ＣＳＲ－－１２Ａ

１，２６０～｜，３００ＭＨｚ

２．１５ｄＢ

５０Ｗ

５０Ｑ

１．５以下

１７７ｍｍ

9５９

Ｎ形

堤入ｽﾘｰプﾀｲブﾉﾝﾗシｱﾙ


