
衛星通信の「グローバル」スタンダード



究極のコンビネーション

IsatPhone Pro は、衛星通信で真に必要とされるサービスを提供してい
ます。IsatPhone Pro は、Inmarsat が提供する初のグローバル携帯電話
で、世界で最も信頼性の高いグローバル衛星通信ネットワーク専用に
設計されています。移動体衛星通信市場をリードするにふさわしい、 
クリアな通話品質が特長です。

この携帯電話は、暴風雨や砂嵐、焼けつくような猛暑から氷点下の寒さまで、熱帯の多湿にも、また凍りつく
ような霧にも耐え、あらゆる条件下で通話できるように設計されています。市場で最も長い駆動時間を誇る
バッテリーを使用しているため、人里を遠く離れた場所でもバッテリーの消耗を心配する必要はありません。
衛星通信といっても、電話の操作は決して難しいものではありません。どんなに簡単に操作できるかを、ぜひ
ご自身でお試しください。

本物を選ぶなら IsatPhone Pro



 全世界をカバー 

 堅牢なデザイン

 クリアな通話品質

 信頼のネットワーク接続

 長時間駆動のバッテリー

 簡単な操作

グローバルな移動体衛星通信 
サービスの分野で世界をリード 





 基本サービス： 音声通話（衛星電話）、留守録サービス、ショート 
メッセージおよび E メール、GPS 位置情報

 長時間駆動のバッテリー： 通話時間は最長 8 時間、スタンバイなら
最長 100 時間

 非常に堅牢なデザイン： 動作時温度 -20°C ～ +55°C、防塵、防滴、
耐衝撃性（IP54）、湿度 0 ～ 95% での耐性

 Bluetooth に対応した唯一のグローバル衛星携帯電話： ハンド 
セットを横置きにしてアンテナの向きを固定すれば、快適にハンズ
フリー通話が可能

 簡単な操作： GSM スタイルの直観的なインタフェース、見やすい 
カラー液晶画面、手袋のままでもダイヤル可能な大型キーパッド

 高信頼の接続性： 2020 年代まで稼動するグローバルな静止衛星
を使用するため、通話不能になる心配がありません

 究極の高価値： 他にひけを取らない、優れたハンドセット、 
アクセサリー、通話料金

 

ヘッドライン



詳細

寸法
寸法 縦： 170mm 

横： 54mm 
奥行： 39mm 

重量 279g（バッテリーを含む）

画面 見やすいカラー液晶 

インタフェース マイクロ USB
オーディオ ソケット
アンテナ ポート
Bluetooth 2.0

防水・防塵 IP54

動作時温度 -20ºC ～ +55ºC

保管時温度 -20ºC ～ +70ºC（バッテリー装着時）

充電時温度 0ºC ～ 45ºC

許容湿度 0 ～ 95%

バッテリー
タイプ リチウム イオン、3.7 V

通話時間 最長 8 時間

スタンバイ時間 最長 100 時間

I-4 アジア太平洋I-4 南北アメリカ I-4 EMEA

この図は、Inmarsat のサービスエリアを示していますが、サービスのご利用
を保証するものではありません。サービスエリアの末端付近は、様々な事象
により左右され、サービスをご利用いただけない場合もあります。

IsatPhone Pro は Inmarsat-4 通信衛星を使用して、
世界各地でご利用いただけます。

サービスエリア



サービス
音声通話 

（衛星電話）
2.4kbps 音声コーデック
スピーカー通話が可能

留守録サービス 短縮ダイヤル 1

その他の 
通話サービス

通話履歴
発信者番号通知
割込通話
転送設定
通話保留
会議通話
発着信制限
短縮ダイヤル
発信規制番号

SMS（ショート 
メッセージ）

英数字 160 文字／その他 74 文字 
最大 10 通までメッセージを連結可能 
標準入力および予測入力

E メール 英数字 160 文字／その他 74 文字 
最大 10 通までメッセージを連結可能
受信 E メールは英数字 160 文字／ 
その他 74 文字

IsatPhone Pro あて
の Web メッセージ

無料サービス  
www.message.inmarsat.com

GPS 位置情報 位置情報表示
SMS／E メールで送信

その他の機能
機能 カレンダー

目覚まし時計（アラーム）
電卓
分カウンタ （通話中にアラートで通知）
マイクのミュート

連絡先の同期化 MS Outlook 2007（PC）対応
対応 OS： Windows XP Pro SP3 および 
Windows Vista SP1

対応言語 アラビア語、英語、スペイン語、中国語、 
日本語、フランス語、ポルトガル語、 
ロシア語

セキュリティ 
（ロック機能）

キーパッド、電話機、SIM、ネットワークの 
各レベルに設定可能

アクセサリー
基本セットに同梱 バッテリー

充電器：
•  AC アダプター充電器 
（アダプター 4 種付属）

• 車両用充電器（10 ～ 30 V）
• PC 用充電器（マイクロ USB ケーブル）
ハンズフリー ヘッドセット（有線）
リスト ストラップ 
クイック スタート ガイド（8 か国語）
保証書
サポート CD

オプション キャリー ケース 
ドッキング ユニット 
Bluetooth ヘッドセット 
ソーラー充電器



inmarsat.com/isatphone 
ここに収録された情報の正確さを確保するため細心の注意が払われていますが、その正確性、完全性、用途や目的に対する適正については、Inmarsat では保証をい
たしかねますので予めご了承ください。Inmarsat は、ここに記載された情報および保証条項のご利用の結果発生した直接的あるいは間接的な損失や損害について、
いかなる責任をも負うものではなく、法律によって明示的または黙示的に規定されているかについての如何は、英国法が許容する範囲において除外されるものとしま
す。INMARSAT は International Mobile Satellite Organisation の商標です。Inmarsat のロゴは Inmarsat (IP) Company Limited の商標です。どちらの商標もその使用権は 
Inmarsat Global Limited に帰属します。© Inmarsat Global Limited 2010 この製品は著作権法により保護されています。IsatPhone Pro June 2010 (Japanese).

ご購入方法
IsatPhone Pro のご購入は Inmarsat ディストリ 
ビュータまたは取扱店で承ります。 
下記の弊社ウェブサイトにて、お近くの取扱店を
お選びください。


