FOLLOW
THE
VOICE
導かれるままに…

“RUN STRAIGHT!“

AVALANCHE
TRANSCEIVERS

DIRACT VOICE
ダイレクトボイス

ORTOVOX製
THE WORLD’S
FIRST EVER
世界初
フル音声ナビ付き雪崩トランシーバー
AVALANCHE
TRANSCEIVER WITH
VOICE NAVIGATION BY ORTOVOX.

TALKS

HELPS

PROTECTS

NAVIGATION
THROUGH CLEAR
クリアな音声指示による
VOICE
COMMANDS
ナビゲーションシステム

INTUITIVE
OPERATION FOR GAINING
直感的な操作による
LIFE-SAVING
SECONDS
救助時間の確保

SMART
ANTENNA TECHNOLOGY
スマートアンテナ技術による
FOR最適な送受信
OPTIMUM REACH

CLEAR VOICE NAVIGATION
SUPPORTS YOU IN EVERY SEARCH PHASE
クリアな音声ナビゲーション
捜索のあらゆるタイミングであなたを手助けします。

“RUN STRAIGHT!“

ダイレクトボイスは、ORTOVOXが開発した音声ナビゲーション機能付きの雪崩トランシーバーです。
The DIRACT VOICE is the FIRST AVALANCHE TRANSCEIVER with INTEGRATED VOICE NAVIGATION by ORTOVOX.
明確でシンプルな音声ナビは、全ての捜索段階で貴方をサポートします。冷静で明確な指示を提供
CLEAR, SIMPLE INSTRUCTIONS support you in every search phase and provide calm and clarity when your partner’s
することで、あなたのパートナーの生存を最優先で手助けします。
survival is of utmost importance.

EASIER TO SEARCH
• Clear voice commands in every search phase
・全ての探索段階において、明確な音声による指示
(patented EP 3466498)
・信頼性の高い50mの最大捜索範囲（※）
• Reliable 50 m* search strip width
・最初の受信から安定した表示
• Stable display from first reception

・見やすい、360°全てを図示化したリアルタイム
• Legible, full-graphic, 360°C real-time display
ディスプレイ
• Simple overview of all avalanche victims
・全ての雪崩被害者をシンプルに表示
• Rapid, reliable flagging function
• Precise, simple-to-activate group check
・迅速で信頼性の高いフラグ機能
・正確で簡単なグループチェック

※ICAR:International Commission for Alpine Rescue （勧告：AVA REC 0007）評価による。

* As measured by ICAR: *International Commission for Alpine Rescue (recommendation: AVA REC 0007)

AVALANCHE
TRANSCEIVERS

INTUITIVE IN ALL SEARCH PHASES
FROM THE START TO FINE SEARCH
全ての捜索段階で直感的に
捜索開始からファインサーチまで
4. Fine search

“GO DOWN TO
THE SNOW SURFACE!”
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最適な測定技術により、雪崩に埋まっている
Clear instructions to help users apply the correct
search method. Optimum measurement technology
要救助者を迅速かつ正確に捜索することが
helps to find avalanche victims quickly and precisely.
できます。
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3. Coarse search
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“RUN STRAIGHT!”
捜索者は、安定した信号を最初に受信すれ
A stable signal from the first reception reliably
leads searchers to burial victims. The signal is
ば、要救助者へと確実に導かれます。
never interrupted, the searcher is accurately
受信している信号は決して途切れることなく、
guided, and clear instructions prevent stress
デバイスからの明確な指示は捜索者のストレ
and allow for a fast approach.
スを防ぎ、正確で迅速なアプローチを可能に
します。

2. Signal search

“RUN IN 50 M SEARCH STRIPS
AND LOOK OUT!”
m
50

50mの最大捜索範囲、そして2種類のデバイスからのコミュニケー
A 50m search strip width and two means of communication – clear
voice commands and an optimized display that always shows the most
ション―クリアな音声による指示と、常に最も救助と関連性の高い
relevant information in a large format.
情報を大画面で表示する、最適化されたディスプレイ。

1. Avalanche
緊急時には、あらゆるミスを最小限に抑えるための直感的な
In an emergency, an intuitive design that minimizes mistakes is
デザインが重要になります。
what counts. A device that provides you with the best possible help in an
extremely stressful situation – from an avalanche to a fine search.
雪崩発生の時点から精密な捜索に至るまで、非常にストレス
の多い状況で最善のサポートを提供するデバイスです。

m
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SMART ANTENNA TECHNOLOGY
YOU WILL BE FOUND FASTER
スマートアンテナテクノロジー
雪崩に巻き込まれた場合の早期発見に繋がります

ダイレクト、及びダイレクトボイスには、特許取得済みのスマートアンテナテクノロジーが搭載されています。この
We have integrated patented SMART ANTENNA TECHNOLOGY into the DIRACT. It analyzes the device location
in the avalanche and provides you with double support: On the one hand, it IMPROVES TRANSMISSION PERFORMANCE
技術は、雪崩の中でデバイスの位置状態を分析し、2重のサポートを提供します。
AFTER THE AVALANCHE STOPS, while on the other it AUTOMATICALLY SWITCHES TO THE BEST TRANSMISSION
一つは、雪崩が収まった後に送信性能を向上させること。もう一つは、最適な送信アンテナに自動的に切り替え
ANTENNA. This means you get up to DOUBLE THE RANGE and are easier to find!
ることです。最大で2倍の範囲をカバーし、より発見されやすくなります。

GET FOUND FASTER

・スマートアンテナ技術

（特許取得済：米国：US 8,160,512 B2 / オーストリア：E．E 450 298 / スイス：EP 2 072 092 B1 / ドイツ：EP 2 072 092 B1

• SMART ANTENNA TECHNOLOGY (patented USA: US 8,160,512 B2 / Austria: E 450 298 /
Switzerland: EP 2 072 092 B1 / Germany: DE 50 2007 002 227.6)
・サーチモード下での二次雪崩からの保護
• Secondary avalanche protection in search mode
・スタンバイモード下での二次雪崩からの保護（捜索をしていない待機者のための、二次雪
• Secondary avalanche protection in standby mode (secondary avalanche protection
mode for rescuers who are not searching)
崩からの保護）
• RECCO® reflector in carrying system
・RECCOリフレクター内蔵のキャリングシステム
DE50 2007 002 227.6）

AVALANCHE
TRANSCEIVERS

COMPLETELY STREAMLINED
FOR INTUITIVE OPERATION
完全なる合理化
直感的な操作が可能
クリア
CLEAR

フルグラフィックの超大型ディスプレイ
The FULL-GRAPHIC, EXTRA-LARGE
DISPLAY optimally assists read
は、厳しい照明条件の下でも読みやす
ability even under extreme lighting
さを最適化します。明確なシンボル（矢
conditions. CLEAR SYMBOLS and a
印）と360°のリアルタイム表示により、
360° REAL-TIME DISPLAY ensure
直感的なユーザーガイダンスを実現し
intuitive user guidance.
ます。

ハンディ
HANDY

Only 2.3cm SLIM and 210g
ズボンのポケットに入れても邪
LIGHT. The shape is highly
魔にならないサイズでありなが
SUITABLE FOR YOUR PANTS
ら、ラバー製グリップゾーンを採
POCKET – but thanks to the
用しているため、手袋をしたま
RUBBERIZED GRIP ZONES the
までも安心して持ち歩くことが
DIRACT and DIRACT VOICE can
できます。
also be held SAFELY in any

ロジカル
LOGICAL

A BRIGHTLY COLORED TOGGLE SWITCH
ダイレクトシリーズは、鮮やかなカラーリングの
makes it easy for even less experienced
トグルスイッチを採用することで、経験の浅い
users to QUICKLY SWITCH from transmit
ユーザーでも簡単にSENDとSEARCHを切り替
to search. SIMPLE TO OPERATE even
えることができます。厚手の手袋をしていても
with thick gloves on, and the DIRACT and
簡単に操作でき、現在のモードが常に明確に
DIRACT VOICE’s current mode is always
表示されます。
clear.

glove.

シンプル

SIMPLE

A SINGLE OPERATING BUTTON
雪崩被害者へのフラグ立てを簡単に行
allows you to easily FLAG
うことができる操作ボタンを搭載。SEND
avalanche victims. In transmit
モードでは、素早くスタンバイモードに切
mode, the button helps you
り替えることができます。

RECHARGEABLE
リチャージャブル

LONG-LASTING and ENVIRONMENTALLY
充電式電池の採用。長寿命で環境にも優しい。
FRIENDLY. Even at -20°C, the LOW-TEMPER
マイナス20℃でも液漏れしない耐低温電池を
ATURE BATTERY will provide a reliable power
搭載しているので、安心して使用できます。
supply – unlike normal batteries, it will not leak.

quickly switch to STANDBY MODE.

キャリングシステム
CARRYING SYSTEM

ダイレクトシリーズには、クイックアクセ
The DIRACT and DIRACT VOICE come
スキャリングシステムが搭載されてい
with a QUICK-ACCESS carrying system.
ます。開くと自動的にデバイス本体を
The device is AUTOMATICALLY
RELEASED upon opening and is
取り出す事が出来、すぐに使用できま
immediately ready for use. An
す。
EXTREMELY TEAR-RESISTANT yet
非常に破れにくく、かつ伸縮性のある
ELASTIC BODY CONNECTION (30kg
ボディ接続部（引張強度30kg）により、
tensile strength) prevents loss of the
紛失を防ぎます。バックアップとして
device when searching. As a backup,
キャリングシステムに組み込まれた
the RECCO® REFLECTOR integrated
RECCOリフレクターは、発見される可
into the carrying system further
能性をさらに高めます。
increases your chances of being found.

ORTOVOXアプリ
ORTOVOX APP

You can automatically update the DIRACT and DIRACT
ダイレクトシリーズのソフトウェアを自動的にアップデートし
VOICE’s software or change the settings via the iOS or
たり、設定を変更したりすることができます。また、アプリ
Android app. In addition, the APP provides video
では説明動画や、個人設定などのオプションも提供してい
instructions and options for personalization, registration
ます。
and fleet management for organizations.
Available from September
1,
*2021年9月より、Apple
App Store及び
2021 from
the Apple App Store
Google
Playでご利用いただくことが可能
and Google Play.
です。

