
インスツルメント
風向風速計

ヘディングセンサー（PG-700）
エンジン情報      等

魚群探知機
AIS

VHF無線機

CAN bus

GPSアンテナ
GPA-017/017S

送受波器
（1 kW）

GPSアンテナ内蔵

分配箱
MB-1100

水温・船速
センサー送受波器

（600 W）
電源
DC 12-24 V

NMEAデータコンバータ
IF-NMEA2K2

NMEA0183

接続可能機器 オプション

※本機からCAN busへの電源供給はできません。
　NMEAコンバータを含めNMEA2000対応機器接続の場合には、別途CAN busへの電源供給が必要です。

※GP-1870F本体1台につき1台の接続※ワイヤレスLAN機能は
　オプション

※NMEA0183 Ver.3
　のみ接続可能

※NMEA0183 Ver.3 のみ接続可能

お客様手配

iOSデバイス※

Jeppesen
Marine Plan2Navフラッシュマウント

1.3 kg 

外寸図
ブラケットマウント
1.5 kg

NMEA0183センサーにも対応
オプションの変換器（IF-NMEA2K2）を取付けると、
従来インターフェースの NMEA0183 センサーが
使用可能です。すでに設置されているセンサー等が
そのままご活用いただけます。 

NMEAデータコンバータ
IF-NMEA2K2

相互系統図
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■ 仕様
表示器 7型ワイド、カラーTFT液晶
解像度 800 x 480ドット（WVGA）
輝度 900 cd/m2

GPSアンテナ 内蔵
AIS表示※ Class AとClass Bに対応
 ※FA-50/30を接続の場合はインターフェースユニットが必要です。

表示モード プロッタ、魚探（1周波単記/2周波併記）、潮汐データ、
 インスツルメント※、エンジンモニター※、風向風速※、
 タンクゲージ※、GPS受信状態　　
 ※外部センサーとの接続が必要

防水性能 IPX6
電源 DC 12-24 V
消費電流 1.0～0.5 A （魚探出力600 W時）、
 1.37～0.64 A （魚探出力1 kW時）

■ GPS受信部
受信方式 パラレル50チャンネル、オールインビュー
受信周波数 1575.42 MHz
受信コード C/Aコード、WAAS
測位精度 GPS： 10 m以下（2 drms）、MSAS 7 m以下

■ プロッタ機能
カード SDカード（最大32 GB）
本機記憶点数 航跡30,000点、目的地30,000点、
 1,000ルート（ルート内目的地50点）
記憶情報 航跡、目的地、ルート

■ 魚探部 （送受波器は別売）
周波数 50/200 kHz
送信出力 600 W または 1 kW　
表示範囲 レンジ ： 5～1200 m、シフト ： 0～1200 m
画像送り 7段階 （2/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 停止）
表示モード 1周波単記、2周波併記、A-スコープ、マーカー拡大、海底直線拡大、
 海底追尾拡大、プロッタ併記
その他機能 オート（フィッシング・クルージング）、シフト、干渉除去、クラッタ、
 TVG、色消し、水温グラフ、Aスコープ、ホワイトマーカー、ホワイト
 ライン、底質判別機能※、ACCU-FISH™機能※、全画面感度調節
  ※対応送受波器　600 W ： 520-5PSD、520-5MSD、525-5PWD
   1 kW ： 50/200-1T、50/200-12M

■ 標準構成
● 指示器　● 海岸線データカード（new pec）※　● 取扱説明CD　● 工事材料、予備品、付属品
※new pecをベースとした海図情報です。日本水路協会が販売するnew pecとは表現が一部異なります。

■ オプション
● 換装キット ● 防水キャップ ● GPSアンテナ（GPA-017/017S） ● マスト取付金具 ● アンテナ
ケーブルセット（30/50 m） ● 送受波器 ● 水温センサー ● 水温/船速センサー ● 分配箱 ● 整流器 
● ジャンクションボックス ● 直型アンテナベース ● L型アンテナベース ● CAN bus ケーブル組品 
● コネクタ ● インナーハルキットS ● NMEAデータ変換器

■ 送受波器オプション
600 W                       1 kW　　※1 kW送受波器の接続には、別途分配箱の接続が必要です。

● 520-5MSD ● 50/200-1T 
● 520-5PSD  ● 50/200-12M 
● 525-5PWD   

海洋第224003号（カラー魚群探知機）  海洋第524005号（漁労情報プロッタ装置）
海洋第824007号（漁船用GPS受信機）

海洋水産型式認定番号

206-000498ワイヤレスLAN認証番号

カタログNo. GP-89
1-0215-3SK

●お問い合わせは

商標の扱い:本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

★ご購入の前に ●仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
●当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
●印刷物と製品とでは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
●このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。
●類似品にご注意下さい。

安全に
関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
　正しくお使い下さい。

伊 勢 支 店  （0596） 35-0330 関 西 支 店  （078） 304-7008
四 国 支 店  （088） 832-7171 
西九州支店  （095） 861-3261 北九州支店 （0832） 67-9111
南九州支店  （0987） 64-1108

本社/国内営業部  662-8580  西宮市芦原町9番52号　（0798）63-1085
● 東京支店/東京営業所 （03）5687-0421
●銚 子 営 業 所 （0479）25-0255
●焼 津 営 業 所 （054）628-7181
● 東北支店/八戸営業所 （0178）33-7415
●石 巻 営 業 所 （0225）93-0701

● 北海道支店/札幌営業所 （011）561-7261
●釧 路 営 業 所 （0154）25-7831
●稚 内 出 張 所 （0162）22-2815
●函 館 出 張 所 （0138）26-1067

www.furuno.com

※ 弊社問合せ先は事情により変更する場合があります。弊社ホームページに最新情報を掲載していますので、ご参照下さい。

www.furuno.com

自動感度/
レンジ調整

GPSアンテナ
内蔵

Internal
Antenna

高輝度カラーLCD
ディスプレイ

結露防止
対応

偏光サングラス
対応

魚のサイズを
数値やマークで表示

底質判別機能デジタルフィルター ロトキー CAN bus

CAN bus

Jeppesen Marine Plan2Nav

7型ワイド、カラー液晶GPSプロッタ魚探

型式

7型ワイド、カラー液晶GPSプロッタ魚探
型式

※写真はイメージです。

船舶自動識別装置
対応

ワイヤレスLAN搭載！
（オプション）



クリア！

従来機 GP-1870F

チャートは詳細な海底地形図（等深線）、漁具定置箇所、マリーナ等、有益な
情報が満載のnew pec（ニューペック）を採用しています。

・new pec は、国土交通省指定の沿岸小型船舶用参考図です。
・本機に付属しているnew pecは、日本水路協会から発行（刊行）されるチャートとは
 表現が一部異なります。

水深5～100 mの間の底質を岩/小石/砂/泥の4種類
のタイプに分類し、魚探画面上にわかりやすく表示
します。底質の種類や変化を知ることにより、魚の生
息域に応じたベストポイントの選定に役立ちます。

・送受波器はスルーハル、トランサム装備が必要です。
・底質判別機能設定時は自動的にオートレンジになります。
・船速10 kn以下にする必要があります。
・本機器が示す底質情報は、様々な要因により誤差を含む場合があります。

表示したい画面は8種類の画面パターンから選ぶことができます。お好みに合わせて画面分割をカスタマイズすることも可能です。

・2周波（50/200 kHz）一体型の送受波器が必要です。
・本機能で計測された数値は、様々な要因により誤った表現をする場合があります。

送受波器へ返ってきたエコーから、それが単体魚
（一匹）か魚群（複数匹）なのかをフルノ独自のデジタ
ル技術を用いて瞬時に判別。水深2～100 mの間
で10～199 cmまでの魚の大きさを魚探画面上
に数値やマークで表示します。

詳細な海域情報を掲載したnew pec（ニューペック）

魚のサイズをセンチ表示する
ACCU-FISH™機能

〈鳥瞰図表示例〉

iPhoneでもOK!!

底質を判別する底質判別機能

多彩な表示モード

s偏光サングラス使用でも画面はクリア
 液晶画面に処理を加えているため、どの角度からでも
 クリアな映像を見ることができます。

s直感的な操作を実現した
 RotoKey™（ロトキー）を採用
 つまみ回転でチャート画面を
 拡大/縮小、ワンプッシュで
 メニュー表示します。

sボンディング処理による結露対策
 ガラスと液晶を接着しているため結露しません。

s換装用ベゼル（オプション）使用で
　GP-1650/1850/7000Fからの換装も簡単！
 換装用ベゼルを使用すると取り付け穴は
 そのままで容易に換装できます。
 また、送受波器、電源ケーブル、
 外付けアンテナ使用時のアンテナ
 ケーブルも共通使用が可能です。

・無線アドホックのため、ルーターを介さずに通信します。
・画面ミラーリングは、本体1台につき1台の接続となります。
・本体のソフトウェアをアップデート（有償）することで
 ワイヤレスLANがお使いいただけます。
・iOS端末にJeppesen Marine Plan2Navのアプリのダウンロードが必要です。（無償）
・iPhone、iPad、iPod touchはApple Inc.の商標です。

GP-1870Fはアプリを使ってiOSデバイスに接続します。
魚探画像やGPS画像をiPadやiPhoneに映し出すことができるの
で、船首や船尾にいても航海情報を確認することが可能です。

風、波、天候、湿度、水温や視界などの気象海況情報を無線LANでダウン
ロードして、プロッタ画面上に表示することができます。
・本体ソフトウェアのアップデート（有償）が必要です。

ワイヤレスLAN搭載！
画面ミラーリングで
釣りをもっと刺激的に。

このアプリをダウンロードすると、iPhoneなどのiOS
デバイスにGP-1870Fの画像を映し出すことが可能です。
※iPhone、iPad、iPod touchはApple Inc.の商標です。

Jeppesen Marine Plan2Nav

sすっきりボディにGPSアンテナ内蔵
 ※アンテナの受信精度は装備環境により異なります。
 ※外付けGPSアンテナ（オプション）も装備可能です。
 　接続時は外付けアンテナ優先になります。

s直射日光下でも見やすい高輝度LCD
 光の反射をおさえ、視認性を高めるARコーティング対応。

sチャートの目的地・航跡は各30,000点、
 ルートは1,000ルート（ルート内目的地数50点）の
　記憶が可能

7型ワイド、カラー液晶GPSプロッタ魚探

型式

岩

小石

砂

泥

岩

小石

砂

泥

グラフィックモード※　4種類の底質をわかりやすいグラフィック表示。

詳細モード※　4種類の底質タイプをその確度に応じて色分け表示。

※映像内の凡例は英語表記になります。

プロッタ + SOG + ロトキーメニュー プロッタ + 魚探 チャート2画面表示

※写真はイメージです。

New New

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

ワイヤレスでiOSデバイスに接続可能！（オプション） 気象海況情報も表示！（オプション）




