
①

M
A

S
te

r 
of

 P
R

O
du

ct
io

n
生
産
の
覇
者

FM放送用送信アンテナ
TFA3L （76～85MHz）

TFA3M（80～91MHz）

TFA3H（85～95MHz）

安全上のご注意

注意警告

取扱説明書

50Ω用（N型端子）

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。
絵表示について
この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止
するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。

●アンテナやアンテナ部品の落下などによって、人や物などに
危害や損害を与えたりすることがないように、安全な場所を
選んで設置してください。

●アンテナの取付工事を行うときは、落下防止のため、ネット
を張ったり、アンテナや取付金具・工具などをひもで固定物
に結んだりするなど、安全対策をしてから作業してください。
●アンテナの取付作業は、安全確保のため、必ず2人以上で
行なってください。

●アンテナや取付金具・マストなどに異常があったり、ねじや
ボルト・ナットなどがゆるんだりしていないか、定期的に点検
してください。また、台風や大雪などの後は、安全を確保して
から、アンテナや取付金具、マストなどを必ず点検してくだ
さい。アンテナが破損、変形した場合、新しいものと交換して
ください。そのままにしておくと、アンテナや取付金具などの
部品が、破損、落下して、けがの原因や建造物に損害を与え
る原因となることがあります。
●感電防止のため、アンテナは電線（電灯線、高圧線、電話線
など）からできるだけ離れた場所に設置してください。

●腐食が進んで劣化したアンテナや取付金具をそのまま使用
しないでください。落下して、人や物などに損害や危害を与える
原因となることがあります。アンテナや取付金具は、定期的
に点検してください。

記号は、禁止の行為を示しています。 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ
れる内容を示しています。

警告
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う
可能性が想定される内容、および、物的損害のみの発生が想定
される内容を示しています。

注意
絵表示の例

TFA3M

水平偏波用

●雷が鳴出したら、アンテナ・ケーブルには触れないでください。
感電の原因となります。

●雨・強風など，天候の悪い日の取付作業は非常に危険ですから、
絶対にしないでください。けがの原因となります。

●高所での作業は非常に危険です。万全の安全対策をしてく
ださい。

注意
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各部の名称

組立方法

支持管ブーム

ダイポール

N-J型コネクター

反射器
（赤色テープ）

ケーブルクリップ
導波器

支持管クリップ

前

① 導波器をエレメントホルダーで挟み込み、 固定ボルトを
しっかりと締付けてブームに固定します。

② 反射器をブームに設置し、固定ボルトをしっかりと
締付けてブームに固定します。

③ ダイポールをブームに設置し、２本の固定ボルトをしっかりと締付けてブームに固定します。

ホルダーが接触する部分に
透明のフィルムが貼ってあり
ます。
腐食防止のためですから、
はがさないでください。

防水キャップにビニルテープ
を巻付けて、ケーブルに固定
しないでください。
雨水がたまり、故障の原因と
なります。

固定ボルト（M6×60mm）
●締付トルク
  3N・m（31kgf・cm）

エレメントホルダー

ブーム

導波器

ブーム

ブーム

色表示
赤色のテープが貼ってあることを
確認して取付けてください。

反射器

固定ボルト（M6×40mm）
●締付トルク
  3N・m（31kgf・cm）

ダイポール
固定ボルト
（M6×75mm）
●締付トルク
  3N・m（31kgf・cm）

ダイポールのふたを開けないでください。
雨水が入り、故障の原因となります。

前

固定ボルト（M6×60mm）
●締付トルク
  3N・m（31kgf・cm）
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自在バンド、空中線取付金具の締付トルク（参考値）

マスト径（ｍｍ） 空中線取付金具型式 自在バンド型式
114～ 190 RABA-9 3BD-HD-12

190～ 260
RABA-11

3BD-HD-17

230～ 320 3BD-HD-23

300～ 410 3BD-HD-30

マストへの取付方法
① 別売のイワブチ（株）製の空中線取付金具と自在バンドをマストへ仮固定します。

●自在バンド（支持管取付用）は空中線取付金具と約720mm離した位置に仮固定してください。
●空中線取付金具を正面から見たとき、アンテナが右側になるように設置してください。
●マスト径によって、使用する空中線取付金具と自在バンドの組合わせが異なります。下表で確認してください。

② アンテナを空中線取付金具に取付けます。
●ブームに貼ってある赤色テープの間が、空中線取付金具の取付位置の目安となります。

③ 空中線取付金具のナット（4本）を指定のトルクでしっかりと締付けます。
●指定のトルクより強い力で締付けると、ブームが変形しますから注意してください。

④ 支持管を自在バンド（支持管取付用）に取付けます。
⑤ 支持管取付部、および支持管クリップ部のナットを指定のトルクでしっかりと締付けます。
⑥ 空中線取付金具と自在バンドをしっかりと固定します。

●イワブチ（株）製の自在バンドの締付トルクは、下記「自在バンド、空中線取付金具の締付トルク（参考値）」を参照してください。

支持管クリップ部
●締付トルク
3N・ｍ（31kgf･cm）

支持管取付部
●締付トルク
50N・ｍ（510kgf･cm）

支持管

ナット（4本）
●締付トルク
30N・ｍ
（310kgf･cm）

マスト径別 空中線取付金具、自在バンド適応一覧表

自在バンド（別売品）
（空中線取付金具取付用）

空中線取付金具（別売品）

自在バンド（別売品）
（支持管取付用）

マスト

約720mm

上の空中線取付金具と自在バンド側面のボルト
の向きが揃うように取付けてください。

空中線取付金具が接触する
部分に透明のフィルムが貼っ
てあります。
腐食防止のためですから、
はがさないでください。

自在バンド（別売品）
（空中線取付金具取付用）

空中線取付金具（別売品）

自在バンド（別売品）
（支持管取付用）

色表示
赤色のテープが貼ってある位置
に合わせて取付けてください。

空中線取付金具（別売品）自在バンド（別売品）
ナット（M12）
●締付トルク
50N・ｍ
（510kgf･cm）

ナット（M16）
●締付トルク
80N・ｍ（820kgf･cm）

ナット（M12）
●締付トルク
50N・ｍ（510kgf･cm）

ナット（M12）
●締付トルク
30N・ｍ（310kgf･cm）
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製品向上のため　仕様･外観は変更することがあります。
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※1 空中線取付金具RABA-9（別売品）使用時、適合マスト径１１４～190mm。
RABA-11（別売品）使用時、適合マスト径190～ 410mm。

※2 空中線取付金具（別売品）にてマスト取付時。
※3 支持管含む、空中線取付金具（別売品）、自在バンド3本（別売品）含まず。
※4 空中線取付金具RABA-9、RABA-11（別売品）使用時。

項目 TFA3L TFA3M TFA3H

送信周波数 76～ 85MHz 80～ 91MHz 85～ 95MHz

入力電力 500mW

エレメント数 3

入力インピーダンス 50Ω（N-J型）

ケーブル 5D-HFBE（長さ約1.8m）

送信偏波 水平偏波

動作利得 3.5～ 5dBd

VSWR 2以下

前後比 10～ 22dB

半値角度 60～ 75°

使用温度範囲 ⊖20～⊕40℃

適合マスト径 ※1 114～ 410mm

外観寸法 ※2 2315（L）×1935（W）×845（H）mm 2315（L）×1860（W）×845（H）mm 2315（L）×1745（W）×845（H）mm

受風面積 ※3 0.20㎡ 0.19㎡ 0.19㎡

耐風速 ※4 60m/s

質量（重量） ※3 約5.2kg 約5kg 約4.9kg

規格表

ケーブルの配線について

ケーブルは余裕を持たせて曲げ
てください。
●最小曲げ半径：80mm

ケーブルクリップでケーブルを固定
してください。

コネクターの接続部分は、市販の自己融着テープ・ビニルテープで
防水処理をしてください。

自己融着テープを２～3倍の長さに引っ張りながら、コネクターの根元
からコネクター全体に巻付けてください。
さらに、雨水の侵入を防止するために、巻付けた自己融着テープ全体に、
ビニルテープを強く引っ張りながら固く巻付けてください。

防水処理


