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Ethernet Ethernet

Ethernet

NMEA2000 NMEA2000NMEA0183 NMEA0183

Ethernet Ethernet Ethernet CAN busCAN bus ※

Ethernet
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USBUSB

CAN bus

CAN bus

CAN bus

Ethernet
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DRS6A-NXT DRS12A-NXT DRS25A-NXT

タイプ 固体化パルス圧縮

出力 25 W 100 W 200 W

距離範囲 0.0625～ 72 NM 0.0625～ 96 NM 0.0625～ 96 NM

ターゲット追尾（TT) 合計100ターゲット（最大24 NM）

出力 4 kW

レドーム径 約48 cm

周波数 9410 MHz ±30 MHz

ビーム幅 ( 水平 ) 5.2° (3 dB)

ビーム幅 ( 垂直 ) 25°(3 dB)

レンジ 0.0625 ～ 36 NM

アンテナ回転数 24 rpm

OFF ON

15 NavNet TZtouch シリーズ1515



DRS4DL+ DRS X-Classシリーズ DRS NXTシリーズ

真エコートレイル/
エコーアベレージ機能 ○ ○ ○

ファストターゲットトラッキング ○ ○ ○

ターゲットアナライザー ー ー ○

デュアル画面表示 ー ○ ○

バードモード機能 ー ◎ ○

AIS表示 ○ ○ ○

従事者免許※ 不要
4D/6A：不要

12A/25A：必要
必要

DRS4D X-Class DRS6A X-Class DRS12A X-Class DRS25A X-Class

タイプ マグネトロン

出力 4.0 kW 4.9 kW 12 kW 25 kW

距離範囲 0.0625～ 48 NM 0.0625～ 96 NM

NEW
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魚群

海底エコー

海底構造物

魚群

魚群

20



周波数 50/200 kHz

出力 600 W/1 kW

送信方法 交互送信

電源 DC12-24 V、1.1-0.4 A（送信出力1 kW時）

環境条件

使用温度範囲 -15℃ ～ ＋55℃

相対湿度 93％ ( ＋40℃ )

防塵・防水 IP20

耐振動 IEC0945-4

周波数 28～200 kHz より2周波選択

出力 1/2/3 kW

表示範囲 最大3,000 m まで

表示モード 単記（50もしくは200 kHz)、併記（50/200 kHz)、海底拡大、
海底直線拡大、マーカー拡大、Aスコープ

レンジシフト 最大3,000 m（9,850 ft, 1,640 fa）

周波数 50/200 kHz

出力 1 kW

表示範囲 最大1,200 mまでの8レンジ

表示モード 単記、併記、海底拡大、海底直線拡大、マーカー拡大、
Aスコープ、ACCU-FISH™、底質判別

レンジシフト 最大3,000 m（9.850 ft, 1.640 fa）

NEW

212121



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40







43

マルチファンクションディスプレイ

型　式 TZT9F TZT12F

標準価格 オープン価格 オープン価格

表示部表示部
指示器 9 型、 IPS液晶、マルチタッチパネル9 型、 IPS液晶、マルチタッチパネル 12.1 型、 IPS液晶、マルチタッチパネル12.1 型、 IPS液晶、マルチタッチパネル
解像度 1280×720（HD）1280×720（HD） 1280×800（WXGA）1280×800（WXGA）
輝度 1,000 cd/m1,000 cd/m22 900 cd/m900 cd/m22

プロッタ機能
チャート Mapmedia mm3d フォーマットMapmedia mm3d フォーマット Mapmedia mm3d フォーマットMapmedia mm3d フォーマット
チャートカード micro-SDXC カード（最大256 GB）micro-SDXC カード（最大256 GB） micro-SDXC カード（最大256 GB）micro-SDXC カード（最大256 GB）
表示モード 航跡表示、航法データ航跡表示、航法データ

（インスツルメント、エンジンデータを含む）（インスツルメント、エンジンデータを含む）
航跡表示、航法データ航跡表示、航法データ

（インスツルメント、エンジンデータを含む）（インスツルメント、エンジンデータを含む）
有効作図範囲 緯度85 度未満緯度85 度未満 緯度85 度未満緯度85 度未満
記録容量 航跡：30,000 点、ポイント/MOB：30,000 点航跡：30,000 点、ポイント/MOB：30,000 点

ルート：200 ルート（ポイント各500 点）ルート：200 ルート（ポイント各500 点）
航跡：30,000 点、ポイント/MOB：30,000 点航跡：30,000 点、ポイント/MOB：30,000 点
ルート：200 ルート（ポイント各500 点）ルート：200 ルート（ポイント各500 点）

警報 離脱、コースずれ、境界線接近 離脱、コースずれ、境界線接近
内蔵GPS
受信周波数 1575.42 MHz 1575.42 MHz
チャンネル数 GNSS：72 チャンネル（GPS、SBAS、QZSS）GNSS：72 チャンネル（GPS、SBAS、QZSS） GNSS：72 チャンネル（GPS、SBAS、QZSS）GNSS：72 チャンネル（GPS、SBAS、QZSS）
測位精度 GNSS：10 m（2 drms、HDOP<4）GNSS：10 m（2 drms、HDOP<4）

WAAS： 3 m（2 drms、HDOP<4）WAAS： 3 m（2 drms、HDOP<4）
MSAS：7 m（2 drms、HDOP<4）MSAS：7 m（2 drms、HDOP<4）

GNSS：10 m（2 drms、HDOP<4）GNSS：10 m（2 drms、HDOP<4）
WAAS： 3 m（2 drms、HDOP<4）WAAS： 3 m（2 drms、HDOP<4）
MSAS：7 m（2 drms、HDOP<4）MSAS：7 m（2 drms、HDOP<4）

初期捕捉時間 約100 秒約 100 秒 約 100 秒約 100 秒
測位更新周期 10 Hz10 Hz 10 Hz10 Hz
レーダー機能
表示モード ヘッドアップ、ノースアップヘッドアップ、ノースアップ＊1 ヘッドアップ、ノースアップヘッドアップ、ノースアップ＊1

エコートレイル 15/30 秒、1/3/6/15/30 分または連続 15/30 秒、1/3/6/15/30 分または連続
ターゲットトラッキング＊2 30点（DRS-NXTレーダー接続時は最大100点） 30点（DRS-NXTレーダー接続時は最大100点）
警報 ガードゾーン、CPA/TCPA ガードゾーン、CPA/TCPA
内蔵魚探　※対応送受波器はP.61-62参照
送信周波数（選択） 連続波：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHz連続波：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHz 連続波：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHz連続波：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHz
送信出力 300/600 W、1 kW 300/600 W、1 kWまたは2-3 kW＊3

モード TruEcho CHIRP™、TruEcho CHIRP™、RezBoost™、ACCU-FISH™、
A スコープ、底質判別、水温グラフ

TruEcho CHIRP™、TruEcho CHIRP™、RezBoost™、ACCU-FISH™、
A スコープ、底質判別、水温グラフ

警報 魚群、底付魚群 魚群、底付魚群
その他の機能
AIS表示 ＊4 1000ターゲット1000ターゲット 1000ターゲット1000ターゲット
DSC表示＊5 最大 20 点最大20 点 最大20 点最大20 点
計器画面表示＊6 ●● ●●
カメラモニター ＊6 ●● ●●
情報表示 DSC 受信、ポイント通過、ルート終了、AIS 受信数、操舵状況（NAVpilot シリーズ接続時）DSC 受信、ポイント通過、ルート終了、AIS 受信数、操舵状況（NAVpilot シリーズ接続時） DSC 受信、ポイント通過、ルート終了、AIS 受信数、操舵状況（NAVpilot シリーズ接続時）DSC 受信、ポイント通過、ルート終了、AIS 受信数、操舵状況（NAVpilot シリーズ接続時）
警報 風速風速＊6、船速、水深＊6、水温＊6、燃料切れ＊6 風速風速＊6、船速、水深＊6、水温＊6、燃料切れ＊6

インターフェイス

ポ
ー
ト
数

HDMI出力 ̶̶ 1 ポート、1 ポート、720p（WXGA）
HDMI入力 ̶̶ ̶̶
ビデオ入力 ̶̶ 2ポート（NTSC/PAL)2ポート（NTSC/PAL)
USB 1 ポート、USB2.0、操作部接続用1 ポート、USB2.0、操作部接続用 1 ポート、USB2.0、モニター・操作部接続用1 ポート、USB2.0、モニター・操作部接続用
LAN 1 ポート、イーサネット100BASE-TX 2 ポート、イーサネット100BASE-TX
NMEA2000 1 ポート（LEN=1）＊7 1 ポート（LEN=1）＊7

SD カードスロット 1 スロット（micro-SDXC）1 スロット（micro-SDXC） 1 スロット（micro-SDXC）1 スロット（micro-SDXC）
送受波器 1 ポート（10 ピン）1 ポート（10 ピン） 1 ポート（12 ピン）1 ポート（12 ピン）
魚探パワーアンプ ̶̶ 1 ポート

無線 LAN （IEEE802.11b/g/n） 送信周波数 2.412 ～ 2.462 GHz、送信出力 12 dBm送信周波数 2.412 ～ 2.462 GHz、送信出力 12 dBm 送信周波数 2.412 ～ 2.462 GHz、送信出力 12 dBm送信周波数 2.412 ～ 2.462 GHz、送信出力 12 dBm
電源

DC12-24 V: 2.6-1.3 ADC12-24 V: 2.6-1.3 A DC12-24 V: 2.3-1.2 ADC12-24 V: 2.3-1.2 A
環境条件
使用温度範囲 -15 °C ～ ＋55 °C -15 °C ～ ＋55 °C
保護等級 IP56IP56 IP56IP56
外形寸法 /質量
外形寸法 ハンガー付き：338 (W) x 196 (H) x 120 (D) mm、ハンガー付き：338 (W) x 196 (H) x 120 (D) mm、068 D98

フラッシュマウント：330 (W) x 202 (H) x 105 (D) mmフラッシュマウント：330 (W) x 202 (H) x 105 (D) mm 358 (W) x 223 (H) x 117 (D) mm358 (W) x 223 (H) x 117 (D) mm

質量 ハンガー付き：3.5 kg　フラッシュマウント：3.4 kgハンガー付き：3.5 kg　フラッシュマウント：3.4 kg 5.1 kg5.1 kg

＊1  方位データ入力が必要です。　＊2  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。ターゲットトラッキングの点数は接続するレーダーに依存します。　＊3  オプションの魚探パワーアンプDI-FFAMPの接続が必要です。　
＊4  AIS 受信機が必要です。　＊5  ターゲットデータが必要です。　＊6  外部データ入力が必要です。　＊7  外部電源（DC15 V) が必要です。＊4  AIS 受信機が必要です。　＊5  ターゲットデータが必要です。　＊6  外部データ入力が必要です。　＊7  外部電源（DC15 V) が必要です。
＊1  方位データ入力が必要です。　＊2  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。ターゲットトラッキングの点数は接続するレーダーに依存します。　＊3  オプションの魚探パワーアンプDI-FFAMPの接続が必要です。

gg5 k1.gggg付付付 トッラきガガ ウウフ ママハハハハ ンシン 33533 k4.k. ュ ：：きき付 ッッー シシ ンンンン ：： シガガ ラ質質量

)()(()(( 3388533 mmmmDD711xH2222xW))(())(())((トッッラ ウウフ ママ ンンシ 50000003333 mmmmD1xH2222xWュュ ：ッッッシ ン ：シラ
)()()(付付付 、ききガガハハハン 0669883333 mmmmDD221xH1xW：き付ーンン ：ガガガ外形寸法

655PI655PI保護等級
C55C-15 °C ～ ＋55 °C55C-15 °C ～ ＋55 °範使用温度範囲

33C A22.1.22:V422221DD -- :336C A.1.22:V422221DD -- :

出信信信信信信 力数数波波数数 送送周周送送 波波 、、 ddGG66 mmBB221zH224.222214.22周 送送送送 ～ 信信周波数数 信信 信信 送送送送 波波数数数数 信信出信信信信信信 力数数波波数数 送送周送送 波 、、 ddGG66 mmBB221zH224.222214.22周 送送送送 ～ 信信周波波数数 信信 信信 送送送送 波波数数数 信信g無線 LAN （IEEE802.11b/g/n）
トポ1 ポポポーポ̶̶魚探魚探パワーアンプ

））（トポ ンンピ2211 ポポー ンピピポ）（トポ ンンピピ0011 ポポー ンピピポポ送受波器
）（トッッスス CSSocc XDrim1 ロ -ッッッッ i）（トッッスス CSSoocc XDrim1 ロ -ッッッッ iトSD カードスロッ

）1 ポート（LEN=1 ＊7ポ）1 ポート（LEN=1 ＊7ポ00NMEA20
ポート、イーサネット100BAS2 ポート、イーサネット100BASE-TX1 ポート、イーサネット100BASE-TXNAL

接続続接接部部 用作作操操操 続トポ 、、、、 タタモ 続0SSUU .2BB1 ポポ 続続ニ 続・ーー 操操 部接続操ニポポ接接続続続接接部部 用作作操操操 続トポ 、、、、 続0SUU .2BB1 ポポ 続続続ー 操操 部接続操ポポSU B
))（トポ CCS LAP/TN22ポポーポ̶̶ビデオ入力

̶̶̶̶HDMI入力
p720p（WXGA）トポ 、1 ポポーポ̶̶出HDMI出力

ポ
ー
ト
数

ポ

＊6切料、燃料切れ＊6水温、水温＊6速、船速、水深速速風風風速＊6速＊6切料、燃料切れ＊6、水温＊6速、船速、水深速速風風風速＊6速報報警
pp ）（終 接続続続続況過 接接信信信了了終終信信 状舵 時操操操受受受 数通 況状数数 続続舵トトポイ ル 、、、、、 リ ズルル シン 続時toS終CCS liVANIAD ポポ 続終過通通 時終過 リ終終 続受受受受 ーー 信信 操操 シシ数 況況 接舵状信信 舵 続ン 受受 シ状信信 操過通ポ ズ況数数 i ズ受受受 信信pp ）（（終 接続続続況況過 接接信信信了了終終信信信 状状舵舵 時操操操受受受 数通 況況状数数 続舵トトポイ ル 、、、、 リ ズル シン 続時toSS終CS liVANIADD ポポ 続終過通通 時終過 リ終終 続受受受受 ーー 信信 操操 シシ数 況況 接舵状信信 舵 続ン 受受受 シ状信信 操過通ポポ ズ況数数数 i ズ受受受 信信報情報表示情報表示

●●●●カメラモニター＊6ラモニ
●●●●計器画面表示計器画面表示＊6計器画面表示

点点最最 点点点大大最最 0022 点最点点最 点点点大大最最 002 点最示表DSC表示＊5示
トッッゲタタ0000001 ッッッーゲゲトッッゲタタ0000001 ッッッーゲゲ示表AIS表示＊4示

魚魚群、底付魚群、底付魚群魚魚群、底付魚群、底付魚群警報
スコープ、底質判別、水温グラA スコープ、底質判別、水温グラフ

、RezBoost™、ACCU-FISH™、Coccu PRRIHhErT ™™
スコープ、底質判別、水温グラA スコープ、底質判別、水温グラフ

、RezBoost™、ACCU-FISH™、Cooccu PRIHhhErT ™™モードド
300/600 W、1 kWまたは2-3 kW＊3300/600 W、/600 W、1 kW出信信送信出力

続続続連連 波波続波 、続 550C00055 zHk224PPRRIHzHk22/連続 ：： ～～続波続 ：：連 波波続続続連 波波続波 、続 550C00055 zHk2224PPRRIHzHk2/連続 ：： ～～続波続 ：：連 波波）送信周波数（選択

ガードゾーン、CPA/TCPAガードゾーン、CPA/TCガードゾーン、CPA/TCPA報報警
）30点（DRS-NXTレーダー接続時は最大100点）30点（DRS-NXTレーダー接続時は最大100点ターゲットトラッキング＊2ゲットトラッキングラ キング

15/30 秒、1/3/6/15/30 分または連続連続15/30 秒、1/3/6/15/30 分または連続連続トレイルコートレイルエコー

＊1ド ッッッッ 、 プノプ アア スヘヘ ッッッ ッッッッ ー アアドドド＊1ド ッッッ 、 プノプ アア スヘヘ ッッッ ッッッ ー アアアアドドドド示表示モード示モ ド

0 zH10 zH1測位更新周期
秒秒秒約約約 001約約約 秒秒秒秒秒秒秒約約約 0001約約約 秒秒秒秒秒初初期捕捉時間

）（ 、、 OsdSSSS 4PPDHmr22mm7AMM <：：
）（ 、 Ossd33S 4PPDDHmmr22mmAAW <：：
））（（ 、、 Osd00SSSSG 4PDHmmr22mm1N <：：

））（ 、、 OssdSSSS 4PPDHmmr22m7AMM <：：
）（ 、、 Ossd33S 4PPDDHmmr22mmAAW <：：
））（（ 、 Osd0SSSSG 4PPDHmmr22mm1N <：：測測位精度

））（（ャ ネルルチチ 、、、 Qルン SSSSSSGGSSSGG ZABP227N ： ネン：））（（ャ ネルルチチ 、、 Qルン SSSSSSGGSSGG ZABP227N ： ネン：チャンネル数
51575.42 MHz51575.42 MHz信受信受信周波数

近接離脱、コースずれ、境界線接近離近接離脱、コースずれ、境界線接近報報警
）（ 点点各 点点トトト ポイルル ルル ンン 005002 ポポ： 点各ーー ン： ポ
点点 ,, 点点跡航航 点点 点点航航 トポイイ、跡 ン 0000033OO000003 BM/ポポポ ：：跡跡 点点航 ンン ：：航 ポ

）（ 点点各 点点トトト ポイルル ルル ン 0005002 ポポ： 点各ーー ンン： ポ
点点 ,, 点点跡航 点点 点点航 トポイ、跡 ン 0000003OO000003 BBM/ポポ ：：跡跡 点点航 ンン ：：航 ポ容記録記録容量

未度度度緯緯緯 満度度 満緯 58緯 満緯 満未度度緯緯緯 満度度 満緯 588緯 満緯 満有効作図範囲
）（ 含トトイ ル 、 デ タタををツス メル むむンンンン ジエ ージツツツ 含含ンンンンンンンン むむジ デジ デジジ デ

法跡 航航航 法航示表航 、、 デ タタ跡 示示跡跡 ー法航航航航 デ航航 法デデ示
）（ 含トイ ル 、 デ タタををツツス メル むむンンンンン ジエ ージツツツ 含含ンンンンンンンン むジ デジジ デジジ デ

法法跡 航航航 法航航示表航 、 デ タタ跡 示示示跡跡跡 ー法航航航航 デデ航航 法デデ示示表示モード示モ ド
）（（最大最ドカカ G65CSSocc BB2XDDrrimm - ー 最ドドi）（（最大最ドカカ G65CCSSoc BB2XDrrimm - ー 最ドドiチャートカードド

p トッォフ マd3adeea mmmmimmM ッッーip トッォフ マd33adea mmmmimmM ッッーiャチャート

dc0099 m/ 2, dcc000 m/1 2輝度
））（（ GG00088088 AXW221 ×））（（00088 DH227221 ××解像度

液晶晶液液 ネネッ ルチチチチル、、 タタ型 ルル パママ パSSPPI1.221 ネ型型 ッッ型 液晶 パパ液液液液晶晶液液 ネッ ルチチル、、 タタ型 ルル パママ パSS99 PPI ネ型型型 ッッ型 液晶 パ液液器指指示器

価オープン価格ープン価格価オープン価格ープン価格価標準価格標準価格
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マルチファンクションディスプレイ

型　式 TZT16F TZT19F

標準価格 オープン価格 オープン価格

表示部表示部
指示器 15.6 型、 IPS液晶、マルチタッチパネル15.6 型、 IPS液晶、マルチタッチパネル 18.5 型、 IPS液晶、マルチタッチパネル18.5 型、 IPS液晶、マルチタッチパネル
解像度 1920×1080（FHD）1920×1080（FHD） 1920×1080（FHD）1920×1080（FHD）
輝度 1000 cd/m1000 cd/m22 900 cd/m900 cd/m22

プロッタ機能
チャート Mapmedia mm3d フォーマットMapmedia mm3d フォーマット Mapmedia mm3d フォーマットMapmedia mm3d フォーマット
チャートカード micro-SDXC カード（最大256 GB）micro-SDXC カード（最大256 GB） micro-SDXC カード（最大256 GB）micro-SDXC カード（最大256 GB）
表示モード 航跡表示、航法データ航跡表示、航法データ

（インスツルメント、エンジンデータを含む）（インスツルメント、エンジンデータを含む）
航跡表示、航法データ航跡表示、航法データ

（インスツルメント、エンジンデータを含む）（インスツルメント、エンジンデータを含む）
有効作図範囲 緯度85 度未満緯度85 度未満 緯度85 度未満緯度85 度未満
記録容量 航跡：30,000 点、ポイント/MOB：30,000 点航跡：30,000 点、ポイント/MOB：30,000 点

ルート：200 ルート（ポイント各500 点）ルート：200 ルート（ポイント各500 点）
航跡：30,000 点、ポイント/MOB：30,000 点航跡：30,000 点、ポイント/MOB：30,000 点
ルート：200 ルート（ポイント各500 点）ルート：200 ルート（ポイント各500 点）

警報 離脱、コースずれ、境界線接近 離脱＊1、コースずれ＊1、境界線接近＊1

内蔵GPS受信
受信周波数 1575.42 MHz ̶̶
チャンネル数 GNSS：72 チャンネル（GPS、SBAS、QZSS）GNSS：72 チャンネル（GPS、SBAS、QZSS） ̶̶
測位精度 GNSS：10 m（2 drms、HDOP<4）GNSS：10 m（2 drms、HDOP<4）

WAAS：3 m（2 drms、HDOP<4）WAAS：3 m（2 drms、HDOP<4）
MSAS：7 m（2 drms、HDOP<4）MSAS：7 m（2 drms、HDOP<4）

̶̶

初期捕捉時間 約100 秒約 100 秒 ̶̶
測位更新周期 10 Hz10 Hz ̶̶
レーダー機能
表示モード ヘッドアップ、ノースアップヘッドアップ、ノースアップ＊2 ヘッドアップ、ノースアップヘッドアップ、ノースアップ＊2

エコートレイル 15/30 秒、1/3/6/15/30 分または連続 15/30 秒、1/3/6/15/30 分または連続
ターゲットトラッキング＊3 30点 (DRS-NXTレーダー接続時は最大100点 ) 30点 (DRS-NXTレーダー接続時は最大100点 )
警報 ガードゾーン、CPA/TCPA ガードゾーン、CPA/TCPA
内蔵魚探　※対応送受波器はP.61-62参照
送信周波数（選択） 連続波：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHz連続波：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHz 連続波：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHz連続波：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHz
送信出力 300/600 W、1kWまたは2-3 kW＊4 300/600 W、1kWまたは2-3 kW＊4

モード TruEcho CHIRP™、TruEcho CHIRP™、RezBoost™、ACCU-FISH™、
A スコープ、底質判別、水温グラフ

TruEcho CHIRP™、TruEcho CHIRP™、RezBoost™、ACCU-FISH™、
A スコープ、底質判別、水温グラフ

警報 魚群、底付魚群 魚群、底付魚群
その他の機能
AIS表示＊5 1000ターゲット1000ターゲット 1000ターゲット1000ターゲット
DSC表示＊6 最大 20 点最大20 点 最大20 点最大20 点
計器画面表示＊7 ●● ●●
カメラモニター＊8 ●● ●●
情報表示 DSC 受信、ポイント通過、ルート終了、AIS 受信数、操舵状況（NAVpilot シリーズ接続時）DSC 受信、ポイント通過、ルート終了、AIS 受信数、操舵状況（NAVpilot シリーズ接続時） DSC 受信、ポイント通過、ルート終了、AIS 受信数、操舵状況（NAVpilot シリーズ接続時）DSC 受信、ポイント通過、ルート終了、AIS 受信数、操舵状況（NAVpilot シリーズ接続時）
警報 風速風速＊1、船速、水深＊1、水温＊1、燃料切れ＊1 風速風速＊1、船速、水深＊1、水温＊1、燃料切れ＊1

インターフェイス

ポ
ー
ト
数

HDMI出力 1 ポート、1 ポート、1080p（FHD） 1 ポート、1 ポート、1080p（FHD）
HDMI入力 1 ポート、1 ポート、最大1920×1080（FHD）、HDCP対応、インターレース非対応×1080（FHD）、HDCP対応、インターレース非対応 1 ポート、1 ポート、最大1920×1080（FHD）、HDCP対応、インターレース非対応×1080（FHD）、HDCP対応、インターレース非対応
ビデオ入力 2ポート（NTSC/PAL)2ポート（NTSC/PAL) 2ポート（NTSC/PAL)2ポート（NTSC/PAL)
USB 2 ポート、USB2.0、モニター・操作部接続用2 ポート、USB2.0、モニター・操作部接続用 2 ポート、USB2.0、モニター・操作部接続用2 ポート、USB2.0、モニター・操作部接続用
LAN 2 ポート、イーサネット100BASE-TX 2 ポート、イーサネット100BASE-TX
NMEA2000 1 ポート（LEN=1）＊9 1 ポート（LEN=1）＊9

SD カードスロット 1 スロット（micro-SDXC）1 スロット（micro-SDXC） 1 スロット（micro-SDXC）1 スロット（micro-SDXC）
送受波器 1 ポート（12 ピン）1 ポート（12 ピン） 1 ポート（12 ピン）1 ポート（12 ピン）
魚探パワーアンプ 1 ポート1 ポート 1 ポート1 ポート

無線 LAN （IEEE802.11b/g/n） 送信周波数 2.412 ～ 2.462 GHz、送信出力 12 dBm送信周波数 2.412 ～ 2.462 GHz、送信出力 12 dBm出信信 dd66 B周 数数数 44 B波 送信周波数 2.412 ～ 2.462 GHz、送信出力 12 dBm送信周波数 2.412 ～ 2.462 GHz、送信出力 12 dBm
電源

DC12-24 V: 4.3-2.2 ADC12-24 V: 4.3-2.2 A DC12-24 V: 4.7-2.3 ADC12-24 V: 4.7-2.3 A
環境条件
使用温度範囲 -15 °C ～ ＋55 °C -15 °C ～ ＋55 °C
保護等級 IP56IP56 IP56IP56
外形寸法 /質量
外形寸法 410 (W) x 256 (H) x 117 (D) mm410 (W) x 256 (H) x 117 (D) mm 484 (W) x 296 (H) x 122 (D) mm484 (W) x 296 (H) x 122 (D) mm

質量 5.9 kg5.9 kg 7.8 kg7.8 kg

＊1  外部データ入力が必要です。　＊2  方位データ入力が必要です。　＊3  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。ターゲットトラッキングの点数は接続するレーダーに依存します。
＊4  オプションの魚探パワーアンプDI-FFAMPの接続が必要です。　＊5  AIS 受信機が必要です。　＊6  ターゲットデータが必要です。　＊7  気象センサー、エンジンモニター、その他の計器データ入力が必要です。　
＊8  NTSC/PALデータが必要です。　＊9  外部電源（DC15 V) が必要です。＊8  NTSC/PALデータが必要です。　＊9  外部電源（DC15 V) が必要です。
＊4  オプションの魚探パワーアンプDI-FFAMPの接続が必要です。　＊5  AIS 受信機が必要です。　＊6  ターゲットデータが必要です。　＊7  気象センサー、エンジンモニター、その他の計器データ入力が必要です。

外部データ入力が必要です。　＊2  方位データ入力が必要です。　＊3  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。ターゲットトラッキングの点数は接続するレーダーに依存します＊1  外部データ入力が必要です。　＊2  方位データ入力が必要です。　＊3  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。ターゲットトラッキングの点数は接続するレーダーに依存します。

gg88 k.7gg9955 k.質質量

)()(())(( 669988 mmmmDD22221xH22xW44)())()(( 665500 mmmmDD711xH22xW14外形寸法

6655PI6655PI保護等級
C55C-15 °C ～ ＋55 °C55C-15 °C ～ ＋55 °範使用温度範囲

33CC A.227.4:V422221D -- :33CC A22.22.4:V422221D -- :

出信信信信信信 力数数波波数数 送周周送 波波 、 ddG66 mmBB221zH224.222214.22周 送送送 ～～ 信信周波数数 信信 信信 送送 波数数数数 信信出信信信信信 力力数数波波数数 送周送 波波 、 ddG66 mmBB221zH224.222214.22周 送送送 ～～ 信信周波数数 信信 信信 送送 波波数数 信信g無線 LAN （IEEE802.11b/g/n）
トポ1 ポポポポーポポトポ1 ポポポポーポポ魚探魚探パワーアンプ

）（（トポ ンンピピ2211 ポポポー ンンピポポ）（（トポ ンンピピ2211 ポポポー ンンピポポ送受波器
）（（トッスス CCSSoocc XDDrrim1 ロ -ッッッ i）（（トッッスス CCSSocc XDDrrim1 ロ -ッッッッ iトSD カードスロッ

）1 ポート（LEN=1 9= ＊ポ）1 ポート（LEN=1 9= ＊ポ00NMEA20
2 ポート、イーサネット100BASE-TXポート、イーサネット100BAS2 ポート、イーサネット100BASE-TXLAN

接続続続接接部部部作作作作 用操操操操 続トポ 、、 タタモ 続00SU .22BB22 ポポポ 続ニ 続・・ーー 操操 部部接続操ニポポ接接続続続接接部部部作作作 用操操操操 続トポ 、、 タタモ 続0SSU .22BB22 ポポポ 続ニ 続・・ーー 操操 部部接接続操ニポポSUSB
))（（トポ CCSS LAPTSC/N22ポポーポポ))（トポ CCSS LAP/TN22ポポーポポビデオ入力

）（（ 非非対対 非最 応応応応最大 対対対対ト 応応ポ イ、、、 タタ ススレレンCC008800920 PPDHDHF11921 ポポ 応応 応応応× 対対 ーーー 応応最 ンポ）（（ 非非対対 非最 応応応応最大 対対対対トト 応応応ポポ イ、、、、 タタ ススレレンンCC008800920 PPDHDHF119211 ポポポポ 応応 応応× 対対 ーーーー 応応最 ンポポHDMI入力
p1080p（FHD）トポ 、1 ポポポーポポp1080p（FHD）トポ 、1 ポポポーポポ出HDMI出力

ポ
ー
ト
数

ポ

速 深 切料料水船速、水 温 燃深 温 、燃、、船速、 れ水速、水 燃料切深 温船速 水深 111 ＊＊＊ 料速 燃温深速速風風風速速＊1速速速 深 切料料水船速、水 温 燃深 温 、燃、、船速、 れ水速、水 燃料切深 温船速 水深 111 ＊＊＊ 料速 燃温深速風風風速＊1速速警報
pp ）（（終 接接続続続況過過 接了了終終 信信信信信 状舵舵 時操操操受受受受 数数通通 況状数数 続続舵トトトポイ ル 、、、、、 リ ズル シン 続時終 tooSSCSS liVANIADD ポポ 続続終過過通通 時時終過 リ終終 続受受 ーー 信信 操操 シ数 況 接接舵状信信 舵 続ンン 受受 シ状信信 操過通通ポ ズ況数数 i ズ受受受 信信pp ）（（終 接続続続況況過 接了了終終 信信信信信信 状舵舵 時操操操受受受受 数数通通 況状数数 続舵トトポイ ル 、、、、 リ ズズル シン 続時終 tooSSCSS liVANIAD ポポ 続続終過過通 時終過 リ終終 続受受 ーー 信信 操操 シ数 況 接接舵状信信 舵 続ンン 受受 シ状信信 操過通通ポ ズ況数数 i ズ受受 信信報情報表示情報表示

●●●カメラモニター＊8ラモニ
●●●●計器画面表示計器画面表示＊7計器画面表示

点点最 点点大最最 0022 点最点点点最 点点大最最 0022 点最示表DSC表示＊6示
トッゲゲタタ0000001 ッッッーゲゲトッゲゲタタ0000001 ッッッーゲゲ示表AIS表示＊5示

魚群、底付魚魚群、底付魚群魚群、底付魚魚群、底付魚群報報警
スコープ、底質判別、水温グラA スコープ、底質判別、水温グラフ

、RezBoost™、ACCU-FISH™、Cooccu PRRIHhErT ™™
スコープ、底質判別、水温グラA スコープ、底質判別、水温グラフ

、RezBoost™、ACCU-FISH™、Cooccu PRIHhhErrT ™™モードド
300/600 W、1kWまたは2-3 kW＊4300/600 W、1kWまたは2-3 kW＊4出信信送信出力

続続続連連 波波続波 、、続続 550C000055 zHk224PRRIHzHk2/連続続 ：： ～～続波続 ：：連 波波続続続連連 波続続波 、、続続 550CC00055 zHk2224PPRRIHzHk22/連続続 ：： ～～続波波続 ：：連 波）送信周波数（選択

ガードゾーン、CPA/TCPAガードゾーン、CPA/TCPA警報
)30点 (DRS-NXTレーダー接続時は最大100点)30点 (DRS-NXTレーダー接続時は最大100点ターゲットトラッキング＊3ゲットトラッキングラ キング

15/30 秒、1/3/6/15/30 分または連続連続15/30 秒、1/3/6/15/30 分または連続連続トレイルエコートレイル

＊2ドド ッッッッ 、、 ププノプ アア スヘ ッッッッッッ ッッッ ー アアアアドドド＊2ドド ッッッ 、、 ププノププ アア スヘ ッッッッッッ ッッッッッ ー アアアアドドド示表示モード示モ ド

̶̶00 zzHH11測位更新周期
̶̶秒秒約約約約 000約 1約約 秒秒秒秒初初期捕捉時間

̶̶
）（ 、 OOssddSSSS 4PPDHmrr2m7AM <：：
）（（ 、 OOssd33SS 4PPDDHmrr2mAAW <：：
）（ 、 OOsd00SSSSGG 4PPDHmr22m1N <：：測測位精度

̶̶）（（ャ ネネルチチ 、、 QQルルンン SSSSSSGGSSSGG ZABPP227N ： ネン：チャンネル数
̶̶51575.42 MHz信受信受信周波数

近接境界脱 界線接離脱 ず 、境界線、コースずれ 線コ 境界線接近ースず 接離 111 ＊＊＊ 境界線接近離脱近接離脱、コースずれ、境界線接近報報警
））（（ 点点各 点点トトト ポイルル ルル ン 000550002 ポポ： 点各各ーー ン： ポ
点点 ,, 点点跡航航 点点 点点航 トトポイ、跡跡 ン 0000033OO0000033 BBM/ポポポポ ：：跡跡跡 点点航 ン ：：航 ポポ

）（（ 点点各 点点トトト ポイルル ルル ン 00550002 ポポ： 点各ーー ン： ポポ
点点 ,, 点点跡航航 点点 点点航 トトポイ、跡 ン 000000033O00003 BBM/ポポ ：：跡跡 点点航 ン ：：航 ポポ容記録記録容量

未度度緯緯緯 満度度度度 満緯 5588緯 満緯 満未度度度緯緯緯 満度度度度 満緯 558緯 満緯 満有効作図範囲
））（（ 含含トイ ル 、 デデ タタををツス メル むンンンンン ジエ ージツツ 含含ンンンン むジ デデジ デジ デ

法法跡 航航航航 法航示表表航 、 デ タタ跡跡 示示跡跡跡 ー法航航 デ航航 法法デデ示
）（ 含含トイ ル 、 デ タををツス メメル むむンンンン ジエ ージツツ 含含ンンンンン むジ デジ デジ デ

法法跡跡 航航 法航示表表航 、 デ タタ跡 示示跡跡 ー法法航航 デ航航 法法デデ示示表示モード示モ ド
）（最大最ドカカ G65CSSocc BB2XDrim - ー 最ドドi）（最最大最ドカカ G665CSSoc BB2XDrim - ー 最ドドiチャートカードド

pp トッォフ ママdd33aadeeaa mmmimMM ッッーipp トッッォフ ママd33aadeaa mmmmimM ッッーiャチャート

dc00099 m/ 2dc0000 mm/1 2輝度
））（（08009 DHF1221 ×））（（088009 DHF1221 ×解像度

液晶晶液液液 ネネッ ルチチチチル、、 タタ型 ルル パパママ パSS58 PI.1 ネ型型 ッッ型 液晶 パパ液液液液晶晶液液液 ネッ ルチチチチル、、 タ型 ルルル パマ パS6655 PI.1 ネ型型 ッッ型 液晶 パパ液液液指 器指示器

価オープン価格ープン価格価オープン価格ープン価格価標準価格標準価格
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ブラックボックス

型　式 TZT2BB

標準価格 オープン価格

表示部表示部
指示器

TZT2BBに接続するモニターについては、TZT2BBに接続するモニターについては、
販売店または当社におたずね下さい。販売店または当社におたずね下さい。解像度

輝度
プロッタ機能
チャート Mapmedia mm3d フォーマットMapmedia mm3d フォーマット
チャートカード micro-SDXC カード（最大128 GB）micro-SDXC カード（最大128 GB）
表示モード 航跡表示、航法データ航跡表示、航法データ

（インスツルメントおよびエンジンデータを含む）（インスツルメントおよびエンジンデータを含む）
有効作図範囲 緯度85 度未満緯度85 度未満
記録容量 航跡：30,000 点、ポイント/MOB：30,000 点航跡：30,000 点、ポイント/MOB：30,000 点

ルート：200 ルート（目的地各500 点）ルート：200 ルート（目的地各500 点）
内蔵GPS受信
受信周波数 ̶̶
チャンネル数 ̶̶
測位精度 ̶̶
初期捕捉時間 ̶̶
測位更新周期 ̶̶
レーダー機能
表示モード ヘッドアップ、ノースアップヘッドアップ、ノースアップ＊1

エコートレイル 15/30 秒および1/3/6/15/30 分または連続
ターゲットトラッキング＊2 100点
内蔵魚探
送信周波数 50/200 kHz、 2 周波交互切換50/200 kHz、 2 周波交互切換
送信出力 600 W または1 kW＊3

モード RezBoost™、ACCU-FISH™、A スコープ、底質判別、
水温グラフ、オートゲイン（フィッシング/クルージング）

その他の機能
計器画面表示 ＊4 ●
カメラモニター ＊5 ●●
AIS 表示＊6 100ターゲット100ターゲット
DSC表示 ＊7 最大20点最大20点
警報　　　 魚群魚群＊8、底付魚群、底付魚群＊8、コースずれ、コースずれ＊8、離脱、離脱＊8、船速、船速＊8、、

海面温度海面温度＊8、CPA/TCPA、CPA/TCPA＊8、水深、水深＊8、ハードウェア、ハードウェア
通知 DSC 受信、ポイント通過、ルート終了、AIS 受信数、DSC 受信、ポイント通過、ルート終了、AIS 受信数、

操舵状況（NAVpilot シリーズ接続時）操舵状況（NAVpilot シリーズ接続時）
インターフェイス

ポ
ー
ト
数

LAN LAN 3 ポート（イーサネット100BASE-TX）
NMEA2000 1 ポート
USB ）5 ポート（うち1 ポートはUSBタッチ出力可能）5 ポート（うち1 ポートはUSBタッチ出力可能）は B 能可能Bポポ
ビデオ出力 2 ポート（HDMI）2 ポート（HDMI）
ビデオ入力 2 ポート（PAL）、1 ポート（HDMI）2 ポート（PAL）、1 ポート（HDMI）
SD カードスロット スイッチボックスに2 スロット（SDXC対応）スイッチボックスに2 スロット（SDXC対応）
送受波器 1 ポート（10 ピン）（10 ピン）

無線 LAN （IEEE802.11b/g/n） 送信周波数 2.412 ～ 2.462 GHz、送信出力 12 dBm送信周波数 2.412 ～ 2.462 GHz、送信出力 12 dBm
電源

DC12-24 V: 2.6-1.3 A（スイッチボックスを含む）DC12-24 V: 2.6-1.3 A（スイッチボックスを含む）
環境条件
使用温度範囲 -15 °C ～ ＋55 °C
保護等級 制御部 IP22、制御部 IP22、

スイッチボックス IP56（前面パネル）、IPX2（背面筐体）スイッチボックス IP56（前面パネル）、IPX2（背面筐体）
構成/外形寸法/質量
構成 制御部、スイッチボックスPSD-003制御部、スイッチボックスPSD-003
外形寸法 制御部 ： 383 (W) x 300 (H) x 130 (D) mm、制御部 ： 383 (W) x 300 (H) x 130 (D) mm、

スイッチボックスPSD-003 ： 97 (W) x 106 (H) x 80 (D) mmスイッチボックスPSD-003 ： 97 (W) x 106 (H) x 80 (D) mm
質量 gg制御部 ：3.9 kg、スイッチボックスPSD-003：0.75 kg制御部 ：3.9 kg、スイッチボックスPSD-003：0.75 kggg部 000000D gggg99 P部

＊1  方位データ入力が必要です。　＊2  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。ターゲットトラッキングの点数は接続するレーダーに依存します。　＊3  1ｋW送受波器との接続には分配箱MB-1100が必要です。　
＊4  気象センサー、エンジンモニター、その他の計器データ入力が必要です。　＊5  IP カメラまたはNTSC/PALおよびHDMI データ入力が必要です。　＊6  AIS 受信機データ入力が必要です。　＊7  他船情報入力が必要です。
＊8  外部データ入力が必要です。＊8  外部データ入力が必要です。
＊4  気象センサー、エンジンモニター、その他の計器データ入力が必要です。　＊5  IP カメラまたはNTSC/PALおよびHDMI データ入力が必要です。　＊6  AIS 受信機データ入力が必要です。　＊7  他船情報入力が必要です。
＊1  方位データ入力が必要です。　＊2  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。ターゲットトラッキングの点数は接続するレーダーに依存します。　＊3  1ｋW送受波器との接続には分配箱MB-1100が必要です。

gggg部部部制制御御御 ッボッイ ククチチ、 スススス 500330000SS9933御 k7.DPPk. ボボボボ ：：制 -ッッ ッッ部部 ：：御御 ボボボ質質量
))())())(ッッボッッイイ クチチ スススス 008866009330000S mmmDDxH1xW7DDPPボボ ：-ッッッッ ッッ ：ボボボ

))(())(())((部部部制制制御御御 、003300003333833御御 mmD1xHxW：制 部部：御御外形寸法
部部部制制制御御御 ッボッイ ククチチ、、 ススス 330000SS御御 DDPボボボボ制 -ッッ ッッ部部御 ボボ構成

））（））（ 体体体体背 筐面面面面前前 ネネッボッイイ ク ルルチチ 、スススス ルルパパ665 2XPIPIボボ 前 筐ネッッッ ッッッッ 背背背 筐筐筐筐パパ前前ボボ
部部部制制御御御 、御 2222PPI制 部御保護等級

C55C-15 °C ～ ＋55 °範使用温度使用温度範囲

））（（ 含ッッボッイ クチチ をススス むむ3366C A.1.2:V4221DD ボボボボ-- ッッ ッッッ: 含含むボボボ

出信信信信信 力力数数波波数数 送周送 波波 、 dG6 mBB21zH24.2214.2周 送送 ～ 信信周波数 信信 信信 送送送 波数数数 信信g無線 LAN （IEEE802.11b/g/n）
））（ ンピピ001 ンンピピ1 ポート送受波器

）（ 対応対ト 応ッッボッッイ クチ ススにスススス CSS XDD22ボボ 応ボ ロに 応対ッッッッ ッッッ 応にボボトSD カードスロッ
）（）（ トト ポポ 、 IMDH1LAPP2 ポポ ポポ ーー ポポポポビデオ入力

））（（トポ IMMDH22 ポポーポ出ビデオ出力
）（ 可出 能力力う 能トト ッポポ チチタタちち はははは SU5 BB1 ポポ ポポ 可ッッーー 能能能ポポ うSUSB

1 ポート00NMEA20
）LAN 3 ポート（イーサネット100BASE-TXNAL

ポ
ー
ト
数

ポ

p ）（ 接続続況況 接状舵舵 時操操 況状状 続舵 リ ズシシ 続時ttoolVpiAN 続時リ 続ー操操 シ況 接舵舵状舵 続シ状操 ズ況況 i ズズ
終過 信信了終終信信 受受 数数通 数トトポイ ル 、、、、 ルン 終 SCCS IAD ポポ 終過過通 終過 終終 受受受受 ー 信信 数信信 ンン 受受 信信 過通通ポポ 数数数受受受 信信知通知
深度海海 水水面温度海 深 ド温 、、、 アウハハCCC APPT/AP ェ水 ー ア海 深温温温 深深 888海 ＊＊＊ ドド温温海 深深

速魚魚魚 脱付付付 群群群魚魚底群群魚 船船船離離離底底 脱脱魚魚魚魚魚 ず 、、、、、、底 れれスコ 速付魚魚 ー ずず 船船船離 88888 ＊＊＊＊＊ 速脱脱離警報
点点最 点点大大最 022 点最示表DSC表示＊7示
トトッゲタタ00001 ッッーゲゲ示表AIS 表示＊6示

●●カメラモニター＊5ラモニ
●器計計器画面表示計器画面表示＊4計器画面表示

）水温グラフ、オートゲイン（フィッシング/クルージング
底質判別RezBoost™、ACCU-FISH™、A スコープ、底質判別、モードド

600 W またはW または1 kW＊3出信信送信出力
換換換切波波周 交波、 互0005 2zHk22/200 kHz、 2 周 切交交周波波交信信送信周波数

100点ターゲットトラッキング＊2ゲットトラッキングラ キング
15/30 秒および1/3/6/15/30 分または連続び1/3/6/15/30 分または連続トレイルエコートレイル

＊1ド ッッッ 、 プノププ アア ススヘ ッッッ ッッッ ー アアアアドドド示表示モード示モ ド

̶̶測位更新周期
̶̶初初 間間初期捕捉時間
̶̶測測位精度
̶̶チャンネル数
̶̶信受信受信周波数

）（ 点点的目 各 点点地トト ルル ルル 的 0050022 地： 的 点各ーー ：
点点 ,, 点点跡航 点点 点点航航 トポイ、跡 ン 0000000033OO0000000033 BM/ポポ ：：跡跡 点点航 ン ：：航 ポ容記録記録容量

未度度度緯緯緯 満度度 満緯緯 588緯 満緯 満範有効作図範囲
）（（ 含トイイ ル デ タををよよツス おお びびメル むンンンン ジジエ ージツツツ お 含ンンンンン むむジジ デジび デデび ジ デ

法法跡 航航 法法航航示表表航航 、 デ タタ跡 示示跡跡 ー法航航 デ航航 法法デデ示示表示モード示モ ド
）（最最大大最ドカカ G8CCSSocc B221XDrmi - ー 最ドドiチャートカードド

p トッッォフ マd3adeea mmimM ッッッーiャチャート

輝度
解像度 販販販販 下社当店売店 たたた売 ずず 。。まま ね ささに社 たたおおたはは販 はは いに い販 さ売 ずたたた ずお売 当当 に

接続続続接続すす 、タるる ててにに ははモモ い続BBB2TZT ににに つ続 ニ い続 ー接続 ニ にに
器指指示器

価オープン価格ープン価格価標準価格標準価格
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ネットワーク魚探

型　式 DFF3-UHD DFF3

標準価格 290,000円 （税込 319,000円） 290,000円 （税込 319,000円）

総合総合
送信周波数 25～242 kHzより選択 28-200 kHzより選択
送信出力 3 kW 1/2/3 kW1/2/3 kW
デジタル技術 TruEcho CHIRP™ FDF
表示モード 1周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大、

マーカー拡大、Aスコープ
1周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大、

マーカー拡大、Aスコープ
表示範囲 最大3000 mまで 最大3000 mまで
電源
本体 DC 12-24 V: 3.0-1.6 A DC 12-24 V: 2.8-1.4 A
環境条件
使用温度範囲 -15 °C ～ ＋55 °C -15 °C ～ ＋55 °C
保護等級 IP55 IP20
主な機能
ACCU-FISH™機能＊1＊1 ̶̶ ●
底質判別機能＊1 ＊1 ̶̶ ̶̶
ヒービング補正機能＊2＊2 ● ●
構成/外形寸法/質量
構成構成 本体（送受波器別売） 本体（送受波器別売）
外形寸法 380 (W) x 316 (H) x 120 (D) mm380 (W) x 316 (H) x 120 (D) mm006008 D88 380 (W) x 300 (H) x 120 (D) mmmm
質量 約 3.6 kg 約 3.9 kg約 3.9 kg約 3.6 kg質質量

mmm)()()380 (W) x 300 (H) x 120 (D)()(()( 006633008833 mmmDD221xH1xW外形寸法
）本体（送受波器別売）本体（送受波器別売成成構構構成

●●22＊＊ヒービング補正機能
̶̶̶̶1＊＊底質判別機能
●̶̶1＊＊機能ACCU-FISH™機能

IP20IP55保護等級
15 °C ～ ＋55 °C-15 °C ～ ＋55 °C-使用温度範囲

C 12-24 V: 2.8DC 12-24 V: 2.8-1.4 ADC 12-24 V: 3.0-1.6 A体体本

最大3000 mまで最大3000 mまで最大3000 mまで最大3000 mまで表示範囲
カー拡大、マーカー拡大、Aスコープ

周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大1周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大、
カー拡大、マーカー拡大、Aスコープ

周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大1周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大、示表示モード示モ ド
FDFCuEcho HIRPTruEch ™術術術デジタル技術
33 Wk/22/13 kW出信信送信出力

選択28-200 kHzより選択選択25～242 kHzより選択信送信周波数

,000円 （税込 319,290,000円 （税込 319,000円）,000円 （税込 319,290,000円 （税込 319,000円）価標準価格標準価格

ネットワーク魚探 底質判別魚探

型　式 DFF1-UHD BBDS1

標準価格 228,000円 （税込 250,800円） 145,000円 （税込 159,500円）

総合総合
送信周波数 50/200 kHz 50/200 kHz
送信出力 1 kW 600 W/ 1 kW＊3＊3

デジタル技術 TruEcho CHIRP™ FDF
表示モード 1周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大、

マーカー拡大、Aスコープ
1周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大、

マーカー拡大、Aスコープ
表示範囲 最大1200 mまで 最大1200 mまで
電源
本体 DC 12-24 V: 2.8-1.4 A DC12-24 V: 1.1-0.4 A（送信出力1 kW時）
環境条件
使用温度範囲 -15 °C ～ ＋55 °C -15 °C ～ ＋55 °C
保護等級 IP55 IP22
主な機能
ACCU-FISH™機能＊1＊1 ● ●
底質判別機能＊1＊1 ● ●
ヒービング補正機能＊2＊2 ● ●
構成/外形寸法/質量
構成構成 本体（送受波器別売） 本体（送受波器別売）
外形寸法 380 (W) x 320 (H) x 120 (D) mmmm 255 (W) x 219 (H) x 90 (D) mmmm
質量 約 3.2 kg 約 1.2 kg約 1.2 kg約 3.2 kg質質量

mmmm255 (W) x 219 (H) x 90 (D)mmmm380 (W) x 320 (H) x 120 (D)外形寸法
）本体（送受波器別売）本体（送受波器別売成成構構成成

●●2＊能補ヒービング補正機能グ
●●1＊底質判別機能
●●1＊＊機能ACCU-FISH™機能

IP22IP55保護等級
15 °C ～ ＋55 °C-15 °C ～ ＋55 °C-範使用温度範囲

）DC12-24 V: 1.1-0.4 A（送信出力1 kW時DC 12-24 V: 2.8-1.4 A体体本

最大1200 mまで最大1200 mまで最大1200 mまで最大1200 mまで表示範囲
カー拡大、マーカー拡大、Aスコープ

周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大1周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大、
カー拡大、マーカー拡大、Aスコープ

周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大1周波、2周波、海底追尾拡大、海底拡大、示表示モード示モ ド
FDFCocu HIRPTruEch ™術術術デジタル技術

3＊＊600 W/ 1 kW1 kW出信信送信出力
50/200/200 kHz50/200 kHz信 数送信周波数

,000円 （税込 159,145,000円 （税込 159,500円）,000円 （税込 250,228,000円 （税込 250,800円）価標準価格標準価格

魚探センサー（NavNet TZtouch3/NavNet TZtouch2）
ネットワークマルチビームソナー

型　式 DFF-3D

標準価格 500,000円 （税込 550,000円）

総合総合
送信周波数 165 kHz
送信出力 800 W
デジタル技術 FDF
表示モード 断面映像、マルチ魚探（トリプル/シングルビーム）、

サイドスキャン、3D履歴
表示範囲 最大1200 mまで
電源
本体 DC12-24 V: 1.4-0.7 A
環境条件
使用温度範囲 本体：-15 °C ～ ＋55 °C　送受波器：-5 °C ～ ＋35 °C
保護等級 IP55
構成 /外形寸法 /質量
成成構成構構構構構構 本体、送受波器 B54（動揺センサー、水温センサー内蔵）

外形寸法 380 (W) x 316 (H) x 120 (D) mmmm
質量 約 3 kg約 3 kg質質量

mmm)()()380 (W) x 316 (H) x 120 (D外形寸法
）本体、送受波器 B54（動揺センサー、水温センサー内蔵成成構構構成

IP55保護等級
5 °C ～ ＋35 °C-15 °C ～ ＋55 °C　送受波器°C ～＋55 °C 送受波器：送受波器：-体体本 ：：使用温度範使用温度範囲

C12-24 V: 1.4-0DC12-24 V: 1.4-0.7 A体体本

最大1200 mまで最大1200 mまで表示範囲
サイドスキャン、3D履歴ドスキャン 3D履歴

）断面映像、マルチ魚探（トリプル/シングル断面映像、マルチ魚探（トリプル/シングルビーム）、グ示表示モード示モ ド
FDF術術術デジタル技術
00800 W信出送信出力

65165 kHz信信送信周波数

,000円 （税込 550, ）500,000円 （税込 550,000円価標準価格標準価格

NavNet TZtouch3/NavNet TZtouch2）魚探センサ （探センサー



47

レーダーセンサー

型　式
DRS25A-NXT

DRS4DL+
XN12A XN13A

標準価格 1,109,000円 （税込 1,219,900円） 1,157,000円 （税込 1,272,700円） 359,000円 （税込 394,900円）｠

空中線部
タイプ オープンタイプ（120 cm型）オープンタイプ（120 cm型） オープンタイプ（180 cm型）オープンタイプ（180 cm型） レドームタイプ （48 cm 型）レドームタイプ （48 cm 型）

ビーム幅 水平 1.9°、垂直 22° 水平 1.35°、垂直 22° 水平 5.2°、垂直 25°

回転数 24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定 24 rpm
送受信部

周波数および電波型式
CH.1：9380 MHz（P0N）、9400 MHz（Q0N）
CH.2：9400 MHz（P0N）、9420 MHz（Q0N）
CH.3：9420 MHz（P0N）、9440 MHz（Q0N）

9410 MHz ±30 MHz

出力 200 W 4 kW
距離範囲 0.0625～96 NM 0.0625～36 NM
ターゲット追尾（TT) 合計100ターゲット（最大24 NM） 自動または手動追尾：30ターゲット（0,1～16 NM内）
インターフェイス
ポート数 1ポート、イーサネット 100BASE-TX 1ポート、イーサネット 100BASE-T、RJ45
電源

DC24 V: 5.6 A 以下 DC12-24 V: 2.1-1.0 A
環境条件
使用温度範囲 -25 °C  ～ ＋55 °C -25 °C  ～ +55 °C 
保護等級 IP56 IP26
主な表示機能
真エコートレイル＊1＊1 ● ●
ターゲットトラッキングターゲットトラッキング＊2＊2 ● ファストターゲットトラッキング ● ファストターゲットトラッキング
デュアルレンジ ● ̶̶
バードモード ● ̶̶
ターゲットアナライザーターゲットアナライザー ● ̶̶
構成/外形寸法/質量
標準構成 レーダーセンサー、15 mケーブル付 レーダーセンサー、10 mケーブル付
外形寸法 1255 (W) x 445 (H) x 330 (D) mmmm 1795 (W) x 445 (H) x 330 (D) mmmm 488 (φ) x 220 (H) mmmm
質量 21 kg 23 kg 5.7 kg

※  送信出力5 kW以上およびNXTシリーズレーダーを操作するには無線従事者資格が必要です。電波法を遵守して運用下さい。      
＊1  船首方位信号と位置情報の入力が必要です。　＊2  船首方位信号と船速情報データの入力が必要です。　＊1  船首方位信号と位置情報の入力が必要です。　＊2  船首方位信号と船速情報データの入力が必要です。
※  送信出力5 kW以上およびNXTシリーズレーダーを操作するには無線従事者資格が必要です。電波法を遵守して運用下さい。

5.7 kg23 kg21 kg質質量
mmm)()φ488 (φ) x 220 (Hmmmm)()()1795 (W) x 445 (H) x 330 (Dmmm)()()1255 (W) x 445 (H) x 330 (D外形寸法

付レーダーセンサー、10 mケーブル付付レーダーセンサー、15 mケーブル付標準構成

̶̶●トッッ イザザゲタタ ラナナアアッッッ ーー アアゲ ザゲゲ ザラ
̶̶●ドバードモードバ ドモ ド
̶̶●デュアルレンジデ アルレンジ

● ファストターゲットトラッキングラ キング● ファストターゲットトラッキングラ キングキトト ッッ ググゲゲタタ ララ ンンッッ 2＊＊ッッー ンゲゲゲ ググラ
●●11＊＊真エコートレイル真エコートレイル

IP266IP5保護等級
C55C25 °C  ～ +55 °-C55C25 °C  ～ ＋55 °-範度使用温度範囲

0CDC12-24 V: 2.1-1.0 ADC24 V: 5.6 A 以下

1ポート、イーサネット 100BASE-T、RJ45ポート、イーサネット 100BAS1ポート、イーサネット 100BASE-TXポート数

）（追 ,1～16 NM内自動または手動追尾 トッ動または手動追尾：30ターゲ 0,1～1630 1～16 NM追尾： ～ッたは手動追尾：30ターゲゲ）（合計 ト（最大ッ00ターゲ 24 NM1 ッ合計100ター 最計100タ ゲ計100タ ゲターゲット追尾（TT)
0.0625～36.0625～36 NM0.0625～96.0625～96 NM距離範距離範囲

Wk4200 W出力

0309410 MHz ±30 MHz
）（）CH.3：9420 MHz（P0N）、9440 MHz（Q0N
）（）CH.2：9400 MHz（P0N）、9420 MHz（Q0N
）（）CH.1：9380 MHz（P0N）、9400 MHz（Q0N

数周波数および電波型式

24 rpmppm レンジ連動または24 rpm 固24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定回転回転数

水平 5.2°、垂直 25° 垂直 25°水平 1.35°、垂直 22° 垂直 22°水平 1.9°、垂直 22° 垂直 22°幅ビーム幅幅

）（（ドド イタタ 型ププムムレレ c88 m4 型型ー 型ドド）（イオ タタ 型ププププンン c088 m1 型型ー 型ン）（イオ タタ 型ププププンン c0 m221 型型ー 型ンタイプ

,359,000円 （税込 394,900円）,,,,1,157,000円 （税込 1,272,700円）,,,,1,109,000円 （税込 1,219,900円）価標準価格標準価格

レーダーセンサー（NavNet TZtouch3 / NavNet TZtouch2 / FR-10/12）
レーダーセンサー

型　式
DRS6A-NXT DRS12A-NXT

XN12A XN13A XN12A XN13A

標準価格 774,000円 （税込 851,400円） 822,000円 （税込 904,200円） 886,000円 （税込 974,600円） 934,000円 （税込 1,027,400円）

空中線部
タイプ オープンタイプ（120 cm型）オープンタイプ（120 cm型） オープンタイプ（180 cm型）オープンタイプ（180 cm型） オープンタイプ（120 cm型）オープンタイプ（120 cm型） オープンタイプ（180 cm型）オープンタイプ（180 cm型）
ビーム幅 水平 1.9°、垂直 22° 水平 1.35°、垂直 22° 水平 1.9°、垂直 22° 水平 1.35°、垂直 22°
回転数 24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定 24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定
送受信部

周波数および電波型式
CH.1：9380 MHz（P0N）、9400 MHz（Q0N）
CH.2：9400 MHz（P0N）、9420 MHz（Q0N）
CH.3：9420 MHz（P0N）、9440 MHz（Q0N）

CH.1：9380 MHz（P0N）、9400 MHz（Q0N）
CH.2：9400 MHz（P0N）、9420 MHz（Q0N）
CH.3：9420 MHz（P0N）、9440 MHz（Q0N）

出力 25 W 100 W
距離範囲 0.0625～72 NM 0.0625～96 NM
ターゲット追尾（TT) 合計100ターゲット（最大24 NM） 合計100ターゲット（最大24 NM）
インターフェイス
ポート数 1ポート、イーサネット 100BASE-TX 1ポート、イーサネット 100BASE-TX
電源

12 V/24 V: 9.5 A/5.0 A DC24 V: 5 A 以下
環境条件
使用温度範囲 25 °C  ～ ＋55 °C -25 °C  ～ ＋55 °C  
保護等級 IP56 IP56
主な表示機能
真エコートレイル＊1＊1 ● ●
ターゲットトラッキングターゲットトラッキング＊2＊2 ● ファストターゲットトラッキング ● ファストターゲットトラッキング
デュアルレンジ ● ●
バードモード ● ●
ターゲットアナライザーターゲットアナライザー＊2 ● ●
構成/外形寸法/質量
標準構成 レーダーセンサー、15 mケーブル付 レーダーセンサー、15 mケーブル付
外形寸法 1255 (W) x 445 (H) x 330 (D) mmmm 1795 (W) x 445 (H) x 330 (D) mmmm 1255 (W) x 445 (H) x 330 (D) mmm mmmmmmm 1795 (W) x 445 (H) x 330 (D) mmmm
質量 21 kg 23 kg 21 kg 23 kg23 kg21 kg23 kg21 kg質質量

mmmm1795 (W) x 445 (H) x 330 (D)mmmm1255 (W) x 445 (H) x 330 (D)mmmm1795 (W) x 445 (H) x 330 (D)mmmm1255 (W) x 445 (H) x 330 (D)外形寸法形寸法
付レーダーセンサー、15 mケーブル付付レーダーセンサー、15 mケーブル付標準構成

●●ト イゲゲッ ザタ ナナラア 22ッ ＊ッ ーー アゲ ザゲ ザラ
●●ドバードモードバ ドモ ド
●●デュアルレンジデ アルレンジ

● ファストターゲットトラッキングラ キング● ファストターゲットトラッキングラ キングキトト ッッッッ グゲタ ラ ンンッッ 2＊＊ッッー ンゲゲ ググラ
●●1＊＊真エコートレイル真エコートレイル

IP56IP56保護等級
25 °C  ～ ＋55 °C-25 °C  ～ ＋55 °C-使用温度範囲

DC24 V: 5 A 以下12 V/24 V: 9.5 A/5.0 A

1ポート、イーサネット 100BASE-TXポート、イーサネット 100BAS1ポート、イーサネット 100BASE-TXポート数

）（合計 ト（最大ッ00ターゲ 24 NM1 ッ合計100ター 最計100タ ゲ計100タ ゲ）（合計 ト（最大ッ00ターゲ 24 NM1 ッ合計100ター 最計100タ ゲ計100タ ゲターゲット追尾（TT)
0.0625～96.0625～96 NM0.0625.0625～72 NM距離範距離範囲

100 W525 W出力
）（）CH.3：9420 MHz（P0N）、9440 MHz（Q0N
）（）CH.2：9400 MHz（P0N）、9420 MHz（Q0N
）（）CH.1：9380 MHz（P0N）、9400 MHz（Q0N

）（）CH.3：9420 MHz（P0N）、9440 MHz（Q0N
）（）CH.2：9400 MHz（P0N）、9420 MHz（Q0N
）（）CH.1：9380 MHz（P0N）、9400 MHz（Q0N

数周波数および電波型式

pm レンジ連動または24 rpm 固24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定pm レンジ連動または24 rpm 固24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定回転回転数
水平 1.35°、垂直 22° 垂直 22°水平 1.9°、垂直 22° 垂直 22°水平 1.35°、垂直 22° 垂直 22°水平 1.9°、垂直 22° 垂直 22°幅ビーム幅幅

）（イオ タタ ププププ 型ン c088 m1 型型ー 型ン）（イオ タ ププププ 型ン c0 m221 型型ー 型ンン）（イオ タタ ププププ 型ン c088 m1 型型ー 型ン）（イオ タ ププププ 型ン c0 m221 型型ー 型ンタイプ

,000円 （税込 1,027,934,000円 （税込 1,027,400円）,000円 （税込 974,886,000円 （税込 974,600円）,000円 （税込 904,822,000円 （税込 904,200円）,000円 （税込 851,774,000円 （税込 851,400円）価標準価格標準価格

）サレーダーセン （NavNet TZtouch3 / NavNet TZtouch2 / FR-10/12ーダーセンサーダ

無線従事者資格必要無線従事者資格必要無線従事者資格必要無線従事者資格必要

無線従事者資格必要無線従事者資格必要
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レーダーセンサー（NavNet TZtouch3 / NavNet TZtouch2 / FR-10/12）
レーダーセンサー

型　式 DRS4D X-Class
DRS6A X-Class

XN12A XN13A

標準価格 363,000円 （税込 399,300円）｠ 674,000円 （税込 741,400円）｠ 722,000円 （税込 794,200円）｠

空中線部
タイプ レドームタイプ （60 cm 型）レドームタイプ （60 cm 型） オープンタイプ（120 cm型）オープンタイプ（120 cm型） オープンタイプ（180 cm型）オープンタイプ（180 cm型）
ビーム幅 水平 4.0°、垂直 25° 水平 1.9°、垂直 22° 水平 1.35°、垂直 22°
回転数 24/36/48 rpm レンジ連動 または 24 rpm 固定 24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定
送受信部
周波数および電波型式 9410 MHz ±30 MHz P0N 9410 MHz ±30 MHz
出力 4 kW 4.9 kW
距離範囲 0.0625～48 NM 0.0625～96 NM
ターゲット追尾（TT) 自動または手動追尾：30ターゲット(0.1 ～ 16 NM 内)自動または手動追尾：30ターゲット(0.1 ～ 16 NM 内) 自動または手動追尾：30ターゲット（0,1～16 NM内）
インターフェイス
ポート数 1ポート、イーサネット 100BASE-T 1ポート、イーサネット 100BASE-TX
電源

DC12-24 V: 2.5-1.3 A DC24 V: 4.0 A 以下
環境条件
使用温度範囲 -25 °C  ～ +55 °C -25 °C  ～ ＋55 °C  
保護等級 IP26 IP56
主な表示機能
真エコートレイル＊1＊1 ● ●
ターゲットトラッキングターゲットトラッキング＊2＊2 ● ファストターゲットトラッキング ● ファストターゲットトラッキング
デュアルレンジ ● ●
バードモード ● ●
ターゲットアナライザーターゲットアナライザー＊2＊2 ̶̶ ̶̶
構成/外形寸法/質量
標準構成 レーダーセンサー、10 mケーブル付 レーダーセンサー、15 mケーブル付
外形寸法 610 (φ) x 220 (H) mm 1255 (W) x 445 (H) x 330 (D) mm 1795 (W) x 445 (H) x 330 (D) mmmm
質量 7.2 kg 21 kg ±10 ％ 23 kg ±10 ％23 kg ±10 ％21 kg ±10 ％7.2 kg質質量

mmmm1795 (W) x 445 (H) x 330 (D)mmmm1255 (W) x 445 (H) x 330 (D)mmmm610 (φ) x 220 (H)外形寸法形寸法
付レーダーセンサー、15 mケーブル付付レーダーセンサー、10 mケーブル付標準構成

̶̶̶̶ト イゲッッ ザタ ナラア 22ッッ ＊＊ッ ーー アアゲ ザゲ ザラ
●●ドバードモードバ ドモ ド
●●デュアルレンジデ アルレンジ

● ファストターゲットトラッキングラ キング● ファストターゲットトラッキングラ キングキトト ッッ グゲゲタ ラ ンッッ 2＊＊ッッッッー ンゲゲゲ ググラ
●●1＊＊真エコートレイル真エコートレイル

IP56IP26保護等級
25 °C  ～ ＋55 °C-25 °C  ～ +55 °C-使用温度範囲

DC24 V: 4.0 A 以下DC12-24 V: 2.5-1.3 A

1ポート、イーサネット 100BASE-TX1ポート、イーサネット 100BASE-Tポート数

）（追 ,1～16 NM内自動または手動追尾 トッ動または手動追尾：30ターゲ 0,1～1630 1～16 NM追尾： ～ッたは手動追尾：30ターゲゲ))(追 内内手手 尾自 動動 たた 尾 トッゲタタまま 動動動 たははは 6600033 MN11.：追 ～～ッッーた ：追 ゲゲターゲット追尾（TT)
0.0625～96 NM0.0625～48 NM距離範囲

4.9 kW4 kW出力
9410 MHz ±30 MHz9410 MHz ±30 MHz P0N数周波数および電波型式

ppm レンジ連動または24 rpm 固24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定ppm レンジ連動 または 24 rpm 固24/36/48 rpm レンジ連動 または 24 rpm 固定回転回転数
水平 1.35°、垂直 22° 垂直 22°水平 1.9°、垂直 22° 垂直 22°水平 4.0°、垂直 25° 垂直 25°ビーム幅ビ 幅

）（イイオ タタ ププププ 型ンン c08 m1 型型ー 型ンン）（イイオ タタ ププププ 型ン c0 m221 型型ー 型ンン）（ド イイタタ ププ 型ムムレ c06 m 型型型ー 型ドドタイプ

722,000円 （税込 794,200円）674,000円 （税込 741,400円）363,000円 （税込 399,300円）価標準価格標準価格

）サレーダーセン （NavNet TZtouch3 / NavNet TZtouch2 / FR-10/12ーダーセンサー

レーダーセンサー

型　式
DRS12A X-Class DRS25A X-Class

XN12A XN13A XN12A XN13A

標準価格 786,000円 （税込 864,600円）｠ 834,000円 （税込 917,400円）｠ 1,009,000円 （税込 1,109,900円） 1,057,000円 （税込 1,162,700円）｠

空中線部
タイプ オープンタイプ（120 cm型）オープンタイプ（120 cm型） オープンタイプ（180 cm型）オープンタイプ（180 cm型） オープンタイプ（120 cm型）オープンタイプ（120 cm型） オープンタイプ（180 cm型）オープンタイプ（180 cm型）
ビーム幅 水平 1.9°、垂直 22° 水平 1.35°、垂直 22° 水平 1.9°、垂直 22° 水平 1.35°、垂直 22°
回転数 24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定 24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定
送受信部
周波数および電波型式 9410 MHz ±30 MHz 9410 MHz ±30 MHz
出力 12 kW 25 kW
距離範囲 0.0625～96 NM 0.0625～96 NM
ターゲット追尾（TT) 自動または手動追尾：30ターゲット（0,1～16 NM内） 自動または手動追尾：30ターゲット（0,1～16 NM内）
インターフェイス
ポート数 1ポート、イーサネット 100BASE-TX 1ポート、イーサネット 100BASE-TX
電源

DC24 V: 4.5 A 以下 DC24 V: 5.6 A 以下
環境条件
使用温度範囲 -25 °C  ～ ＋55 °C -25 °C  ～ ＋55 °C 
保護等級 IP56 IP56
主な表示機能
真エコートレイル＊1＊1 ● ●
ターゲットトラッキングターゲットトラッキング＊2＊2 ● ファストターゲットトラッキング ● ファストターゲットトラッキング
デュアルレンジ ● ●
バードモード ● ●
ターゲットアナライザーターゲットアナライザー ̶̶ ̶̶
構成/外形寸法/質量
標準構成 レーダーセンサー、15 mケーブル付 レーダーセンサー、15 mケーブル付
外形寸法 1255 (W) x 445 (H) x 330 (D) mm 1795 (W) x 445 (H) x 330 (D) mmmm 1255 (W) x 445 (H) x 330 (D) mm 1795 (W) x 445 (H) x 330 (D) mmmm
質量 21 kg ±10 ％ 23 kg ±10 ％ 22 kg ±10 ％ 24 kg ±10 ％

※  送信出力5 kW以上およびNXTシリーズレーダーを操作するには無線従事者資格が必要です。電波法を遵守して運用下さい。　      
＊1  船首方位信号と位置情報の入力が必要です。　＊2  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。＊1  船首方位信号と位置情報の入力が必要です。　＊2  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。
※  送信出力5 kW以上およびNXTシリーズレーダーを操作するには無線従事者資格が必要です。電波法を遵守して運用下さい。

g24 kg ±10 ％g22 kg ±10 ％g23 kg ±10 ％g21 kg ±10 ％質質量
mmmm)()()1795 (W) x 445 (H) x 330 (Dmmmm)()()1255 (W) x 445 (H) x 330 (Dmmmm)()()1795 (W) x 445 (H) x 330 (Dmmmm)()()1255 (W) x 445 (H) x 330 (D外形寸法

付レーダーセンサー、15 mケーブル付付レーダーセンサー、15 mケーブル付標準構成

̶̶̶̶トトッッ イイザザゲゲタタ ララナアアッッッッ ーー アゲ ザザゲゲ ザラ
●●ドバードモードバ ドモ ド
●●デュアルレンジデ アルレンジ

● ファストターゲットトラッキングラ キング● ファストターゲットトラッキングラ キングキトト ッッッッ グゲゲタタ ラ ンンッッッッ 22＊＊ッッー ンゲゲ グググラ
●●1＊＊真エコートレイル真エコートレイル

6IP56IP5保護等級
C55C25 °C  ～ ＋55 °-C55C25 °C  ～ ＋55 °-範使用温度範囲

DC24 V: 5.6 A 以下DC24 V: 4.5 A 以下

1ポート、イーサネット 100BASE-TX1ポート、イーサネット 100BASE-TXポート数

）（追 ,1～16 NM内自動または手動追尾 トッ動または手動追尾：30ターゲ 0,1～1630 1～16 NM追尾： ～ッたは手動追尾：30ターゲゲ）（追 ,1～16 NM内自動または手動追尾 トッ動または手動追尾：30ターゲ 0,1～1630 1～16 NM追尾： ～ッたは手動追尾：30ターゲゲターゲット追尾（TT)
695600.0625～96 NM695600.0625～96 NM距離範囲

25 kWWk21出力
0309410 MHz ±30 MHz0309410 MHz ±30 MHz数周波数および電波型式

ppm レンジ連動または24 rpm 固24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定ppm レンジ連動または24 rpm 固24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定回転回転数
水平 1.35°、垂直 22° 垂直 22°水平 1.9°、垂直 22° 垂直 22°水平 1.35°、垂直 22° 垂直 22°水平 1.9°、垂直 22° 垂直 22°幅ビーム幅幅

）（イイオ タタ ププププ 型ンン cc0088 mm1 型型型ー 型ンン）（イイオ タタ ププププ 型ンン cc00 mm221 型型型ー 型ンン）（イイオオ タタ ププププ 型ンン cc0088 m1 型型型ー 型ンン）（イイオ タタ ププププ 型ンン cc00 mm221 型型型ー 型ンンタイプ

,,,1,057,000円 （税込 1,162,700円）,,,,1,009,000円 （税込 1,109,900円）,834,000円 （税込 917,400円）,786,000円 （税込 864,600円）価標準価格標準価格

無線従事者資格必要無線従事者資格必要 無線従事者資格必要無線従事者資格必要
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GPSプロッタ魚探 GPSプロッタ

型　式 GP-3700F GP-3700

標準価格 570,000円 （税込 627,000円）｠ 470,000円 （税込 517,000円）｠

指示部（表示部）
表示器表示器 12.1 型カラー液晶ディスプレイ12.1 型カラー液晶ディスプレイ 12.1 型カラー液晶ディスプレイ
解像度解像度 600×800（SVGA）600×800（SVGA） 600×8×800（SVGA）
表示モード表示モード プロッタ、魚探、コンパス、衛星確認、潮汐グラフプロッタ、魚探、コンパス、衛星確認、潮汐グラフ プロッタ、コンパス、衛星確認、潮汐グラフ
GPS受信部・プロッタ部
受信周波数受信周波数 GPS: 1575.42 MHzGPS: 1575.42 MHz GPS: 1575.42 MHz
受信チャンネル受信チャンネル GPS: 12 チャンネル、12 衛星パラレル、MSAS: 2 チャンネルGPS: 12 チャンネル、12 衛星パラレル、MSAS: 2 チャンネル GPS: 12 チャンネル、12 衛星パラレル、、MSAS: 2 チャンネル
測位精度測位精度 GPS: 10 m 以下（2 drms）、MSAS: 7 m 以下（2 drms）GPS: 10 m 以下（2 drms）、MSAS: 7 m 以下（2 drms） GPS: 10 m 以下（2 drms）、MSAS: 7 m 以下（2 drms）
表示範囲表示範囲 0.025～1,024 海里（赤道付近）0.025～1,024 海里（赤道付近） 0.025～1,024 海里（赤道付近）
記憶点数記憶点数 航跡・マーク航跡・マーク 自船航跡 30,000 点、マーク・ライン 30,000 点、 他船航跡 40,000 点自船航跡 30,000 点、マーク・ライン 30,000 点、 他船航跡 40,000 点 自船航跡 30,000 点、マーク・ライン 30,000 点、 他船航跡 40,000 点

目的地目的地 3,500 点（QP 100 点）3,500 点（QP 100 点） 3,500 点（QP 100 点）
ルートルート 200（１ルート100 点）、1 簡易ルート200（１ルート100 点）、1 簡易ルート 200（１ルート100 点）、1 簡易ルート

チャートデータチャートデータ new pecnew pec＊1＊1（内蔵）（内蔵） new pecnew pec＊1＊1（内蔵）（内蔵）
魚探部
送信周波数送信周波数 50/200 kHz の２周波交互切替50/200 kHz の２周波交互切替 ̶
送信出力送信出力 600 Wまたは 1 kW600 Wまたは 1 kW＊2＊2 ̶
表示範囲表示範囲 標準；5, 10, 20, 40, 80, 150, 300, 500 m、シフト：0～1200 m標準；5, 10, 20, 40, 80, 150, 300, 500 m、シフト：0～1200 m ̶
魚探デジタル技術魚探デジタル技術 FDFFDF ̶
魚探機能魚探機能 ACCU-FISH™機能、底質判別機能ACCU-FISH™機能、底質判別機能 ̶
電源
電源電源 DC12-24 V: 2.8-1.5 A（1 kW 出力時）DC12-24 V: 2.8-1.5 A（1 kW 出力時） DC12-24 V: 2.5-1.3 A
環境条件
使用温度範囲使用温度範囲 空中線部：空中線部：-25 °C ～ +70 °C、指示器・操作部：25 °C ～ +70 °C、指示器・操作部：-15 °C ～ +55 °C、15 °C ～ +55 °C、 空中線部：-25 °C °C ～ +70 °C°C、指示器・操作部：-15 °C °C ～ +55 °C°C、
保護等級保護等級 空中線部：IP56、指示器：IP22空中線部：IP56、指示器：IP22 空中線部：IP56、指示器：IP22
構成/外形寸法/質量構成/外形寸法/質量
標準構成標準構成 指示部、GPSアンテナ、送受波器指示部、GPSアンテナ、送受波器 指示部、GPSアンテナ
外形寸法外形寸法 339 (W) x 351 (H) x 179 (D)339 (W) x 351 (H) x 179 (D)＊6＊6 mmmm（ハンガー込）（ハンガー込） ))339 (W) x 351 (H) x 179 (D)339 (W) x 351 (H) x 179 (D)D9999 ＊6＊6 mmmm（ハンガー込）（ハンガー込）
質量質量 約 4.8 kg約 4.8 kg＊6＊6 約 4.6 kg＊6＊6

＊1  フルノフォーマットに変換しています。日本水路協会が発行する航海用電子参考図 (new pec) とは表現が一部異なります。実際の航海において、紙海図の代替としての活用はできません。
＊2  1 kW送受波器との接続には、分配箱MB-1100が必要です。　＊3  送受波器の出力によります。　＊4  指定の送受波器が必要です。　＊5  CHIRP送受波器では対応していません。　＊6  ハンガーを含んでいます。接続続 含箱箱 対器器指指出器分接器 力配 受要受受要受 応波波波波 定続 送送送送 必必 波波波波 対応 すすすす配 。。。。。、 まままり をよ ガ んん でてしででで がののがの ににと はは はは せ ハハ いンい続 6C5300 PRIH411BMWk12 応にに 応続 送送送送 必必 ＊＊＊＊＊ いい必必 対がが-続 受受受受 ー でででで分 波波波波 分 応 でででで接 指定続 含ン器器器器器器器器 受受受受 箱箱 送送送送 がが にに ガ波波波波 必必 ガがが 受受受受

)p( 異変 異換 紙紙路 代行行会本換 替海海際際部部海 図図子協水日 用実用協協 考 航航 活現発 航表参航 代 活海海海 電トッォ すすす な路ル 。、。。 ままるま り きノ んでてしててし のののがが にに お とと は際はフフ ははル 際 せマ いい cee 紙wn1 水 にに 現 紙 図図参＊ な いい 異 き参参 ががッ 替替路ッー 際変 一 際 で変 海海海発 活変 部協 電会 で航航 電電 図図 お会 図図 海海海行 実電電 代がが 航航 にに 活がが 海海海行

66＊＊g約約 6約 k.4約約gg約約約約 88約約 k.4約約約 66＊＊質質質量質質質量質質量
））（（ 込ガガハハン 込込ーンン 込込ガガmmmm))(()()(( 99533993333 D71xH1xW 66＊＊））（（ 込ガガハハハン 込込ーン 込込ガガガmmmm)()())( 99533993333 D71xH1xW 66＊＊法法寸形形外外外 法法形形寸形 法形 法

部部指指示 テ、 ナア示示 ンSGP ア部指 ンテ示器器部部指指 受受波波示示 送 波波、テ、 ナナアア示示示 ンSSGGP 送送受受アア 波部部指指 ン 器器受送送 波テ 受受示成成構準準標標標 構構標標準準標標準 成準準

器指指部部線線中 示線 、空 示示線 65 22PIPI線 ：：空 部 指 器器：： 示器器指指部部部線線線線中 示線 、空 示示線 665 2222PPIPPI線 ：：空 部部 指指 器器：： 示級級護等等級級護護保保保保 等級級級護護護等等等等護護
、CC55CC +～ °°°°51-部部器指指 作作操操示、 示示CC0CC 7+ ：～ ・操操 部指 器器°°°° ：操示52-部部線線中線空 線線 ：空 部：、C5555C551 +～～ °°-部部部器器指指 作作作作操操操示、 示示C0C55 722 + ：～～ ・・操操 部指指 器器°°° ：操示-部部部線線線線中線空 線線 ：空 部：範度 囲使用温使 度温 範囲囲温温温 範範範温

35C A.1.2:V4221D -- :）（ 出 時力力時5588C Wk1A.1.22:V42221D 時-- :源源源源電源源源電電電電電源

̶̶質質底 判判 能別別能 機機底底機機 能能能能、底SSUCCCC HIFA 質判別- 機機™™ 能能能能 機機 機機機機 質質質判判 能能能魚探探魚 能探探機機魚魚 能能魚魚 機能能機機機探 能
̶̶FFDDFF魚 術術術技技探探魚探探 技技魚魚 ルデデ タタルルジ 術術魚魚 ジ探探 術ジデジ 術デジデ 術
̶̶,,,,,,,準標標標 トト、標 フフ標 シシ 00000055003005508800055 m221mm14221；； ：準 ～標 シ標準準 ：； シシ準範囲示表表 範範示示示 囲囲範範範範示
̶̶たままたたははは0066 Wk1W たた 2＊＊出信信 力力送送送信信信送信
̶̶切切替波波周周 交交波 互互のの00055 ２２zHk22/ 周 切替替替替交交交周波波波交信信 数数波波数数周周送 波周送送信周波数数信信送 波波数数信

）（内内蔵蔵1＊＊ 蔵蔵pp ceeeewnn））（内内蔵蔵1＊ 蔵蔵pp ceeeewnnャ トチチ デデ タターー デデデ
）（ 点点 易簡簡点点 トト ルル 、 ルル 簡0000 11１2 点 ーー 簡簡）（ 点点点点 易易簡簡点点 トトトト ルル 、 ルル 簡00000 11１22 点 ーー 簡簡簡トトルルー

）（ 点点, 点点 点点 点点 Q 000053 1P 点点）（ 点点, 点点 点点点点 点点 Q 00000000553 1P 点点的的目 地的地地的

点点点 ,,, 点点点 跡跡 他船船自 船船 航航 点点点 点航点点航 他イク 、、 ラ 跡跡 マ ン 00000000300003 4跡跡 跡跡 点点点 ・ー 船船 船船 航航 船船 ン 航航 ラ点点点 ,,, 点点点点 跡跡 他船船船船自 船船 航航航航 点点点点点点 点航点点点航 他他イクク 、、 ラ 跡跡 ママ ンン 0000000000000000330000000033 4跡跡 跡跡 点点点 ・ー 船船船船 船船船 航航航航 船船船船 ン 航航 ラ跡航航航 クク跡 ママ跡跡跡・ ー航航航点点点憶記 数数点点点数数憶記憶憶憶憶憶点記憶憶 数数憶憶記記 数数記
）（ 近, 赤 付付海 道海里0500 4212. 赤 近赤道付～ 海海 近道海））（（ 近近, 赤赤 付付海海 道海里0050000 422122. 赤 近近赤道付～～ 海海 近道道海範囲示表表 範示示示 囲囲範範範示

）（）（ 下下 以以 、 sdSSsd0SG 以以 mr2m7:AMmr2m1:P 以以 ::）（）（ 下下 以以以以 、 ssddSSSSssdd00SSGG 以以以 mmrr22mm7:AMmmr22mm1:PP 以以 ::測 度位位測 精精精度測測位位位測測測 精精精位測
ャ ネルチ ルンSS 2:AM ネ: ン、、衛衛衛ャ ネ 星 ルルチ 、 ラ ルル レパパンSG 2121:P ネ: ン 衛衛 パラ衛衛衛衛 ャャ ネネネネ 星星 ルチチルルチチ 、、 ララ ルルル レレパパ ンンンン SSSSSSGG 22:AM221221:PP ネネネネ :: ンンン 衛衛 パラ衛信信受受 ャ ネネルチチ ルンンネネ受信信 ン受信受信

55SG zHM24.71:P :5555SSGG zHM24.71:PP :信信受受 数数波波数数周周波周受信周波数数信受信 波波数数受信

潮認衛衛 潮確衛 汐汐潮認ッ 星 グ、、、 確タ ラプ ス フパパン 認認ロ コ 認ッッ 認認 潮汐認ン 衛衛 認パ 汐潮 ググラ衛 認魚 潮認衛衛探探魚探探 潮確確衛衛 汐汐汐魚魚 潮潮認ッ 星星 ググ、、、、 確確タタ ララププ ス フパパパンン 認認ロ コ魚魚 認ッッッ 認認認 潮潮汐探 認ンン 衛衛 認パ 汐潮 ググラ衛 認示表表 ド示示モードド示
）（ GS00 AV8×006）（ GGSS000880066 AV×度度像像像解解解解 度解

液晶晶液液 イィデカ プラ型 ス レ1.21 型型 ー型 液晶デ液 デ液ラ デ液晶晶液液液 イイィデデカカ プララ型 スス レ1.221 型型型 ー型 液晶デ液 デ液ラ デ器器示表表示示器器示

,, ）（ 込税 円円 税 00050000 7174 込込税,, ）（ 込税 円円 税 000600005 727 込込税価価標標 格格準標標準 格標標準準

プロッタ

70000

ロプッタ魚探

700F00

魚魚魚魚魚

GPSプロッタ魚探/GPSプロッタ
GPSプロッタ魚探

型　式 GP-1871F GP-1971F

標準価格 198,000円 （税込 217,800円）｠ 278,000円 （税込 305,800円）｠

指示部（表示部）
表示器 7 型ワイドカラー液晶、 マルチタッチパネル7 型ワイドカラー液晶、 マルチタッチパネル 9 型ワイドカラー液晶、 マルチタッチパネル9 型ワイドカラー液晶、 マルチタッチパネル
解像度解像度 800×480（WVGA）800×480（WVGA） 800×480（WVGA）800×480（WVGA）
表示モード表示モード プロッタ、魚探、レーダー、インスツルメントプロッタ、魚探、レーダー、インスツルメント プロッタ、魚探、レーダー、インスツルメントプロッタ、魚探、レーダー、インスツルメント
GPS受信部・プロッタ部
受信周波数受信周波数 1575.42 MHz1575.42 MHz 1575.42 MHz1575.42 MHz
受信チャンネル受信チャンネル GPS： 72 チャンネル、WAAS：1 チャンネルGPS： 72 チャンネル、WAAS：1 チャンネル GPS：72 チャンネル、WAAS：1 チャンネルGPS：72 チャンネル、WAAS：1 チャンネル
測位精度測位精度 GPS：10 m、SBAS：7.5 mGPS：10 m、SBAS：7.5 m GPS：10 m、SBAS：7.5 mGPS：10 m、SBAS：7.5 m
表示範囲 0.125～2,048 海里（赤道付近）0.125～2,048 海里（赤道付近） 0.125～2,048 海里（赤道付近）0.125～2,048 海里（赤道付近）
記憶点数記憶点数 航跡・マーク航跡・マーク 30,000 点30,000 点 30,000 点30,000 点

目的地目的地 30,000 点30,000 点 30,000 点30,000 点
ルートルート 1,000（1 ルート250 点）1,000（1 ルート250 点） 1,000（1 ルート250 点）1,000（1 ルート250 点）

チャートデータチャートデータ new pecnew pec＊1＊1（マイクロSD）（マイクロSD） new pecnew pec＊1＊1（マイクロSD）（マイクロSD）
魚探部
送信周波数送信周波数 CW：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHzCW：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHz CW：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHzCW：50/200 kHz、CHIRP：40～225 kHz
送信出力送信出力 CW：600 W または1 kWCW：600 W または1 kW＊2＊2、CHIRP：300 W、600 W、 1 kW、CHIRP：300 W、600 W、 1 kW＊3＊3 CW：600 W または1 kWCW：600 W または1 kW＊2、CHIRP：300 W、600 W、 1 kW、CHIRP：300 W、600 W、 1 kW＊3＊3

表示範囲表示範囲 標準：5～1200 m、シフト：0～500 m標準：5～1200 m、シフト：0～500 m 標準：5～1200 m、シフト：0～500 m標準：5～1200 m、シフト：0～500 m
魚探デジタル技術魚探デジタル技術 　TruEcho CHIRP™TruEcho CHIRP™＊4＊4またはRezBoost™またはRezBoost™ TruEcho CHIRP™TruEcho CHIRP™＊4＊4またはRezBoost™またはRezBoost™
魚探機能魚探機能 ACCU-FISH™機能ACCU-FISH™機能＊5＊5、底質判別機能、底質判別機能＊5＊5 ACCU-FISH™機能ACCU-FISH™機能＊5＊5、底質判別機能、底質判別機能＊5＊5

電源
電源電源 DC12-24 V: 1.0-0.5 ADC12-24 V: 1.0-0.5 A DC12-24 V: 1.0-0.5 ADC12-24 V: 1.0-0.5 A
環境条件
使用温度範囲使用温度範囲 -15 °C ～ ＋55 °C15 °C ～ ＋55 °C -15 °C ～ ＋55 °C15 °C ～ ＋55 °C
保護等級保護等級 IP56IP56 IP56IP56
構成/外形寸法/質量構成/外形寸法/質量
標準構成標準構成 指示部（GPSアンテナ内蔵）指示部（GPSアンテナ内蔵） 指示部（GPSアンテナ内蔵）指示部（GPSアンテナ内蔵）
外形寸法外形寸法 217 (W) x 152 (H) x 84 (D)217 (W) x 152 (H) x 84 (D)8 D48 ＊6＊6 mmmm（ハンガー込）（ハンガー込） 267 (W) x 182 (H) x 85 (D)267 (W) x 182 (H) x 85 (D)＊6＊6 mmmm（ハンガー込）（ハンガー込）
質量質量 約 1.1 kg約 1.1 kggggg＊6＊6 約 1.5 kg約 1.5 kgggg＊6＊666gg約約約 55約 k.1約約 66＊＊gg約約約 k1.1約約 6＊＊質質質質量質質量質量

）（ 込込ガハハハン 込ーン 込ガガmmmm)()(()( 55886 DxH21xW722 6＊＊）（ 込ガガハハハン 込ーン 込ガガガガmmmm)()()( 8855 D4xH21xW712 6＊＊法法寸形形外外外 法形寸寸形 法法形 法
）（（ 内内指 蔵部部指示 テナア示示示 ンSSGPP ア部指指 ン 蔵蔵テ示）（ 内内指 蔵部部指示 テナア示示 ンSSGPP ア部指指 ン 蔵蔵テ示成成構準標標標 構構標標準標標準 成準

665PPI6655PPI級級護等級護保保保 等級級護護護護等等護護
C5555C551 ＋～ °°-C5555CC551 ＋～ °°°-範度度 囲使用温使 度度温 範範囲温温 範範範温

5500C A..1:V422221D -- :5500C A..1:V422221D -- :源源源電源源源電電電電電源

質質質底底 能別別別判判能 機機底機機 能能能能 、底SUCCC HIFA 質判別- 機機機™™ 能能能能 機機 機機機 質 55 質 ＊＊＊＊ 判判 能能能能質質質底底 能別別別判判能 機機底底機機 能能能能 、底SUUCCCC HIFA 質判別- 機機™™ 能能能能 機機 機機機機 質 555 質 ＊＊＊ 判判判 能能能能魚探探魚 能探探機機魚魚 能能魚 機能能機機機探 能
たまたたはははは tssooooeCooccuu BzRPRIHhErT ™™™™ た4＊＊たまたはははは tssooooeeCCooccuu BBzRPRIHhErT ™™™™ た4＊＊魚 術術術術技技探探魚探探 技技魚魚 ルデデ タタルジ 術術魚魚 ジ探 術ジデジ 術デジジデ 術

準標標 トト、標 フ標 シ 0050005 mm221 ：：準 ～～～標 シ標準準 ：： シシ準準準標標 トト、標 フ標 シ 0005000055 mm221 ：：準 ～～～標 シ標準準 ：： シシ準範囲示表 範示示 囲範範範示
た 、、、ままたたははは 00660033CC0066C Wk1WWPPRRIHWk1WW ：： たた 332 ＊＊＊＊ ：：た 、、、ままたたははは 0006600033C00066C Wk1WWPPRRIHWk1WW ：： たた 3322 ＊＊＊＊ ：：出信信信 力送送信信信送信

、 550CC0005CC zHk22224PRRIHzHk22/W ：： ～～：：、 50CC000005C zHk22224PRRIHzHk22/W ：： ～～：：信信信 数数波波数数周送送 波波周送信周波数信信送 波数数信

））（（ イクマ SDロ1＊＊p cceewn））（（ イククマ SDロ1＊＊p ceewnャ トチ デデ ターー デデデ
）（ 点, 点点点トトルル 0500000 211 点ー）（ 点, 点点点点トトルル 0500000 211 点ートトルルー

点, 点点点000033 点点点, 点点点0000033 点的目 地的的地的的

点, 点点点000033 点点点, 点点点000003 点跡航航 クク跡 マ跡跡・ ー航航点点憶記 数数点点数数憶記憶憶憶憶点記憶 数数憶憶記記 数数記
）（ 近, 赤 付付付海海 道海里880550 422221. 赤 近赤赤道付～～ 海海 近道海海）（ 近, 赤 付付海海 道道海里8050 422221. 赤 近赤道付～ 海海 近道海範囲示表 範示示 囲範範範範示

、 5SSS0SG m.7ABm1P ：： ：：、 5SS00SG mm.7ABm1P ：： ：：測 度位測 精精度測測位位位測測測 精精精位測
ャャ ネネネ ルチチルチ 、、 ルル ンン SSSSG 1AAW227P ：： ネネ ンン ：：ャャ ネネネ ルチチルチ 、 ルル ンン SSG 1AAW27P ：： ネネ ンン ：：信信信受 ャ ネルチ ルンネ受信信 ン受信受信

5555 zHM24.715555 zHM224.71信信信受 数数波波数周周波波周受信周波数信受信 波数数受信

魚探魚魚探魚魚 トッ イイ ル、、、、タタ ツダダププ ス メルレレ ンンロ 魚魚ッッッ ーー ツツ探探 ンンダダ魚探魚魚探魚魚 トッ イ ル、、、タタ ツダダププ ス メルレレ ンンロ 魚魚ッッッ ーー ツツツ探探 ンンダダ示表 ド示示モードド示
）（ G08800088 AVW4×）（ G0080088 AVW4×度像像像解解解 度解

液晶晶液液液 ネド ッイイ ルチチチル、、 タタカラ型ワ ルル パママ パ99 ネ型型型 ッッー型 液液晶ド パド 液液ラ液晶晶液液液 ネド ッッイ ルチチチル、 タタカラ型ワ ルル パママ パ7 ネ型型型 ッッー型 液晶ド パド 液液ラ器示示表示示器器示

,, ）（ 込税 円円 税 008503000872 込込税,, ）（ 込税 円円 税 00800089 7121 込込税価価標標 格格準標標準 格標標準準

魚魚魚探魚探 タタ ププ ッッ SGSG P/P ロロ ッッ ッッ 探 ププ
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魚群探知機
2周波魚群探知機

型　式 FCV-628 FCV-588

標準価格 116,000円 （税込 127,600円）｠ 180,000円 （税込 198,000円）｠

指示部指示部
表示画面表示画面 5.7 型カラー液晶5.7 型カラー液晶 8.4 型カラー液晶8.4 型カラー液晶
解像度解像度 480×640 ドット480×640 ドット 480×640 ドット480×640 ドット
制御部 /魚探部
デジタル技術デジタル技術 FDF/RezBoost™FDF/RezBoost™＊1＊1 FDF/RezBoost™FDF/RezBoost™＊1＊1

送信周波数送信周波数 50 kHz/200 kHz50 kHz/200 kHz 50 kHz/200 kHz50 kHz/200 kHz
送信出力送信出力 600 W600 W 600/1 kW600/1 kW＊2＊2

送信回数 最大 3000 回/ 分 最大 3000 回/ 分
送信パルス幅送信パルス幅 0.04～3.0 ms0.04～ 3.0 ms 0.04～ 3.0 ms0.04～ 3.0 ms
表示モード 単記（低周波または高周波）、2周波併記、拡大併記（低周波または高周波）、単記（低周波または高周波）、2周波併記、拡大併記（低周波または高周波）、

航法画面1、航法画面2、A スコープ、潮汐航法画面1、航法画面2、A スコープ、潮汐
単記（低周波または高周波）、2周波併記、拡大併記（低周波または高周波）、単記（低周波または高周波）、2周波併記、拡大併記（低周波または高周波）、

航法画面1、航法画面2、A スコープ、潮汐航法画面1、航法画面2、A スコープ、潮汐
レンジレンジ 2-1200 m2-1200 m 2-1200 m2-1200 m
画像送り速度画像送り速度 8段階： （停止、1/16、1/8、1/4、1/2、x1、x2、x4）8段階： （停止、1/16、1/8、1/4、1/2、x1、x2、x4） 8段階： （停止、1/16、1/8、1/4、1/2、x1、x2、x4）8段階： （停止、1/16、1/8、1/4、1/2、x1、x2、x4）
解像度解像度 ̶̶ ̶̶
主な機能
魚体長グラフ魚体長グラフ ̶̶ ̶̶
ACCU-FISH™機能ACCU-FISH™機能＊3＊3 ●● ●●
底質判別機能底質判別機能＊3＊3 ●● ●●
ヒービング補正機能ヒービング補正機能能補補 能補補 ＊4＊4 ̶̶ ̶̶
フリーシンセサイザ対応フリーシンセサイザ対応 ̶̶ ̶̶
探見丸対応探見丸対応 ●● ●●
電源

DC12-24 V: 1.1-0.5 ADC12-24 V: 1.1-0.5 A DC12-24 V: 1.3-0.6 ADC12-24 V: 1.3-0.6 A
環境条件
使用温度範囲使用温度範囲 -1515 °C ～ ＋55～ ＋55 °C -1515 °C ～ ＋55～ ＋55 °C 
保護等級保護等級 IP56IP56 IP56IP56
構成 /外形寸法 /質量構成 /外形寸法 /質量

成成成標準構成標準構成構構構構準準標標標 構準構標 指示部指示部 指示部指示部
外形寸法外形寸法 170 (W) x 207 (H) x 132 (D)170 (W) x 207 (H) x 132 (D)＊5＊5 mmmm 233 (W) x 270 (H) x 158 (D)233 (W) x 270 (H) x 158 (D)＊5＊5 mm
質量質量 1.3 kg1.3 kg＊5＊5 2.3 kg2.3 kgggg＊5＊5gg33 k.22 55＊＊gg33 k.1 55＊＊質質量質質量質質量

mmmm)(()(()( 88500333 D1xH722xW22 55＊＊mmmm)(()(()(( 3300 D221xH722xW71 55＊＊法寸形外外外 法法形形寸形形 法法形 法
指指 部部指示示示示示部部指指示指 部部部指示示示示示部部指指示成成構準準標標 構標標準標標準 成準

65PPI65PPI級級護等等級保保保護等級級級級護護護護等等護護
C°55C51 ＋～～°-C°55C51 ＋～～°-範度度使使 囲用用温使使 度度温 範囲囲温温 範範温

603C A..1:V422221D -- :5500C A.1.1:V422221D -- :

●●対探探見探 応応丸丸対対応応応対応応探
̶̶̶̶対応応対対応イササ ザリフ セセンシ 応応対リーシシ 応ンシシ ザザ
̶̶̶̶補 能能補 機機能能ググ 正ビンヒー 機補 能能機機機 4＊＊ン 能能ビ グビ グ
●●質質底 判判 能別別機機底 能能底質判別機能能機機機質 3質質 ＊＊判判 能能
●●●●能機機能SUCC HIFA - 機™™ 能能機機機機 33＊＊能
̶̶̶̶魚体体体魚 長長魚魚 ググララフ魚魚 ググラ

̶̶̶̶度度像像像解解解 度度解
）（（階段段階 停停 、、、、、、、止 88668 4x22x1x22/14/1/11/1： 停階 停段階： 停））（階段段階 停停停停 、、、、、、、、止 886688 4x22x1x22/14/1/11/1： 停階 停段段階： 停速度像像像像画 送 度り速速送送画 速送

00 mm2122-000 mm2122-レレンジジンジジジ
法法法 潮面画面面画 航航航 潮汐法航航法法航航 汐潮、、、 プスA21 コ画画 ー法法 潮汐航航 航航 汐法法 潮潮

）（）（ 拡 低併併併併併併低低 高記記高記単 低低低低 波波波波大波波波波波波 周周周周周周 拡拡 波波波波波波 たたた 記記記記記記 拡拡 、、、、 まままま 低低 たたた ははは はははは 2 周周周周周 高高 記記記 周周周周周 波波波波波 たたたた 高高 記記記 記記記 併併併併単 波波波波波単単 高高 記記記
法法 潮面画面画 航航 潮汐法航航法航航 汐潮、、、 ププスA21 コ画画 ー法法 潮汐航航 航航 汐法法 潮潮

）（）（ 拡 低併併併併低 高記記高記単 低低 波波波波大波波波波波波 周周周周周 拡 波波波波波 たた 記記記記記記 拡 、、、、 まままま 低低 たた はは はははは 2 周周周周周 高高 記記記 周周周周周 波波波波波波 たたたた 高高 記記記 記記記 併併併併単 波波波波波波単 高高 記記記示表表 ド示示モードドド示
ss03300 m.4. ～ss0033000 m.4. ～信信 幅幅送送 ルスルパパ送信 幅信信パパ送送 幅信
分回最大最 0003 /回 分分最分回最大最 0003 /回 分分最信信回数数送送 回信 数信信送 数数信

00066 Wk1/ 22＊＊00066 W出信信 力力送送送信信信送信
000055 zHk22/zHk00055 zHk22/zHk信信信 数波数数周送 波周送信周波波数信信送送 波数数信
tssooee BzRR/FDF ™™ 1＊＊tssooooee BzRR/FDF ™™ 1＊＊術術術技技技ルデ タタルジ 術術ジ 術ジデジ 術デジデ 術

トドッ06008 44 × ッッドドトドッ06608 44 × ッッドド度像像像像解解解 度解
液晶晶液液カカラ型88 4. 型型 ー型 液晶液液液ラ液晶晶液液液カカララ型5 7. 型型 ー型 液晶液液液ラ面面画画示示表表示示示示画画示示

,, ）（ 込税 円円 税 0008900008 11 込込税,, ）（ 込税 円円 税 0060006 72111 込込税価価標標 格格準標標準 格標標準準

魚魚 知魚 探 機魚 探群群 知探

2周波魚群探知機

型　式 FCV-295

標準価格 350,000円 （税込 385,000円）｠

指示部指示部
表示画面表示画面 10.4 型カラー液晶10.4 型カラー液晶
解像度解像度 640×480 ドット640×480 ドット
制御部 /魚探部
デジタル技術デジタル技術 FDFFDF
送信周波数送信周波数 28/38/50/68/82/88/107/150/200 kHzより28/38/50/68/82/88/107/150/200 kHzより

2周波選択2周波選択
送信出力送信出力 1/2/3 kW1/2/3 kW
送信回数 最大 3000 回/ 分
送信パルス幅送信パルス幅 0.1～ 5.0 ms（固定幅設定0.05～5.0 ms）0.1～ 5.0 ms（固定幅設定0.05～5.0 ms）
表示モード表示モード 1周波単記、2周波併記、拡大併記、ユーザー1/2、Ａスコープ1周波単記、2周波併記、拡大併記、ユーザー1/2、Ａスコープ
レンジレンジ 5-3000 m5-3000 m
画像送り速度画像送り速度 停止、1/16、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、4/1( 走査線/送信回数)、 船速同期停止、1/16、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、4/1( 走査線/送信回数)、 船速同期
解像度解像度 ̶̶
主な機能
魚体長グラフ魚体長グラフ ̶̶
ACCU-FISH™機能ACCU-FISH™機能＊3＊3 ̶̶
底質判別機能底質判別機能＊3＊3 ̶̶
ヒービング補正機能ヒービング補正機能＊4＊4 ̶̶
フリーシンセサイザ対応フリーシンセサイザ対応 ●●
探見丸対応探見丸対応 ̶̶
電源

DC12-24 V: 2.6-1.3 ADC12-24 V: 2.6-1.3 A
環境条件
使用温度範囲使用温度範囲 -15 °C ～ ＋55 °C 15 °C ～ ＋55 °C
保護等級保護等級 パネル：IP55、筐体：IP22パネル：IP55、筐体：IP22
構成 /外形寸法 /質量構成 /外形寸法 /質量
標準構成標準構成 指示部指示部
外形寸法外形寸法 323 (W) x 306 (H) x 185 (D)323 (W) x 306 (H) x 185 (D)＊5＊5 mmmm
質量質量 約7.0 kg約7.0 kg＊5＊5

＊1  指定の送受波器が必要です。　＊2  1 kW送受波器との接続には分配箱MB-1100が必要です。　＊3  2 周波（50/200 Hz）一体型の送受波器が必要です。また送受波器はスルーハル装備またはトランサム装備が必要です。
＊4  サテライトコンパスの接続が必要です。　＊5  ハンガーを含んでいます。接続続 含接 要続 必トイ すすサ 。。テ まをガラ んででがのスパパ ハハ いンン 続 54 続コ 必 ＊＊ い必が続 ー でで でで接続 含ンンパ が ガ必 ガがラテ

）（接 装装続続 箱箱 体体分接指 備備備備器器器器指 配 要受要受要受要受 波波波波波定 続 送送周送送 備備 必必必必 波波波波波 たた ト すすすす サ配 ルル 。。。。 まま ラ型 ム でででで ががのがのがの スに たたと ははは ははは ルル ハハ ン続 0005300 zH2/211BMWk121 に続 周 送送送送 必必必必 ＊＊＊ 必必必必 がががが - 型型続 受受受受 ー一 でででで 型 装装周分 波波波波波 分 たた でででで 装装接指定 続 ン器器器器器器器器 受受受受 箱箱 送送送送 がががが 装装に 波波波波波 必必必必 がががが ラ受受受受

gg約約約約 00約約 k.7約約約 5＊＊質質質量質質質量質質量
mmmm))(())(())(( 55886600333333 D1xHxW22 5＊＊法法寸形外外外外 法法形寸寸形 法形形 法法

指 部部部指示示示示示示部部指指示成成構準準標標標 構構標標標準標標準 成準準

体体体筐ネネルル 、、ルルパパ 5555 2222PPIPPI ：： 筐ネ ：： 筐筐筐筐パパ級級護等級級保保保保護護等等級級級護護護護等等等護護
CC55CC51 ＋～ °°-範度度使 囲用用温温使使 度度温 範範囲囲温温 範範範範温

3366CC A.1.22:V422221D -- :

̶̶対探探見見探 応丸丸対応応応応対対応探探
●●対対応対対応イイササ ザザリフフ セセンンシシ 応応応対リーシ 応応ンシ ザザザザ
̶̶補補 能能補補 機機能ググ 正ビビンンヒー 機補補 能能機機機機 4＊＊ンン 能能ビビ ググビ グ
̶̶質質底底 判判判 能別別別機機底底 能能底質判別機能能機機機機質質 3質質 ＊＊判判 能能
̶̶能機機能能SSUCC HIFA - 機機™™ 能能機機機機 33＊＊能能
̶̶魚体体体体魚魚 長長魚魚魚 ググララフ魚魚 ググラ

̶̶度度像像像像解解解解 度度解解
))(( 速線線線線 期期信信信走 船船 同回 船停停停停 数数 期数数送送線 、、、、、、、、、、、、、、、、 査査止 線線8866 /1/41/221/122/14/1/11/1 期期速速送送線 同回 期停 信 数数 船停 船船船信 同信 速速送 数数数数停 信速度度像像像像画 送 度度りり速速送送画 速送

0000003355 m-レンンジジジジンンジジジ
拡 併併併併併併併併 記記記単 大波波波波 周周周 拡拡波波 記記記記記記 拡 ザザ 、、、、 ププススＡ22/1221 コユ周周 ーーー記記記 周周 波波波 記記記 記記記 併併併併単 波波波波単単 ザザザ記記記示示表 ドド示示示示モードド示

）（（ 設設固 幅幅幅設定定 ss0055550000ss005500 mm..mm.1. 固 ～～～ 設設設幅設定定 設幅設信信 幅幅送 ルルスルパパ送送信 幅信信パパ送送 幅信
分回最大最 0003 /回 分分最信信回数数送送 回信 数信信送 数数信

33 Wk/22/1出信信信 力力送送送送信信信送信
選選択択波波 択択周波波22 選選選周 選周波選選選波

りりよよ00005508888888866055883388 zHk22/1/71//22////22信信信 数数波波数周周送送 波周送信周波数数信信送 波波数数信
FDF術術術術技技技技ルルデ タタルジ 術術術ジ 術ジジデジ 術デジデ 術

トドッッ00880066 44 × ッッドドドド度像像像像解解解 度解
液液晶晶液液液カカラ型0 4.1 型型 ー型 液晶液液ラ面画示表表示示画示

,, ）（ 込税 円円 税 000583000053 込込税価価標標 格格準標標準 格標標準準
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魚群探知機
2周波魚群探知機

型　式 FCV-1150 FCV-1900

標準価格 580,000円 （税込 638,000円）｠ 830,000円 （税込 913,000円）｠

指示部指示部
表示画面表示画面 12.1 型カラー液晶12.1 型カラー液晶

接続するディスプレイおよび送受波器については、販売店または当社におたずね下さい。接続するディスプレイおよび送受波器については、販売店または当社におたずね下さい。
解像度解像度 800×600 ドット800×600 ドット
制御部/魚探部
デジタル技術デジタル技術 FDFFDF FDF
送信周波数送信周波数 28/38/50/68/82/88/107/150/200 kHz より28/38/50/68/82/88/107/150/200 kHz より

2周波選択2周波選択 15～200 kHz（フリーシンセサイザー対応）15～200 kHz（フリーシンセサイザー対応）

送信出力送信出力 1/2/3 kW1/2/3 kW 1/2/3 kW1/2/3 kW
送信回数 最大 3000 回/ 分 10～2700 回/ 分
送信パルス幅送信パルス幅 0.05～5.0 ms0.05～ 5.0 ms 0.05～ 5.0 ms0.05～ 5.0 ms
表示モード表示モード 1周波単記、2周波併記、拡大併記、ユーザー1/2、Ａスコープ1周波単記、2周波併記、拡大併記、ユーザー1/2、Ａスコープ 高周波単記、低周波単記、拡大併記、2周波併記、ユーザー1/2高周波単記、低周波単記、拡大併記、2周波併記、ユーザー1/2＊1＊1

レンジレンジ 5-3000 m5-3000 m 5-3000 m5-3000 m
画像送り速度画像送り速度 停止、1/16、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、4/1( 走査線/送信回数)、船速同期停止、1/16、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、4/1( 走査線/送信回数)、船速同期 8段階：停止、1/16、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、4/1（走査線／送信回数）8段階：停止、1/16、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、4/1（走査線／送信回数）
解像度解像度 ̶̶ XGA（1024×768）、SXGA（1280×1024）、XGA（1024×768）、SXGA（1280×1024）、

SXGA（1024×1280）縦型、FHD（1920×1080）SXGA（1024×1280）縦型、FHD（1920×1080）
主な機能
魚体長グラフ魚体長グラフ ̶̶ ̶̶
ACCU-FISH™機能ACCU-FISH™機能＊2＊2 ●● ●●
底質判別機能底質判別機能＊2＊2 ̶̶ ●●＊4＊4

ヒービング補正機能ヒービング補正機能＊3＊3 ●● ●●
フリーシンセサイザ対応フリーシンセサイザ対応 ●● ●●
探見丸対応探見丸対応 ●● ●●
電源

DC12-24 V: 3.3-1.7 ADC12-24 V: 3.3-1.7 A DC12-24 V: 8.3-3.9 ADC12-24 V: 8.3-3.9 A
環境条件
使用温度範囲使用温度範囲 -15 °C ～ ＋55 °C 15 °C ～ ＋55 °C -15 °C ～ ＋55 °C15 °C ～ ＋55 °C
保護等級保護等級 パネル：IP55、筐体：IPX0パネル：IP55、筐体：IPX00PPPパパ IP22IP22
構成/外形寸法/質量構成/外形寸法/質量
標準構成標準構成 指示部指示部 操作部／制御部操作部／制御部
外形寸法外形寸法 356 (W) x 345 (H) x 199 (D)356 (W) x 345 (H) x 199 (D)＊5＊5 mmmm 操作部：287 (W) x 100 (H) x 30 (D)操作部：287 (W) x 100 (H) x 30 (D) mmmm

制御部：280 (W) x 300 (H) x 260 (D)制御部：280 (W) x 300 (H) x 260 (D) mmmm
質量質量 約8.2 kg約8.2 kg＊5＊5 操作部：1.1 kg、制御部：10.2 kg操作部：1.1 kg、制御部：10.2 kggg 部部 0 gggg操操 部部操 gggg 部部部制制部部部 御御御作作作作操操操操 、、 0御御 k22.1k1.1 ：： 制操操 部部部部 ：： 御操gg約約約約88 k22.約約約約 55＊＊質質質質量量質質質質量量質質量量

mmmm)()(()(部部制制御御御 060003088御 D22xHxW22：制 部：御
mm)()(()((部部作作操操操操 0330008 DxH1xW722：操操 部：操mmmm)()()( 999953366533 D1xH4xW 55＊＊法寸形外外外 法形寸形 法形 法法

部部制制制部部 御御作作作作操操操 ／ 御制操操 部部部 御操指 部部指示示示部指指示成成構準標標 構標標準標標準 成準

22PI体体筐ネルル 、ルパパ 055 XPPP55、筐体：IIP55、筐体：： 筐ネ ：： 筐筐筐筐パパ級級護等級級保保護等級級護護護護等等等護護
CC55CC51 ＋～～ °°°°-CC55CC51 ＋～～ °°°°-範度使 囲用温使 度温 範囲囲温温 範範温

9333388CC A..:V42221DD -- :3333C A71.V: 3.4221D -- :

●●●対探見探 応丸対対応応応対応応探探
●●●対応対対応イサ ザリフ センシ 応応対リーシシ 応応ンンシ ザザザ
●●●能能補補補 機機能能ググ 正ビンヒー 機補 能能機機機 3＊＊ンン 能能ビ グビビ グ
●● 4＊＊̶̶質質質底 能能別別判判 機機底底 能能底質判別機能機機質 22質 ＊＊判判 能能
●●●能能機機能能SSUCC HFIA - 機™™ 能能機機機機 2＊＊能能
̶̶̶̶魚体体体魚 長魚魚 ググラフ魚魚 グググラ

）（）（ 縦縦縦縦 、型縦 08000990880GSS 121DHF2214221AX 縦 ×× 型型型縦縦縦
））（））（ 、、、 000088GGSS886600GG 4221221AX74221AX ××̶̶度度像像像解解 度解解

）（ 線線線階段段 信信走走階 回停停 数数数送／線、、、、、、、、、、、 査止 線88688 1/41/221/122/14/1/11/1 送線線： 回停 信 数階 停段段階 信： 信送 数数停 信)( 速速線線線 期信信走走 船船 同回 船停停 数数 期数数送送線 、、、、、、、、 査止 線886 /1/41/221/122/14/1/11/1 期速速送線線 同回 期停 信 数 船停 船船信 同信 速送送 数数数停 信速度像像像画 送 度り速送画 速送
000335 mm-000035 mm-レレンンジジジジンンジジジジジジ

拡拡 併併併併併併低低 記記記単記単高 低低 波波大大波波波波 周周周 拡拡 波波波波波 記記記記記 拡 ザ、、、、、低 22/122 ユ周周周高 ーー記記記記 周周周 波波波高 記記記記 1＊＊記記記記 併併単単 波波波 単単単単 ザザ高 記記記記拡 併併併併併併 記記記単 大波波波波 周周 拡波波 記記記記 拡 ザ 、、、、 ププススＡ22/1221 コユ周周 ーーー記記記 周周 波波 記記記 記記記 併併単 波波単単 ザザ記記記示表表 ド示示モードド示
s055000 m..05～ss05500 m.05～5.～信信 幅幅送 ルスルパパ送送信 幅信信パパ送 幅信

10～2700 回/ 分分分最大 3000 回/ 分最大 3000 回/分信回送信回数
3 Wk/22/13 Wk/22/1出信信 力送送送信信信送信

）（ 対応対応イサ ザリフ センシ005 zHk21 応応応対リ～ ーーシ 応ンシ ザザ選択択波波周波22 選選周 選周波選選選波
りりよ000055088888866005588388 zHk2/1/71//2////2信信信 数波数周送 波周送信周波数信信送 波波数数信

FDDFFDDF術術術技技ルデ タタルジ 術術ジ 術術ジデジジ 術デデジジデ 術

トドッ0006600088 × ッッドド度像像解解 度解
販販接続続続 下社当接 店器器受受 売波波続 送送 波 店 たた売イィ ずす 。。、デデ まるる ねねよププ てて さにに社ににス たおおたおお ははび 販 はははレ いいいい続 ににつ続続 送送 いい 販 さ売続 受受 ず波 たた ず接接 おおおお続 売 当器器 当受デ 送送 ににび 波波デデ びデ 受

液液晶晶液液液カラ型12.1 型型 ー型 液晶液液ラ面画示表表示示画示

,000円 （税込 913, ）830,000円 （税込 913,000円,000円 （税込 638, ）580,000円 （税込 638,000円価標準価格標準価格

魚群探知魚群探知機

2周波高分解能魚群探知機 グラフ魚探

型　式 FCV-1900B FCV-1900G

標準価格 1,237,000円 （税込 1,360,700円）｠ 1,712,000円 （税込 1,883,200円）｠

指示部指示部
表示画面/解像度表示画面/解像度 接続するディスプレイおよび送受波器については、販売店または当社におたずね下さい。接続するディスプレイおよび送受波器については、販売店または当社におたずね下さい。
制御部/魚探部
デジタル技術デジタル技術 TruEcho CHIRP™TruEcho CHIRP™＊6 TruEcho CHIRP™TruEcho CHIRP™＊6

送信周波数送信周波数 15～200 kHz（フリーシンセサイザー対応）15～200 kHz（フリーシンセサイザー対応） 15～200 kHz（フリーシンセサイザー対応）15～200 kHz（フリーシンセサイザー対応）
送信出力送信出力 1/2/3 kW1/2/3 kW 1/2/3 kW1/2/3 kW
送信回数 10～2700 回/ 分 10～2700 回/ 分
送信パルス幅送信パルス幅 0.05～0.06 ms0.05～ 0.06 ms 0.05～ 5.0 ms0.05～ 5.0 ms
表示モード表示モード 高周波単記、低周波単記、拡大併記、2周波併記、ユーザー1/2高周波単記、低周波単記、拡大併記、2周波併記、ユーザー1/222記記記記高 周周周 単単単単 併併 波波波 単単単単高 低 ＊1＊1 高周波単記、低周波単記、拡大併記、2周波併記、ユーザー1/2高周波単記、低周波単記、拡大併記、2周波併記、ユーザー1/2＊1＊1

レンジレンジ 5-3000 m5-3000 m 5-3000 m5-3000 m
画像送り速度画像送り速度 8段階：停止、1/16、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、4/1（走査線／送信回数）8段階：停止、1/16、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、4/1（走査線／送信回数） 8段階：停止、1/16、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、4/1（走査線／送信回数）8段階：停止、1/16、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、4/1（走査線／送信回数）
解像度解像度 XGA（1024×768）、SXGA（1280×1024）、XGA（1024×768）、SXGA（1280×1024）、

SXGA（1024×1280）縦型、FHD（1920×1080）SXGA（1024×1280）縦型、FHD（1920×1080）
XGA（1024×768）、SXGA（1280×1024）、XGA（1024×768）、SXGA（1280×1024）、

SXGA（1024×1280）縦型、FHD（1920×1080）SXGA（1024×1280）縦型、FHD（1920×1080）
主な機能
魚体長グラフ魚体長グラフ ̶̶ ●●
ACCU-FISH™機能ACCU-FISH™機能＊2 ●● ●●
底質判別機能底質判別機能＊2 ●●＊4＊4 ●●＊4＊4

ヒービング補正機能ヒービング補正機能＊3＊3 ●● ●●
フリーシンセサイザ対応フリーシンセサイザ対応 ●● ●●
探見丸対応探見丸対応 ● ●●
電源

DC12-24 V: 8.3-3.9 ADC12-24 V: 8.3-3.9 A DC12-24 V: 8.3-3.9 ADC12-24 V: 8.3-3.9 A
環境条件
使用温度範囲使用温度範囲 -15 °C ～ ＋55 °C  15 °C ～ ＋55 °C -15 °C ～ ＋55 °C15 °C ～ ＋55 °C°°
保護等級保護等級 IP22IP22 IP22IP22
構成/外形寸法/質量構成/外形寸法/質量
標準構成標準構成 操作部／制御部操作部／制御部 操作部／制御部操作部／制御部
外形寸法外形寸法 操作部：287 (W) x 100 (H) x 30 (D)操作部：287 (W) x 100 (H) x 30 (D) mmmm

制御部：280 (W) x 300 (H) x 260 (D)制御部：280 (W) x 300 (H) x 260 (D) mmmm
操作部：287 (W) x 100 (H) x 30 (D)操作部：287 (W) x 100 (H) x 30 (D) mmmm
制御部：280 (W) x 300 (H) x 260 (D) 制御部：280 (W) x 300 (H) x 260 (D) mmmm

質量質量 操作部：1.1 kg、制御部：10.2 kg操作部：1.1 kg、制御部：10.2 kg 操作部：1.1 kg、制御部：10.2 kg操作部：1.1 kg、制御部：10.2 kg

＊1  ユーザー1および2では、混合表示、異感度表示、テレサウンダー表示、外部魚探表示が可能です。　＊2  2 周波（50/200 Hz）一体型の送受波器が必要です。また送受波器はスルーハル装備またはトランサム装備が必要です。
＊3  サテライトコンパスの接続が必要です。　＊4  底質判別魚探BBDS1の接続が必要です。計測範囲は5～100 mです。 ＊5  ハンガーを含んでいます。 　＊6  指定の送受波器が必要です。＊7　魚体長グラフ表示対応です。＊3  サテライトコンパスの接続が必要です。　＊4  底質判別魚探BBDS1の接続が必要です。計測範囲は5～100 mです。 ＊5  ハンガーを含んでいます。 　＊6  指定の送受波器が必要です。＊7　魚体長グラフ表示対応です。

）ザー1および2では、混合表示、異感度表示、テレサウンダー表示、外部魚探表示が可能です。　＊2  2 周波（50/200 Hz）一体型の送受波器が必要です。また送受波器はスルーハル装備またはトランサム装備が必要です＊1  ユーザー1および2では、混合表示、異感度表示、テレサウンダー表示、外部魚探表示が可能です。　＊2  2 周波（50/200 Hz）一体型の送受波器が必要です。また送受波器はスルーハル装備またはトランサム装備が必要です。

gggg 部部部制制制部部部 御御御作作作操操操操 、、 0御御 k22.1k1.1 ：： 制操操 部部部 ：： 御操gggg 部部部制制制部部部 御御御作作作操操操操 、 0御御 k22.1k1.1 ：： 制操操 部部 ：： 御操質質質質量質質質量質量
mmmm)()()(部部制制御御 00660000330088御御 D22xHxW22：制 部部：御御
mmmm))(())(())((部部作作操操操操 03300088 DxH1xW722：操操 部部：操

mmmm)()(()(部部制制制御御 00660000330088御御 DD22xHxW22：制 部部：御
mmmm))(())(())((部部作作操操操操 0330088 DxH1xW722：操操 部：操法法寸形外外外 法法形形寸形 法形形 法

部部制制制部部 御御御作作作操操操操 ／ 御御制操操 部部部 御操部部制制制部部 御御御作作操操操操 ／ 御御制操操 部部部 御御操成成構準準標標 構構標標準標標準準 成準

2222PPI2222PPI級級護等級級保保保保護護等級級護護護等等等等護護
CC555CC51 ＋～～ °°-CC55CC551 ＋～～ °°°°-範度使 囲用用温温使使 度度温 範囲囲温温 範範範範温

99333388CC A..:V422221D -- :99333388CC A..:V422221D -- :

●●●●対探探見見探探 応応丸丸対応応応対応探探
●●●●対応応対対応イイササ ザザリリフ セセンンシシ 応応応対対リーシ 応ンシシ ザザ
●●●●補補 能補 機機能ググ 正ビンヒー 機機補補 能機機機機 33＊ン 能能ビ グビ グ
●● 4＊＊●● 4＊＊質質底 判判判 能別別別機機底底 能底質判別機機能能機機質 22質質 ＊＊判判 能能
●●●能機機能能SSUCCCC HIFA - 機™™ 能能機機 22＊能
●̶̶魚体体体魚 長長魚魚 ググラフフ魚魚 グググラ

）（）（ 縦縦縦縦 、型縦 0088000099008800GGSS 1221DDHF2214221AX 縦縦 ×× 型型型型縦縦
））（（））（（ 、、、 0088GGSS886600GG 4221221AX74221AX ××

）（）（ 縦縦縦縦 、、型縦縦 0088000099008800GGSS 1221DDHF2214221AX 縦縦 ×× 型型型型縦縦
））（（））（（ 、、 0088GGS88660GG 4221221AX74221AX ××度像像像像解解解 度度解

））（（ 信信線線線線走走階階段段段 回停停停 数数数送／線、、、、、、、、、、、 査止 線886688 1/41/221/122/14/1/11/1 送送線： 回停 信 数数階階 停段段階 信： 信送 数数数停 信））（（ 信信線線線線走階階段段段 回停停停 数数数送／線、、、、、、、 査止 線886688 1/41/221/122/14/1/11/1 送送線： 回停 信 数数階階 停段段階 信： 信送 数数数停 信速速度度像像像画 送 度度りり速速送送画 速送
000335 mm-00003355 mm-レレンジジンジジジ

拡拡 併併併併併併低低 記記記単記単高 低低 波波大大波波波波 周周周周周 拡拡 波波波波波波 記記記記記記記記 拡 ザザ、、、、、低 22/122 ユユ周周周高 ーー記記記記 周周周 波波波高 記記記記 1＊＊記記記記 併併単単 波波波 単単単単 ザザ高 記記記記拡 併併併併併併低低 記記記単記単高 低低 波波大大波波波波 周周周 拡拡 波波波波波波 記記記記記記記記 拡 ザザ、、、、低 22/122 ユユ周周周高 ーー記記記記 周周周 波波波高 記記記記 1＊＊記記記記 併併単単 波波波 単単単単 ザザ高 記記記記示示表表 ド示示示モードド示
ss00550000 mm.. ～～ss66000050000 mm.. ～～信信 幅幅送 ルルススルルパパパパ送送信 幅信信パ送送 幅信

10～2700 回/ 分分10～2700 回/ 分分信信回送信回数
33 Wk/22/133 Wk/22/1出信信 力力送送送信信信送信

）（ 対応対対応イイササ ザザリリフ セセンンシシ0055 zHk21 応応応応対対リ～～ ーーシ 応ンシシ ザザ）（ 対応対対応イイササ ザザリリフフ セセンンシシ00055 zHk21 応応応対対リ～～ ーーシシ 応ンシシ ザザ信信 数数波波数数周周送 波周送信周波数数信信送 波数数信
Cocuu PPRRIHhhErT ™™ 66＊Coccuu PPRRIHhhErT ™™ 66＊術術術技技技ルデデ タタルジ 術術ジ 術ジジデジ 術術デジジデ 術

販販販接接続続続続 下社社当接 店器器受受 売波波続 送送 波波 店店 たたた売イィィ ずずすす 。。、、デデ ままるる ねねよよププ て ささに社にスス たおおたおお ははははびび 販 ははははレレ いい続 ににつつ続 送送 いいい 販 ささ売続 受 ずず波 たた ず接接 おお続 売 当器器 当当受受デ 送 ににび 波デ びデ 受受度度像像像像解解解解面画示示表表 度度示示 /画 解解示

,,,1,712,000円 （税込 1,883,200円）,,,1,237,000円 （税込 1,360,700円）価標準価格標準価格

FCV 1900

FCV 1900B FCV 1900G
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サーチライトソナー
サーチライトソナー 2周波サーチライトソナー

型　式 CH-500 CH-600

標準価格 1,500,000円 （税込 1,650,000円）｠ 2,040,000円 （税込 2,244,000円）｠

表示部
表示器 12.1 型カラー液晶 12.1 型カラー液晶
解像度 1024×768（XGA） 1024×768（XGA）
表示モード 水平（標準・拡大・断面/縦書併記・断面分割・A スコープ併記）、断面、

魚探（標準・A スコープ併記）、全周A スコープ（標準・水平並列）

水平（標準・拡大・断面/縦書併記・断面分割・A スコープ併記）、断面、
魚探（標準・A スコープ併記）、全周A スコープ（標準・水平並列）、
水平（標準・拡大）／断面／魚探2 画面（高/低/混合周波）の組合せ

送受信装置
周波数 60/88/150/180/240 kHz、上下装置の周波数に合わせて自動切替 60/153 kHz または85/215 kHz（2 周波）
送信出力 0.8 kW～1.5 kW（周波数による）、出力低減機能あり 1 kW
送信パルス幅 0.2～ 20.0 ms、レンジ連動 0.2～ 20.0 ms、レンジ連動（2 周波同時送信時は10.0 ms 以下）
表示範囲表示範囲 水平距離 10～2400 m、15 段階（ユーザー設定可） 10～2400 m、15 段階（ユーザー設定可）

断面距離 10～600 m、15 段階（ユーザー設定可） 10～600 m、15 段階（ユーザー設定可）
聴音 出力2 Ｗ(8Ω)、周波数0.9～ 1.2 kHz（オプション外部スピーカ使用） 出力2 Ｗ(8Ω)、周波数0.9～ 1.2 kHz（オプション外部スピーカ使用）

上下装置
ストローク  400 mm（CH-5041）または250 mm（CH-5051）  400 mm（CH-5041）または250 mm（CH-5051）
上下動時間（停船時）  30 秒（400 mm ストローク）、20 秒（250 mm ストローク） 30 秒（400 mm ストローク）、20 秒（250 mm ストローク）
水平モード制御水平モード制御 旋回範囲  6～360°、24° ステップ 6～360°、24° ステップ

ステップ角 6°、12°、15°、18°、21°、24° 6°、12°、15°、18°、21°、24°
俯仰角 -5°（水平より上向き）～90°（垂直）、１° ステップ -5°（水平より上向き）～90°（垂直）、１° ステップ

断面モード制御断面モード制御 断面探索範囲  6～180°、12° ステップ 6～180°、12° ステップ
断面探索ステップ角 普通3°、高速6° 普通3°、高速6°

送受波器ビーム幅送受波器ビーム幅 水平（-3dB/-6dB） 60 kHz: 15°/20、 88 kHz: 12°/16°、 150 kHz: 7°/9°、180 kHz: 7°/9°、240 kHz: 6°/8° 60 kHz: 16°/22°、 153 kHz: 7°/9°、 85 kHz: 11°/15°、 215 kHz: 5°/6°
垂直（-3dB/-6dB） 60 kHz: 12°/17°、 88 kHz: 10°/13°、150 kHz: 7°/9°、 180 kHz: 8°/10°、 240 kHz: 6°/8° 60 kHz: 14°/20°、 153 kHz: 5°/8°、 85 kHz: 10°/14°、 215 kHz: 4°/6°

耐用船速 20 kn（ただし上下動作中は15 kn 以下） 20 kn（ただし上下動作中は15 kn 以下）
スタビライザー機能 モーションセンサー内蔵 モーションセンサー内蔵
電源
表示・操作部、送受信装置 DC12-24 V: 4.7-2.3 A DC12-24 V: 4.7-2.3 A
上下装置 DC12/24 V: 2.2/1.1 A（上昇時：7.2/3.6 A） DC12/24 V: 2.2/1.1 A（上昇時：7.2/3.6 A）
環境条件
使用温度範囲使用温度範囲 表示部・操作部・送受信装置 -15 °C °C ～ ＋55 °C°C -15 °C °C ～ ＋55 °C°C

上下装置 0 °C °C ～ +55 °C°C（旋回俯仰部：0 °C °C ～ +35 °C°C） 0 °C °C ～ +55 °C°C（旋回俯仰部：0 °C °C ～ +35 °C°C）
保護等級保護等級 表示部・操作部 IP55 IP55

送受信装置・上下装置 IP22（ただし上下動制御部はIP55） IP22（ただし上下動制御部はIP55）
構成 /外形寸法 /質量
標準構成標準構成 操作／表示部、送受信装置、上下装置 操作／表示部、送受信装置、上下装置
外形寸法 338 (W) x 347 (H) x 195 (D)＊＊ mmmm 338 (W) x 347 (H) x 195 (D)＊＊ mmmm
質量 約 4.0 kg＊＊ 約 4.0 kg＊＊

＊  標準タイプ（操作/表示部）、ハンガーを含んでいます。＊ 標準タイプ（操作/表示部）、ハンガーを含んでいます。

＊＊約 4.0 kg＊＊約 4.0 kg質質量
mmmm＊＊338 (W) x 347 (H) x 195 (D)mmm＊＊338 (W) x 347 (H) x 195 (D)外形寸法

装置、上下装操作／表示部、送受信装置、上下装置操作／表示部、送受信装置、上下装置装置、上下装操作／表示部、送受信装置、上下装置操作／表示部、送受信装置、上下装置成成構準準標標 構標標準標標準準 成準

）IP22（ただし上下動制御部はIP55）IP22（ただし上下動制御部はIP55装置・上下装送受信装置・上下装置送受信装置・上下装置
IP55IP55部・操作部示部・操表示部・操作部級級護等級保保護護等級級護護護護等等護護

）（旋回俯仰部 CC35CC0CC55CC 仰 ++ 回俯仰部： ～～ 旋回俯仰部 °°°°°°°° ：0）（旋回俯仰部 CC35CC0CC55CC 仰 ++ 回俯仰部： ～～ 旋回俯仰部 °°°°°°° ：0下装上下装置装置
C55C ～＋ °°°°15-C55CC ～＋ °°°°15-装表示部・操作部・送受信装置示部・操作部・送受信装置範度使 囲用用温使使 度温 範囲囲温温 範範範範温

）DC12/24 V: 2.2/1.1 A（上昇時：7.2/3.6 A）DC12/24 V: 2.2/1.1 A（上昇時：7.2/3.6 A下装置上 装置
DC12-24 V: 4.7-2.3 ADC12-24 V: 4.7-2.3 A装表示・操作部、送受信装置示・操作部、送受信装置

内モーションセンサー内蔵内モーションセンサー内蔵スタビライザー機能
）20 kn（ただし上下動作中は15 kn 以下）20 kn（ただし上下動作中は15 kn 以下耐用船速
、、60 kHz: 14°/20°、 153 kHz: 5°/8°、 85 kHz: 10°/14°、 215 kHz: 4°/6°/20°153 kHz: 5°/8°85 kHz: 10°/14°215 kHz: 4°/6°、、、60 kHz: 12°/17°、 88 kHz: 10°/13°、150 kHz: 7°/9°、 180 kHz: 8°/10°、 240 kHz: 6°/8°/17°88 kHz: 10°/13°150 kHz: 7°/9°180 kHz: 8°/10°240 kHz: 6°/8°6dB）-3dB/-垂直（
、、60 kHz: 16°/22°、 153 kHz: 7°/9°、 85 kHz: 11°/15°、 215 kHz: 5°/6°/22°153 kHz: 7°/9°85 kHz: 11°/15°215 kHz: 5°/6°、、、60 kHz: 15°/20、 88 kHz: 12°/16°、 150 kHz: 7°/9°、180 kHz: 7°/9°、240 kHz: 6°/8°/20 88 kHz: 12°/16°150 kHz: 7°/9°180 kHz: 7°/9°240 kHz: 6°/8°6dB）-3dB/-水平（器器 幅受受 幅波波送 波 ムムビビ送受受 ー波 幅器器受受送 波 ビビビ受 幅

普通3°、高速6通3° 高速6°普通3°、高速6通3° 高速6°断面探索ステップ角
、12  ステッ6～180°、12° ステップ、12  ステッ6～180°、12° ステップ探索範囲断面探索範囲制制制御御御断面面断 ドドモ 御御断断 制ー断断断 御ドド

）（）（水平より上向き）～90°（垂直）、１° ステッ5°（水平より上向き）～90°（垂直）、１° ステップ-）（）（水平より上向き）～90°（垂直）、１° ステッ5°（水平より上向き）～90°（垂直）、１° ステップ-仰角俯仰
、、、、6°、12°、15°、18°、21°、24° 12° 15° 18° 21° 24°、、、、6°、12°、15°、18°、21°、24° 12° 15° 18° 21° 24°ステップ角

、24  ステッ6～360°、24° ステップ、24  ステッ6～360°、24° ステップ旋回範囲平 制制御御水水 ドモ 御御水 制ー平平平 御ドドド
）（）30 秒（400 mm ストローク）、20 秒（250 mm ストローク）（）30 秒（400 mm ストローク）、20 秒（250 mm ストローク）上下動時間（停船時

）（）400 mm（CH-5041）または250 mm（CH-5051）（）400 mm（CH-5041）または250 mm（CH-5051トストローク

(8Ω) ）出力2 Ｗ(8Ω)、周波数0.9～ 1.2 kHz（オプション外部スピーカ使用(8Ω) ）出力2 Ｗ(8Ω)、周波数0.9～ 1.2 kHz（オプション外部スピーカ使用聴音
）10～600 m、15 段階（ユーザー設定可）10～600 m、15 段階（ユーザー設定可距断面距離
）10～2400 m、15 段階（ユーザー設定可）10～2400 m、15 段階（ユーザー設定可水平距離範囲示表表 範示示 囲囲範範範示

）0.2～ 20.0 ms、レンジ連動（2 周波同時送信時は10.0 ms 以下0.2～ 20.0 ms、レンジ連動送信パルス幅送信パ信パルス幅
1 kW）（周波数による）、出力低減機能0.8 kW～1.5 kW（周波数による）、出力低減機能あり信出送信出力

）60/153 kHz または85/215 kHz（2 周波60/88/150/180/240 kHz、上下装置の周波数に合わせて自動切替装置の周波数に合わせて自動切替周波数

）（）水平（標準・拡大）／断面／魚探2 画面（高/低/混合周波）の組合水平（標準・拡大）／断面／魚探2 画面（高/低/混合周波）の組合せ
）（）魚探（標準・A スコープ併記）、全周A スコープ（標準・水平並列魚探（標準・A スコープ併記）、全周A スコープ（標準・水平並列）、

）水平（標準・拡大・断面/縦書併記・断面分割・A スコープ併記）、断面水平（標準・拡大・断面/縦書併記・断面分割・A スコープ併記）、断面、

）（）魚探（標準・A スコープ併記）、全周A スコープ（標準・水平並列
）水平（標準・拡大・断面/縦書併記・断面分割・A スコープ併記）、断面水平（標準・拡大・断面/縦書併記・断面分割・A スコープ併記）、断面、示表示モード示モ ド

）1024×768（XGA）1024×768（XGA解像度
12.1 型カラー液晶12.1 型カラー液晶表示器

,,,, ）2,040,000円 （税込 2,244,000円,,,, ）1,500,000円 （税込 1,650,000円価標準価格標準価格

サーチライトソナイトソーチライトソナー

潮流計
潮流計

型　式 CI-88

標準価格 1,600,000円 （税込 1,760,000円）｠

表示部表示部
表示器 10.4 型カラー液晶
画素数 VGA (640×480 ドット)
表示 船速、針路、偏角、潮流(3 層)、潮流差(2 層)、設定深度、船首方位、自船位置、エコーレベル、水温
画面モード 潮流ベクトル、船速、グラフ、潮流航跡、数値、エコーモニター潮流ベクトル、船速、グラフ、潮流航跡、数値、エコーモニター船 数数値数数潮潮 値潮潮 航航速速船船 値潮潮 跡潮潮
潮流
流速 0.0～ 9.9 kn
測位精度 0.2 kn 以内
流向 全周（360°）
測定層数 3層
測定深度範囲 2～100ｍ＊

船速
船速 前進30 kn ～後進10.0 kn、左方向9.9 kn ～右方向9.9 kn
測定精度 ±1％または0.1 kn の大きいほう以内
方位 全周（360°）
対地測定可能深度 3～200 m＊

送信
周波数 288 kHz
機能
測位モード 対地、対水、航法、自動
機能 底潮追尾、アラーム出力、干渉除去、デモ出力
環境条件
使用温度範囲 送受波器：-5 °C ～ 35 °C°C　その他の装置：-15 °C°C ～ 55 °C°C
保護等級 送受信演算部・表示部 IPX0、操作部 IPX2( パネル面)、IPX0( 背面)、接続箱 IPX4、送受波器 IPX8
構成 /外形寸法 /質量
標準構成 表示部、操作部、送受信演算装置、送受波器（船底タンク、方位センサー別売）
外形寸法 290 (W) x 327 (H) x 171 (D) mmmm
質量 6.0 kg（ハンガー込）

＊  測定深度は装備条件や水中の状態により変化します。　測定深度は装備条件や水中の状態により変化態により変化しますは装備条件や水中の状態により変化しま＊ 測定深度は装備条件や水中の状態により変 。

g6.0 kg（ハンガー込）質質量
mmm)()()290 (W) x 327 (H) x 171 (D外形寸法

）表示部、操作部、送受信演算装置、送受波器（船底タンク、方位センサー別売標準構成

)()送受信演算部・表示部 IPX0、操作部 IPX2( パネル面)、IPX0( 背面)、接続箱 IPX4、送受波器 IPX8保護等級
CC55CC ～ °°°°15-その他の装置CC 置装置：°° 装置：53C5 °C ～-送受波器受波器：送受波器：範使用温度範囲

去底潮追尾、アラーム出力、干渉除去、デモ出底潮追尾、アラーム出力、干渉除去、デモ出力機能
対地、対水、航法、自動測位モード測位モ ド

8288 kHz周波数

003～200 m＊測定可能深対地測定可能深度
）全周（360°方位位

1％または0.1 kn の大きいほう以内±1％または0.1 kn の大きい±1％または0 1 kn の大きいほう以測測定精度
方前進30 kn ～後進10.0 kn、左方向9.9 kn ～右方向9.9 kn船速

02～100ｍ＊測定深度範囲
3層測定層測定層数

）全周（360°流向
0.2 kn 以内測測位精度

9900.0～ 9.9 kn流速

速速 跡跡 値値潮潮 船船船 航航潮潮 数数流流 航航流流流流 数数潮潮潮潮 流流流流 ト ググクク ルル 、、、、流、、、、、、流 タタララ 跡フルル モモコエ速速 ニベベ 値跡跡跡 ーー流流流流 潮潮潮 数数流流流 船船船船 航航船船ベベ 速 ニ航流流流ベ 潮潮潮潮 数数数数ググラ面画面モードド
)()船速、針路、偏角、潮流(3 層)、潮流差(2 層)、設定深度、船首方位、自船位置、エコーレベル、水温示表示

)VGA (640×480 ドット画素画素数
液晶10.4 型カラー液晶表示器

,,,1,600,000円 （税込 1,760,000円）価標準価格標準価格

流潮流計潮流計
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レーダー
カラー液晶レーダー

型　式 MODEL1815 MODEL1835

標準価格 390,000円 （税込 429,000円）｠ 530,000円 （税込 583,000円）｠

指示部指示部
画面タイプ画面タイプ 8.4 型カラー液晶8.4 型カラー液晶 10.4 型カラー液晶10.4 型カラー液晶
解像度解像度 640×480 (VGA)640×480 (VGA) 640×480 (VGA)640×480 (VGA)
表示レンジ 0.0625～36 NM0.0625～36 NM 0.0625～36 NM0.0625～36 NM
空中線部
型式型式 パッチアレイパッチアレイ パッチアレイ
タイプタイプ レドームタイプ （48 cm 型）レドームタイプ （48 cm 型） レドームタイプ （60 cm 型）レドームタイプ （60 cm 型）
ビーム幅ビーム幅 水平 5.2°、垂直 25°水平 5.2°、垂直 25° 水平 水平 4.0°、垂直 20°4.0°、垂直 20°
回転数回転数 24 rpm24 rpm 24 rpm24 rpm
送受信部
周波数および電波型式周波数および電波型式 9410 ±30 MHz、P0N9410 ±30 MHz、P0N 9410 MHz ±30MHz、P0N 9410 MHz ±30MHz、P0N
出力出力 4 kW4 kW 4 kW4 kW
距離範囲距離範囲 0.0625～36 NM0.0625～36 NM 0.0625～36 NM0.0625～36 NM
表示モード

ヘッドアップ、コースアップヘッドアップ、コースアップ＊1＊1、ノースアップ、ノースアップ＊1＊1、、
トルービュートルービュー＊1＊1、真運動、真運動＊2＊2

ヘッドアップ、コースアップヘッドアップ、コースアップ＊1＊1、ノースアップ、ノースアップ＊1＊1、、
トルービュートルービュー＊1＊1、真運動、真運動＊2＊2

主な表示機能
AISAIS ●●＊3＊3 ●●＊3＊3

真エコートレイル真エコートレイル＊2＊2 ●● ●●
ターゲットトラッキングターゲットトラッキング ● ファストターゲットトラッキング● ファストターゲットトラッキング＊4＊4 ●●＊5＊5

電源
DC12-24 V: 3.2-1.6 A（待機電力：0.8-0.4 A）DC12-24 V: 3.2-1.6 A（待機電力：0.8-0.4 A） DC12-24 V: 4.1-2.0 A

環境条件
使用温度使用温度
範囲範囲

指示部指示部 -15 15 °C  ～ ＋55 ～ ＋55 °C -15 15 °C  ～ ＋55 ～ ＋55 °C
空中線部空中線部 -25 25 °C  ～ ＋55 ～ ＋55 °C 25 25 °C  ～ ＋55 ～ ＋55 °C

保護等級保護等級 指示部 IP56、空中線部 IP26指示部 IP56、空中線部 IP26 指示部 IP55、空中線部 IP26指示部 IP55、空中線部 IP26
構成 /外形寸法 /質量構成 /外形寸法 /質量
標準構成標準構成 指示部、空中線部指示部、空中線部 指示部、空中線部指示部、空中線部
外形寸法外形寸法 指示部指示部  270 (W) x 233 (H) x158 (D)270 (W) x 233 (H) x158 (D)＊6＊6 mmmm 323 (W) x 308 (H) x 169 (D)323 (W) x 308 (H) x 169 (D)＊6＊6 mmmm

空中線部空中線部 488 ( φ ) x 220 (H) mm488 ( φ ) x 220 (H) mm 602 ( φ ) x 348 (H) mm602 ( φ ) x 348 (H) mm

質量質量 指示部指示部 2.2 kg2.2 kg＊6＊6 5.4 kg5.4 kggg4 g＊6＊6

空中線部空中線部部中中線部部線 6.5 kg6.5 kg 8 kg8 kgg8 g88 gg88 kgg556 k.部部線線線中線空 線線線空 部部
gg55 k4. 6＊＊ggk2.2 6＊＊指 部部指示示示部指指示質質量質質量質質量

)(()φφ( 83066 mmmH4x22)()φφ( 0888 mmH2222x4線線中 部部線空 線線線空 部
mmmm)()(()( 966880333333 D1xHxW22 66＊＊mmmm)(()()( 885533330 D1xH22xW722 66＊＊指指 部部部指示示示示部部指示法法寸形外外 法法形寸形 法形形 法

線線線中指指 部部部部指示 線線、、空示示示 線線空空 部部部指指示線線線中指指 部部部部指示 線線、、空示示示 線線空空 部部部指示成成構準標標 構構標標準標標準準 成準

線線線中指指 部部部部指示 線、空示示 線 665555 22PP55、空中線部 II 線空 部部部部指示線線線中指指 部部部部指示 線、空示示 線 666655 22PP56、空中線部 IIP56、空中線空空 部部部部指指示級級護等級級護保保保保 等級級護護護等等護護
°C555＋～°C522-°C555＋～°C522-線線線線中 部部部線空 線線線空空 部
°C555＋～°C5511-°C555＋～°C51-指指 部部指示示示部指指示

範囲範囲範範範範
度度使用温温使使 度温温温温温

0C A.221.4V:422221D -- :）（待待 力機機電 0806633C A4A（待機電力：0.8-0..12.:V4221D 待待 ： --- 機機機機機電電電: 待待 電電 ：

●● 5＊＊●● キトトト ッッァ ググゲタタ ラススフ ンァ ッッッッ 4＊＊ッッー ンゲゲゲゲ ググラキトト ッッ ググゲゲタタ ラ ンッッッッ ッッー ンゲゲゲゲ ググラ
●●●真真真真 トト イイルルルルレレココエエ真真真真 22＊ーー
●● 33＊＊● 3＊SAI

真真真 動動運トル 、 動動ル ビビュ 運真真 21 ＊＊＊＊ーー 運運ビビビビ
ドド ッッッッッ 、、、、 ププノププププ アアア ススコヘ ッッッッ 11 ＊＊＊＊ ッッッッ ーー アアアドド

真真 動運トル 、 動動ル ビビュ 運真真 21 ＊＊＊＊ーー 運ビビビ
ドド ッッッッ 、、、、 ププノププププ アアア スススコヘ ッッッッ 11 ＊＊＊＊ ッッッッッ ーー アアアドド

66356600 MN22.0625～663566000 MN2.0625～距 範囲離離範距 囲離離範範範離
WWkk44WWkk44出出力力

、 00309 NPPzHMzHM14 ±±、、 0003099 NPPzHM14 ±±数 式式波波数数周 波波 電よよ 型おお 式び周 型型型周 波波数 電電電お 電電び 波波 式数数 び

pmmr422ppmmrr4422転回 数数数転回 数数数転
平平水水 直、垂 00 24.水水 直平平平平 °°平水 直、垂 555 22.水 直平平 °°幅幅幅幅ムムビビーー 幅幅ビビビビ 幅幅

））（（ド イイタタ ププ 型ムレ c06 mm 型型型ー 型ドド））（（ド イタタ プ 型ムレ c88 mm4 型型型ー 型ドドイタタ プ
ッ イチアレレパパッッッ アパッッ イイチチアアレレパパパパッッッッ アアパパ式式型式式型型型式

635600 MN22.0625～663356600 MN2.0625～～示示表 レレ示示示 ンジジンジジジ示
)( GG00880066 AV44 ×)(( GG00880066 AV44 ×度像像像解解 度解解

液晶晶液液カカラ型00 410. 型型型 ー型 液晶液液ラ液液晶晶液液液カカラ型8 4.4 型型 ー型 液晶液液ラ面面画画 イイタタ ププ画画

,, ）530,000円 （税込 583,000円,, ）390,000円 （税込 429,000円価標準価格標準価格

レーダーダー

カラー液晶レーダー

型　式
MODEL1945

24回転 48回転

標準価格 780,000円 （税込 858,000円） 　830,000円 （税込 913,000円）

指示部指示部
画面タイプ画面タイプ 10.4 型カラー液晶10.4 型カラー液晶
解像度解像度 640×480 (VGA)640×480 (VGA)
表示レンジ表示レンジ 0.0625～64 NM0.0625～64 NM
空中線部
型式型式 スロットアレイスロットアレイ
タイプタイプ オープンタイプ（120 cm型）オープンタイプ（120 cm型）
ビーム幅ビーム幅 水平 水平 1.9°、垂直 22°1.9°、垂直 22°
回転数回転数 24 rpmまたは48 rpm24 rpmまたは48 rpm
送受信部
周波数および電波型式周波数および電波型式 9410 MHz ±30MHz、P0N9410 MHz ±30MHz、P0N
出力出力 4.9 kW4.9 kW
距離範囲距離範囲 0.0625～64 NM0.0625～64 NM
表示モード

ヘッドアップ、コースアップヘッドアップ、コースアップププププ ＊1＊1、ノースアップ、ノースアップ＊1＊1、トルービュー、トルービュー＊1＊1、真運動、真運動＊2＊2

主な表示機能
AISAIS ●●＊3＊3

真エコートレイル真エコートレイル＊2＊2 ●●
ターゲットトラッキングターゲットトラッキング ●＊5＊5

電源
DC12-24 V: 7.3-3.5 ADC12-24 V: 7.3-3.5 A DC12-24 V: 8.8-4.1 ADC12-24 V: 8.8-4.1 A

環境条件
使用温度
範囲範囲

指示部指示部 -15 °C  ～ ＋55 °C 15 °C  ～ ＋55 °C
空中線部空中線部 -25 °C  ～ ＋55 °C 25 °C  ～ ＋55 °C

保護等級保護等級 指示部 IP55、空中線部 IP26指示部 IP55、空中線部 IP26
構成 /外形寸法 /質量構成 /外形寸法 /質量
標準構成標準構成 指示部、空中線部指示部、空中線部 指示部、空中線部指示部、空中線部
外形寸法外形寸法 指示部指示部指指 部指 部 323 (W) x 308 (H) x 169 (D)323 (W) x 308 (H) x 169 (D)＊6＊6 mmmm 323 (W) x 308 (H) x 169 (D)323 (W) x 308 (H) x 169 (D)＊6＊6 mmmm

空中線部空中線部 1255 (W) x 445 (H) x 340 (D) mm1255 (W) x 445 (H) x 340 (D) mm
質量質量 指示部指示部 5.4 kg5.4 kg＊6 5.4 kg5.4 kg＊6

空中線部空中線部 25 kg25 kg

※  送信出力5 kW未満のレーダーは操作資格不要ですが、無線局免許申請が必要です。電波法を遵守して運用下さい。　     
＊1  方位データの入力が必要です。　＊2  船首方位信号と位置情報の入力が必要です。　＊3  AIS 受信機との接続、船首方位信号接続が必要です。　＊4  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。　
＊5  オプションのARP-11、船首方位信号と船速情報の入力が必要です。　＊6 ハンガーを含んでいます。＊5  オプションのARP-11、船首方位信号と船速情報の入力が必要です。　＊6 ハンガーを含んでいます。

接＊1  方位データの入力が必要です。　＊2  船首方位信号と位置情報の入力が必要です。　＊3  AIS 受信機との接続、船首方位信号接続が必要です。　＊4  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。
※  送信出力5 kW未満のレーダーは操作資格不要ですが、無線局免許申請が必要です。電波法を遵守して運用下さい。

gg55 k22線線線線中 部部部線空 線線線空 部部
gg55 k4. 66＊＊gg55 k4. 66＊＊部部部指指指示示示示部部指指示質質質量質質量質質量

))(())(())(( 00335555 mmmmD4xH44xW221線線線線中 部部部線線空 線線空 部部
mmm))(())(())(( 9966880333333 D1xHxW22 66＊＊mm))(())(())(( 99668800333333 DD1xHxW22 66＊＊指指 部部部指示示示示部指指示法寸形外外外 法法形寸寸形 法形 法

線線線線中指指 部部部部部部指示 線、空示示 線線空 部部指指示線線線線中指 部部部部部部指示 線、空示示示 線線線空 部部指指示成成構準準標標 構標標準準標標準 成準

線線線中指指 部部部部指示示 線線、、空示示示 線 65555 22PIPI 線空空 部部指示級級護等級護保保 等級級護護護護等等等護護
CC55CC522 ＋～～ °°°°-線線線線中 部部部線空 線線空 部部
CC5555C551 ＋～～ °°°°-指指 部部部指示示示示部指示

範囲範範囲範範範範
度度使使用温使使 度度温温温温

8888CC A1.4.:V422221D -- :553333CC A..7:V422221D -- :

●● 55＊＊キキトト ッッ グゲゲタタ ラ ンンッッッッ ッッー ンゲゲ グググラ
●真真 トト イイルルルレレコエ真真 2＊＊ー
●● 3＊＊SSAI

真真 動動運トトドド ッッッッッッッッ ル 、、、、、 プノノププ 動アアア スススス ル ビュュ 運コヘヘ 真真ッッッッッッッッ 2111 ＊＊＊＊＊＊＊＊ ッッッッッッッッ ーーーー アアアアアアドド 運ドド ビビビ

6655660000 MN422.0625～距 範囲離離離離範範距 囲離離範範範範離
99 Wk.4出力力

、 0000330099 NPPzHMMzHMM14 ±±数数 式式波波波波数周 波波 電よよ 型おお 式びび周 型型型周 波波波波数数 電電電お 電電び 波波 式数数数 び

pp たたままたははは 88 mmr4mmr422 た転回 数数数数転転回 数数数数転
平 直水水 、垂垂99 2222.1水 直平平平 °°幅幅幅ムムビー 幅ビビビ 幅

）（イイオ タタ ププププ 型ンン c0 mm221 型型型ー 型ンンイイタタ ププ
トトッッ イイアス レロッッッ ア式式型式型型型式式

655600 MN422. ～～示表表 レレ示示示 ンジジンジジジ示
))(( G00880066 AV44 ×度度像像像像解解解解 度度解解
晶晶液液液液液液カカラ型0 4.1 型型型型 ー型 液晶液液液ラ面画 イタタ プ画

,,830,000円 （税込 913,000円）,,780,000円 （税込 858,000円）価標準価格標準価格



54

レーダー
カラー液晶レーダー

型　式 FR-10 FR-12

標準価格 222,000円 （税込 244,200円）｠ 291,000円 （税込 320,100円）｠

指示部指示部
画面タイプ画面タイプ 10.4 型カラー LCD10.4 型カラー LCD 12.1 型カラー LCD12.1 型カラー LCD
解像度解像度 800×600 (SVGA)800×600 (SVGA) 1024×768 (XGA)1024×768 (XGA)
表示レンジ表示レンジ 接続センサによる接続センサによる
空中線部
型式型式 DRS4DL+、DRS6A/12A/25A-NXT、DRS4D/6A/12A/25A X-ClassDRS4DL+、DRS6A/12A/25A-NXT、DRS4D/6A/12A/25A X-Class
出力出力 接続センサによる接続センサによる
表示モード

ヘッドアップ、コースアップヘッドアップ、コースアップ＊1＊1、ノースアップ、ノースアップ＊1＊1、真運動、真運動＊2＊2、スターンアップ、スターンアップ
主な表示機能
エコーアベレージエコーアベレージ ●●
ターゲットアナライザ™ターゲットアナライザ™ ●　※固体化センサのみ●　※固体化センサのみ
ターゲットトラッキングターゲットトラッキング ● ファストターゲットトラッキング● ファストターゲットトラッキング
真エコートレイル真エコートレイル ●●
リスクビジュアライザー™リスクビジュアライザー™ ●●
デジタル副指示器デジタル副指示器 ●　※最大2台まで接続可●　※最大2台まで接続可ま台最 接最 可最 接接最最
AIS表示AIS表示 ●●
チャート表示機能チャート表示機能 ̶̶ ● オプション● オプション
電源

DC12-24 V: 1.1-0.6 ADC12-24 V: 1.1-0.6 A DC12-24 V: 1.7-0.9 ADC12-24 V: 1.7-0.9 A
環境条件
使用温度範囲使用温度範囲 -1515 °C  ～ ＋55 ～ ＋55 °C -15 15 °C  ～ ＋55 ～ ＋55 °C
保護等級保護等級 前面パネル :IP55、背面パネル :IP22前面パネル :IP55、背面パネル :IP22 前面パネル :IP55、背面パネル :IP22前面パネル :IP55、背面パネル :IP22
構成 /外形寸法 /質量構成 /外形寸法 /質量
外形寸法外形寸法 333 (W)x315 (H)x169 (D)mm ( ハンガー込み)333 (W)x315 (H)x169 (D)mm ( ハンガー込み) 338 (W)x330 (H)x189 (D)mm ( ハンガー込み)338 (W)x330 (H)x189 (D)mm ( ハンガー込み)
質量質量 3.2kg ( ハンガー込み)3.2kg ( ハンガー込み)g みみg 3.9kg ( ハンガー込み)3.9kg ( ハンガー込み)g みみg9 )(gg 込込みみガガハハンン933 k. 込込ーンン 込ガガ)((gg 込込みみガガハハハン33 k22. 込込ーンン 込ガガガ質質量質質量質質量

))())())())( 込みみガガハハン99880033388333 mmmmD1xHxW 込ーン 込ガガ))())())(())( 込みみガガハハン996653333333 mmmmD1xH1xW 込込ーン 込ガガ法法寸形外外外 法形形寸形 法形 法

背面面前前 ネネネネ ルルル 、 ルル パパ パパ 55 2222PI:PI:前 ネネ :: 背背背 パパパ前背面面前前 ネネネネ ルル 、、 ルル パパ パパパ 555 2222PI:PPI:前 ネネネ :: 背背背背 パパパ前級級護等級級保保護護等級級護護護護等等等護護
°C55＋～°C51-°C555＋～～°C51-範度度使 囲用温温使使 度温 範囲囲温温 範範温

9900C A.7.1:V422221D -- :6600C A.1.1:V422221DD -- :

● オオプ ンンショシ ンシ̶̶能機機示表表ャ 能トチチ 示示示ー 機能機機機機能能示
●●示表表示示SSAI 示

接続続続続可接台最最大大最最 続続●● まで 続22※※ 続可※※※ 続で台台 で接続最※指 器指副副副 示示ルルデ タル 示示示ジ 副ジ 副指 器器ジジデジデジデ 示副
●●イイクク ザリ ラアスス ビビジジュリ ーアジジ ™™ジジ ザビ ザジビ ラ
●●真真真真 トト イイルルルルレレココエエ真真真真 ーー

●● キトトト ッッァ ググゲタタ ラスフ ンァァ ッッ ッッー ンゲゲ グググラキトト ッッ グゲタタ ラ ンッッ ッッー ンゲゲ グググラ
化化体体体固● 化化 みササののセン※※固※※※ ンン※トッ イザザゲゲタタ ラナナアッッー ア ™™ゲ ザゲゲ ザラ
●●ア レレ ジコエ ベ ーーアア ジジベ ジジジジベ ジ

真真真 動運運ド ッッッッッ 、、、、 タタ ププププノププ 動 アアアアア スススス ン運コヘヘ 真真 ッッッッッッ 11 2＊＊＊＊＊＊ ッッッッッ ーーー アアアアア ンド 運ド

接接続続続接続 サ るるよよににセセンン続続 に続続接続 ン に出出力力
、、、 ssaaC566SS566SSS X-ClA22/A221/A/D4RRDTXNA22/A221/ARRDDL4RRD + --式型式式型型型式

接接続続続接接続 ササ るるよよにセンン続 に続続接続 ン に示表表 レレ示示示 ンジジジンジジジ示
)( G860 AX74221 ×)( GSS006008 AV×度度像像像像解解解解 度解

カカラ型 CD1型カラー L2.21 型型型 ー型 ラカカラ型 C00 DL410. 型型型 ー型 ラ面画 イタ プ画

291,000円 （税込 320,100円）222,000円 （税込 244,200円）価標準価格標準価格

レーダーダー

カラー液晶レーダー

型　式 FR-8045
FR-8065

24回転 48回転

標準価格
970,000円 （税込 1,067,000円）｠ （XN12A） 900,000円 （税込 990,000円）｠ （XN12A） 950,000円 （税込 1,045,000円）｠ （XN12A）

1,018,000円 （税込 1,119,800円）｠ （XN13A） 948,000円 （税込 1,042,800円）｠ （XN13A） 998,000円 （税込 1,097,800円）｠ （XN13A）

指示部指示部
画面タイプ画面タイプ 12.1 型カラー液晶12.1 型カラー液晶 12.1 型カラー液晶12.1 型カラー液晶
解像度解像度 800×600 (SVGA)800×600 (SVGA) 800×600 (SVGA)800×600 (SVGA)
表示レンジ表示レンジ 0.0625～48 NM0.0625～48 NM8660000 48 0.0625～72 NM0.0625～72 NM
空中線部
型式型式 スロットアレイスロットアレイ スロットアレイスロットアレイ
タイプタイプ オープンタイプ（XN12A：120 cm 型、 XN13A：180 cm 型）オープンタイプ（XN12A：120 cm 型、 XN13A：180 cm 型） オープンタイプ（XN12A：120 cm 型、 XN13A：180 cm 型）オープンタイプ（XN12A：120 cm 型、 XN13A：180 cm 型）
ビーム幅ビーム幅 水平 水平 1.9°、垂直 22°（XN12A) 、  1.9°、垂直 22°（XN12A) 、水平 水平 1.35°、垂直 22°(XN13A)1.35°、垂直 22°(XN13A) 水平 水平 1.9°（XN12A) 、垂直 22°、  1.9°（XN12A) 、垂直 22°、水平 水平 1.35°、垂直 22°(XN13A)1.35°、垂直 22°(XN13A)
回転数回転数 48 rpm48 rpm 24 rpm (RSB-0070)、48 rpm (RSB-0073)24 rpm (RSB-0070)、48 rpm (RSB-0073)
送受信部
周波数および電波型式周波数および電波型式 9410 MHz ±30 MHz（X バンド）、P0N9410 MHz ±30 MHz（X バンド）、P0N 9410 MHz ±30 MHz（X バンド )、P0N9410 MHz ±30 MHz（X バンド )、P0N
出力出力 4 kW4 kW 4.9 kW4.9 kW
距離範囲距離範囲 0.0625～48 NM0.0625～48 NM 0.0625～72 NM0.0625～72 NM
表示モード

ヘッドアップ、コースアップヘッドアップ、コースアップ＊1＊1、ノースアップ、ノースアップ＊1＊1、トルービュー、トルービュー＊1＊1、真運動、真運動＊2＊2 ヘッドアップ、コースアップヘッドアップ、コースアップ＊1＊1、ノースアップ、ノースアップ＊1＊1、トルービュー、トルービュー＊1＊1、真運動、真運動＊2＊2

主な表示機能
AISAIS ●●＊3＊3 ●●＊3＊3

真エコートレイル真エコートレイル＊2＊2 ●● ●●
ターゲットトラッキングターゲットトラッキング ●●＊5＊5 ●＊5＊5

電源
DC24 V: 3.7 ADC24 V: 3.7 A DC24 V: 3.6 ADC24 V: 3.6 A DC24 V: 3.9 ADC24 V: 3.9 A

環境条件
使用温度使用温度
範囲範囲

指示部指示部 -15 15 °C  ～ ＋55 ～ ＋55 °C -15 °C  ～ ＋55 °C15 °C  ～ ＋55 °C
空中線部空中線部 -25 25 °C  ～ ＋55 ～ ＋55 °C -25 °C  ～ ＋55 °C25 °C  ～ ＋55 °C

保護等級保護等級 指示部 IP56、IP25( パネル）、IP22（筐体）、空中線部 IP26指示部 IP56、IP25( パネル）、IP22（筐体）、空中線部 IP26 指示部 IP56、IP25( パネル）、IP22（筐体）、空中線部 IP26指示部 IP56、IP25( パネル）、IP22（筐体）、空中線部 IP26
構成 /外形寸法 /質量構成 /外形寸法 /質量
標準構成標準構成 指示部、空中線部指示部、空中線部 指示部、空中線部指示部、空中線部
外形寸法外形寸法 指示部指示部指指 部指 部 320 (W) x 320 (H) x 146 (D)320 (W) x 320 (H) x 146 (D)＊6＊6 mmmm 320 (W) x 320 (H) x 146 (D)320 (W) x 320 (H) x 146 (D)＊6＊6 mmmm

空中線部空中線部 1255 (W) x 445 (H) x 340 (D) mm（XN12A）1255 (W) x 445 (H) x 340 (D) mm（XN12A） 1255 (W) x 445 (H) x 340 (D) mm（XN12A）1255 (W) x 445 (H) x 340 (D) mm（XN12A）
1795 (W) x 445 (H) x 340 (D) mm（XN13A）1795 (W) x 445 (H) x 340 (D) mm（XN13A） 1795 (W) x 445 (H) x 340 (D) mm（XN13A）1795 (W) x 445 (H) x 340 (D) mm（XN13A）

質量質量 指示部指示部 5.8 kg5.8 kg＊6＊6 5.8 kg5.8 kgg8 gg8 ＊6＊6

空中線部空中線部 25 kg（XN12A）、27 kg（XN13A）25 kg（XN12A）、27 kg（XN13A） 25 kg、27 kg（XN13A）25 kg、27 kg（XN13A）

※  送信出力5 kW未満のレーダーは操作資格不要ですが、無線局免許申請が必要です。電波法を遵守して運用下さい。　      
＊1  方位データの入力が必要です。　＊2  船首方位信号と位置情報の入力が必要です。　＊3  AIS 受信機との接続、船首方位信号接続が必要です。　＊4  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。　
＊5  オプションのARP-11、船首方位信号と船速情報の入力が必要です。　＊6 ハンガーを含んでいます。＊5  オプションのARP-11、船首方位信号と船速情報の入力が必要です。　＊6 ハンガーを含んでいます。

接＊1  方位データの入力が必要です。　＊2  船首方位信号と位置情報の入力が必要です。　＊3  AIS 受信機との接続、船首方位信号接続が必要です。　＊4  船首方位信号と船速情報の入力が必要です。
※  送信出力5 kW未満のレーダーは操作資格不要ですが、無線局免許申請が必要です。電波法を遵守して運用下さい。

gggg ）（（、、 3355 A1NXk722k22gggg ）（（）（（ 、、 3355 A1NXk722A221NXk22線線線線中 部部線空 線線空空 部
gg8855 k. 66＊＊gg8855 k. 66＊＊指指 部部部指示示示示部部指示質質量質質量質質量

)(()(()(( ））（（ 33033555599 A1NXmmDD4xH44xW71)(())(()(( ））（（ 3303355559 A1NXmmmDD4xH44xW71
)(()(()(( ）（（0033555 A221NXmmmmDD4xH44xxW221)(())(()(( ）（（003355555 A221NXmmmmD4xxH44xW221線線線線中 部部線空 線線空空 部部

mmm)(()(()(( 6600330033 D41xxH22xW22 66＊＊mm)(()(()(( 6600330033 D41xH22xW22 6＊＊指 部部部指示示示示示示部部指指示法法寸形外外外外 法形寸形形 法形形 法法
線線線線中指指 部部部部部部指示 線、、空示示示示 線線線線空空 部部部部指示線線線中指指 部部部部部部指示 線、、空示示示示 線線線空 部部部部指指示成成構準準標標標 構標標準準標標準準 成成準

(( ）（（） 線線線中体体体体指 部部部部部部指 筐示示 ネ 線ルル 、、、 空ルルパパ示 パパ示示 線 66556655 22PI2222PPI22PIPI 線筐ネ 空空 部部部部指 筐筐筐筐パパ示(( ）（（） 線線線線中体体体指 部部部部部部指 筐示示 ネ 線ルル 、、、 空ルルパパ示 パパ示示 線 66556655 22PI2222PI22PIPI 線筐ネ 空空 部部部部指指 筐筐筐筐パパ示級級護等級級保保保保護護等等級級護護護護等等等等護護
CC5555CC5522 ＋～～ °°°°-°C5555＋～～°C5522-線線線中 部部部線線空 線線線空空 部部
CC5555C551 ＋～ °°°°-°C5555＋～°C551-指 部部指示示示部指指示

範囲範囲範範範範
度度使用温温使使 度温温温温温

9933CC A.:V422DD :6633CC A.:V422DD :33CC A7.:V422DD :

●● 55＊＊●● 55＊＊キトト ッッ ググゲゲタタ ララ ンンッッ ッッー ンンゲゲゲ グググラ
●●●●真真真 ト イルルレレコエ真真 22＊＊ー
● 3＊●● 3＊＊SIA

真真真 動動運運トトドド ッッッッッッッッ ルル 、、、、、、 ププノノプププ 動動アアアアアア スス ル ビビュ 運コヘヘ 真真ッッッッッッッッ 111 2＊＊＊＊＊＊＊＊ ッッッッッッッッ ーーーー アアアアアアド 運ド ビビ真真 動動運トトドド ッッッッッッッッ ルル 、、、、 プノノププ 動動アアアアアア スス ル ビュ 運コヘ 真真ッッッッッッッッ 111 22＊＊＊＊＊＊＊＊ ッッッッッッッッ ーーーー アアアアアアド 運ド ビビビ

55660000 MMN22722. ～8855660000 MMN422. ～～距 範囲離離離離範範距 囲離離範範範範離
99 Wk.4WWkk44出力力

)（（ ド 、ババンン 0000330099 NPPXzHMzHM14 ±± ンドドバ ドバ）（（ ド 、バババン 0000330099 NPPXzHMzHMM14 ±± ンドドバ ドバ数数 式式波波波波数数周周 波波 電よよ 型おお 式式びび周 型型型周 波波波波数数 電電電おお 電電びび 波波波波 式数数 び

))((pp))((pp 、、 330000SS88000000SS 7BBRRmmrr47BRRmmrr422 --pp88 mmrr4転回 数数数数転転回 数数数数数転
)()（（ 平平 水水水水 直直 、、、、 垂垂 33553399 A1NX2222.12222A221NX.1 水水水水 直直 平平平平 平平 °°°°°°°°)()（（ 平平 水水水水 直直 、、、、 垂垂 33553399 A1NX2222.1A221NX2222.1 水水水水 直直 平平平平 平平 °°°°°°°°幅幅ムムビビー 幅ビビビビ 幅

））（（イイオオ 、、タタ ププププ 型型ンン cc08833cc0 mm1A1NXmm221A221NX ：： 型型 型型ー 型型ンン ：：））（（イイオオ 、、タタ ププププ 型型ンン cc08833cc0 mm1A1NXmm221A221NX ：： 型型型 型型ー 型型ン ：：イイタタ ププ
トッ イイアスス レレロッッッ アアトッ イイアスス レレロッッッ アア式式型式式型型型式

566000 MMN22722. ～885660000 MMN422. ～～示表 レレ示示 ンジジンジジジジ示
)(( GGS0066008 AV×)(( GGSS0066008 AV×度度像像像解解解解 度解解

液液晶晶液液液液カカララ型1.21 型型型 ー型 液晶液液液ラ液液晶晶液液液液カララ型12.1 型型型 ー型 液液晶液液液ラ面面画 イイタ プ画

,,,998,000円 （税込 1,097,800円）｠ （XN13A）,,,948,000円 （税込 1,042,800円）｠ （XN13A）,,,,1,018,000円 （税込 1,119,800円）｠ （XN13A）

,,,950,000円 （税込 1,045,000円）｠ （XN12A）,,900,000円 （税込 990,000円）｠ （XN12A）,,,970,000円 （税込 1,067,000円）｠ （XN12A）
価標準価格標準価格

空中線部：DRSシリーズ(別売り)空中線部：DRSシリーズ(別売り) 空中線部：DRSシリーズ(別売り)空中線部：DRSシリーズ(別売り)
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ハイブリッドヘディングセンサー
ハイブリッドヘディングセンサー

型　式 PG-500 PG-700

標準価格 128,000円 （税込 140,800円） 110,000円 （税込 121,000円）｠

総合
方位精度 1.0°rms（水平）、1.5°rms（傾斜角30° 以下） ±1.0 °（水平）、±10.0°（傾斜角30° 以下）、±20.0°（傾斜角45° 以下）
方位分解能 0.1° 0.1 °
最大検出角速度 30°/s 100 °/s
電源

DC 12-24 V：0.12-0.03 A DC12 V：0.1 A（LEN：3）
環境条件
使用温度範囲 -15 °C°C ～ ＋55 °C°C -15 °C °C ～ ＋55 °C °C + G106
保護等級 IPX5 IP55
構成/外形寸法/質量

成成成標準構成標準構成構構構構準準標標標 構準構標 本体、ケーブル 本体、ケーブル
外形寸法 152 (W) x 62 (H) x 130 (D) mmmm 139 (W) x 71 (H) x 112 (D) mmmmmmmmmmmm
質量 0.3 kg 0.3 kg0.3 kg0.3 kg質量

mmmm139 (W) x 71 (H) x 112 (D)mmmm152 (W) x 62 (H) x 130 (D)外形寸法
体体本体、ケーブルーブル体体本体、ケーブルーブル成成構準標標標 構構標標準準標標準 成準

IP55IPX5保護等級
+ G106CC55CC ～＋ °°°°15-CC55CC ～＋ °°°°15-範使用温度範囲

）DC12 V：0.1 A（LEN：3C 12-24 V：0.12-0.03DC 12-24 V：0.12-0.03 A

100 °/s30°/s速最大検出角速度
0.1 °0.1°方位分解能位分解能

）（）（）±1.0 °（水平）、±10.0°（傾斜角30° 以下）、±20.0°（傾斜角45° 以下）（）1.0°rms（水平）、1.5°rms（傾斜角30° 以下方位精度

110,000円 （税込 121,000円）,000円 （税込 140,128,000円 （税込 140,800円）価標準価格標準価格

ハイブリッドヘディングセンサブリッドヘディングセンサー

サテライトコンパス

型　式 SC-33 SC-70

標準価格 280,000円 （税込 308,000円）｠ 450,000円 （税込 495,000円）｠

総合
受信周波数 1575.42 MHz（GPS/Galileo/QZSS/SBAS）、1602.5625 MHz（GLONASS） 1575.42 MHz（GPS/Galileo/QZSS/SBAS）、1602.5625 MHz（GLONASS）
受信コード C/Aコード（GPS/QZSS/SBAS）、E1B（Galileo）、L10F（GLONASS） C/Aコード（GPS/QZSS/SBAS）、E1B（Galileo）、L10F（GLONASS）
姿勢角精度 ヘディング/ロール/ピッチ：0.4° rms ヘディング/ロール/ピッチ：0.4° rms
追従角速度 45°/秒 45°/秒
ヒーブ精度 5 cm（1σ） 5 cm（1σ）
姿勢角静定時間 約90秒 約90 秒

測位精度 GNSS：約5 m （2 drms、HDOP<4）、MSAS：約4 m （2 drms、HDOP<4）、
WAAS：約3 m （2 drms、HDOP<4）

GNSS：約5 m （2 drms、HDOP<4）、MSAS：約4 m （2 drms、HDOP<4）、
WAAS：約3 m （2 drms、HDOP<4）

初期測位時間 約60秒 約60 秒
更新周期 姿勢角：最大50 Hz、位置：最大 10 Hz 姿勢角：最大50 Hz、位置：最大 1 Hz
表示部
表示器 ̶̶ 4.3 型カラー LCD
インターフェイス
ポート数 NMEA2000：1 ポートNMEA2000：1 ポート NMEA2000｠：1 ポート、NMEA0183：8 ポート 他NMEA2000｠：1 ポート、NMEA0183：8 ポート 他
電源

DC12-24 V：0.4-0.2 A（LEN：11、9 V時） 接続箱：DC12-24 V: 2.1-1.1 A
環境条件
使用温度範囲 -25 °C ～ ＋55 °C（保存温度°C（保存温度：-30 °C °C ～ ＋70 °C）°C） センサーユニット：-25 °C °C ～ ＋55 °C°C 表示部・接続箱：-15 °C°C ～ ＋55 °C°C
保護等級 IP56 センサーユニット：IP56、表示部：IP22、接続箱：IP20（IP22：壁掛装備）
構成/外形寸法/質量

成成成標準構成標準構成構構構構準準標標標 構準構標 センサーユニット 表示部、センサーユニット、接続箱
外形寸法 685 (W) x 141 (H) x 264 (D) mmmm 表示部：172 (W) x 146 (H) x 107 (D) mmmm、

センサーユニット：685 (W)x 141 (H) x 264 (D) mmmm
質量 2.8 kg 表示部：約0.7 kg、センサーユニット：約2.8 kg、接続箱：2.9 kg表示部：約0.7 kg、センサーユニット：約2.8 kg、接続箱：2.9 kg2.8 kg質質量

mmmm)()()センサーユニット：685 (W)x 141 (H) x 264 (D
、mmm表示部：172 (W) x 146 (H) x 107 (D)mmm)()()685 (W) x 141 (H) x 264 (D外形寸法

表示部、センサーユニット、接続箱センサーユニット成成構準準標標 構標標準準標標準 成準

）サーユニット：IP56、表示部：IP22、接続箱：IP20（IP22：壁掛装備センサーユニット：IP56、表示部：IP22、接続箱：IP20（IP22：壁掛装6IP5保護等級
CC55CC ～＋ °°°°15-表示部・接続箱CC55CC 続＋ ：～ 部・接続箱°°°° 示部 接続箱：25-センサーユニットンサーユニット：ニット：））CC0CC ～ ＋7 °°°°03-（ 度存存存存保保保保 温度温C55CC ＋ ：～ 温温温°° ：温25-範使用温度範囲

接続箱：DC12-24 V: 2.1-1.1 A）DC12-24 V：0.4-0.2 A（LEN：11、9 V時

他他トト ポポ 他他、 88338800000000 1AEMMN122AEMN ポポポ ポポポポ ：： ーー ：： ポポポポトポ000000 122AEMN ポポポ： ー： ポポポート数

4.3 型カラー LCD̶̶表示器

姿勢角：最大50 Hz、位置：最大姿勢角：最大50 Hz、位置：最大 1 Hz姿勢角：最大50 Hz、位置：最大 10 Hz更新周期
秒秒約約60 秒秒秒秒約約60秒秒初期測位時間

）WAAS：約3 m （2 drms、HDOP<4
）（）約5 m （2 drms、HDOP<4）、MSAS：約GNSS：約5 m （2 drms、HDOP<4）、MSAS：約4 m （2 drms、HDOP<4）、

）WAAS：約3 m （2 drms、HDOP<4
）（）約5 m （2 drms、HDOP<4）、MSAS：約GNSS：約5 m （2 drms、HDOP<4）、MSAS：約4 m （2 drms、HDOP<4）、測測位精度

秒秒約約90 秒秒秒秒約約90秒秒姿勢角静定時間
）5 cm（1σ）5 cm（1σヒーブ精度

秒45°/秒°/秒秒45°/秒°/秒追従角速追従角速度
ヘディング/ロール/ピッチ：0.4° rmsディング/ロール/ピッチヘディング/ロール/ピッチ：0.4° rms姿姿勢角精度

）（）（）C/Aコード（GPS/QZSS/SBAS）、E1B（Galileo）、L10F（GLONASS）（）（）C/Aコード（GPS/QZSS/SBAS）、E1B（Galileo）、L10F（GLONASS信受信コード受信コ ド
）（）1575.42 MHz（GPS/Galileo/QZSS/SBAS）、1602.5625 MHz（GLONASS）（）1575.42 MHz（GPS/Galileo/QZSS/SBAS）、1602.5625 MHz（GLONASS信受信受信周波数

450,000円 （税込 495,000円）280,000円 （税込 308,000円）価標準価格標準価格

サテライトコンパス™
サテライトコンパス

型　式 SCX-20 SCX-21

標準価格 350,000円 （税込 385,000円）｠ 350,000円 （税込 385,000円）｠

総合
受信周波数 1575.42 MHz (GPS/Galileo/QZSS/SBAS)、1602.5625 MHz（GLONASS）
受信コード C/Aコード（GPS/QZSS/SBAS）、E1B（Galileo）、L1OF（GLONASS）
姿勢角精度 ヘディング/ロール/ピッチ 1.0°rms（静止時）、0.5°rms（動揺時）
追従角速度 45°/秒
ヒーブ精度 5 cm（1σ）
姿勢角静定時間 約60秒
測位精度 GNSS：約5 m（2 drms、HDOP<4）、MSAS ：約4 m（2 drms、HDOP<4）、WAAS：約3 m（2 drms、HDOP<4）
初期測位時間 約50秒
更新周期 姿勢角：最大50 Hz、位置：最大 10 Hz
インターフェイス
ポート数 NMEA2000：1 ポートNMEA2000：1 ポート NMEA0183：NMEA0183：送信 3 ポート、受信 2 ポート、PPS：1 チャンネル、RS-485、立ち上がりエッジ同期PPS：1 チャンネル、RS-485、立ち上がりエッジ同期
電源

DC12-24 V：0.2-0.1 A（LEN：4 @9 V 時） DC12-24 V：0.2-0.1 A
環境条件
使用温度範囲 -25 °C ～ ＋55 °C（保存温度°C（保存温度：-30 °C ～ ＋70 °C）°C）
保護等級 IP56
構成/外形寸法/質量
標準構成標準構成 センサーユニット、ルーフマウントキットまたはポールマウントキット標準選択 センサーユニット、ポールマウントキット
外形寸法 250 (W) x 74 (H) x 194 (D) mmmm 250 (W) x 74 (H) x 194 (D) mmmm
質量 1.0 kg 1.0 kg1.0 kg1.0 kg質量

mmmm250 (W) x 74 (H) x 194 (D)mmmm250 (W) x 74 (H) x 194 (D)外形寸法形寸法
キセンサーユニット、ポールマウントキット標準選択センサーユニット、ルーフマウントキットまたはポールマウントキット標準選択成成構準標標標 構標標準標標準 成準

IP56保護等級
））CC0CC ～ ＋7 °°30-（（ 度存存保保保保 温度度温CC55CC ＋ ：～ 温温°° ：温25-使用温度範囲

DC12-24 V：0.2-0.1 A）DC12-24 V：0.2-0.1 A（LEN：4 @9 V 時

期同期ャ ネ ッルチ 、、 りりがちち上ル 立ン ジ58SS 4R1PP 期エ： 立立 同ネ 期が- ッッッジン 同： ジジ立 が ジが ジ送信 3 ポート、受信 2 ポート送信 3 ポート、受信 2 ポート、ポ信 3 ポ ト 受信33801AEMMN ：：トポ0000 12AEMMN ポポ： ー： ポポポート数

姿勢角：最大50 Hz、位置：最大 10姿勢角：最大50 Hz、位置：最大 10 Hz更新周期
秒秒約約50秒秒初期測位時間

）（）（）GNSS：約5 m（2 drms、HDOP<4）、MSAS ：約4 m（2 drms、HDOP<4）、WAAS：約3 m（2 drms、HDOP<4測測位精度
秒秒約約60秒秒姿勢角静定時間
）5 cm（1σヒーブ精度

秒45°/秒°/秒追従角速追従角速度
）（）ヘディング/ロール/ピッチ 1.0°rms（静止時）、0.5°rms（動揺時姿姿勢角精度

）（）（）C/Aコード（GPS/QZSS/SBAS）、E1B（Galileo）、L1OF（GLONASS信受信コード受信コ ド
(GPS/Galileo/QZSS/SBAS)1575.42 MHz (GPS/Galileo/QZSS/SBAS)、1602.5625 MHz（GLONASS）信受信受信周波数

,000円 （税込 385, ）350,000円 （税込 385,000円,000円 （税込 385, ）350,000円 （税込 385,000円価標準価格標準価格

サテライトコンパス™
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GPS受信機／GPS航法装置
GPS受信機 GPS航法装置

型　式 GP-330B GP-39

標準価格 52,000円 （税込 57,200円）｠ 69,800円 （税込 76,780円）｠

総合
受信周波数 1575.42 MHz ̶̶

測位精度 GPS: 10 m 以下（2 drms）、MSAS: 7 m 以下（2 drms） GPS 10 m（95％時間、HDOP≦4）、WAAS 3 m（95％時間、HDOP≦4）
MSAS 7 m（95％時間、HDOP≦4）、QZSS（SLAS） 3 m（95％時間、HDOP≦4）

初期捕捉時間 約60 秒（コールドスタート時） 約12秒（ウォームスタート時）、約90秒（コールドスタート時）約12秒（ウォームスタート時）、約90秒（コールドスタート時）
追尾速度 999 kn 1000 kn1000 kn
指示器 ̶̶ 4.2 型カラー液晶
有効表示範囲 ̶̶ 480 x 272（WQVGA）
表示モード ̶̶ プロッタ、ハイウェイ、操船、航法データ、衛星モニター、ユーザー
記憶点数 ̶̶ 航跡3,000点、目的地10,000点（13桁のコメント付）
受信コード ̶̶ GPS: C/A コード、SBAS: L1 C/A
インターフェース

CAN bus：1ポートもしくはNMEA0183：1ポート選択CAN bus：1ポートもしくはNMEA0183：1ポート選択 NMEA0183：1ポート、USB：1ポート
電源

DC 12 V: 90 mA 以下 12-24 V: 0.7-0.3 A
環境条件
使用温度範囲 -25 °C°C ～ ＋55 °C°C ̶̶
保護等級 IP56 ̶̶
構成/外形寸法/質量
標準構成標準構成 GPS受信機 指示部、GPSアンテナ
外形寸法 φ 89 x H 83.2 mmmm 184 (W) x 135 (H) x 92.5 (D) mm184 (W) x 135 (H) x 92.5 (D) mm8 D4 998
質量 0.22 kg 0.4 kg0.4 kg0.22 kg質量

)(()(()(( 595538 mmD.22xH1xW41mmφ 89 x H 83.2外形寸法
指示部、GPSアンテ指示部、GPSアンテナ信GPS受信機成成構準準標標 構構標標準準標標準 成準

̶̶IP56保護等級
̶̶C55C ～＋ °°°25-使用温度範囲

0.7-0.312-24 V: 0.7-0.3 ADC 12 V: 90 mA 以下

トNMEA0183：1ポート、USB：1ポー選選択択く トトト ポポ ししも はは 38800ssubbCC 11AEMN1NA ポポポ ポポポ 選選：： 選ーー 選選：： 選選ポポポポ

GPS: C/A コード、SBAS: L1 C/A̶̶受信コード受信コ ド
）航跡3,000点、目的地10,000点（13桁のコメント付̶̶記憶点記憶点数

プロッタ、ハイウェイ、操船、航法データ、衛星モニター、ユーザ操船 航法データ 衛星モニター ユーザー̶̶示表示モード示モ ド
）480 x 272（WQVGA̶̶有効表示範囲

4.2 型カラー液晶̶̶指示器
000000 nnk1999 kn追尾速追尾速度

）（（）（（ 秒秒秒約約約秒秒秒約約約 時時 トドトォ ル、 タタタタム ススウウ ル 時時 009約約 21 コ約約 時時 約約約 秒秒 ーーーー 秒秒秒秒 秒秒秒 ドドド）約60 秒（コールドスタート時初初期捕捉時間
）（）（）MSAS 7 m（95％時間、HDOP≦4）、QZSS（SLAS） 3 m（95％時間、HDOP≦4

）（）GPS 10 m（95％時間、HDOP≦4）、WAAS 3 m（95％時間、HDOP≦4）（）GPS: 10 m 以下（2 drms）、MSAS: 7 m 以下（2 drms測測位精度

̶̶1575.42 MHz受信受信周波数

69,800円 （税込 76,780円）52,000円 （税込 57,200円）価標準価格標準価格

GPS受信機／GPS航法装置GPS受信機／GPS航法装置

オートパイロット
オートパイロット

型　式 NAVpilot-300 NAVpilot-711C

標準価格 191,000円 （税込 210,100円）｠（追従発信器なし） 右欄外参照右欄外参照

操作部
表示器 4.1 型カラー液晶 4.1 型カラー液晶
解像度 320×240（QVGA） 320×240（QVGA）
輝度 700 cd/m2 700 cd/m2

制御部
操舵モード 手動、オート、ドッジ、ターン、

アドバンスドオートモード＊1、NFU（非追従操舵）、
フィッシュハンター™＊1、NAVモード＊1、SABIKI™モード＊3

手動、オート、ドッジ、ターン、リモート、
アドバンスドオートモード＊1、FU、NFU（非追従操舵）、

フィッシュハンター™＊1、ウインドモード＊2、
NAVモード＊1、SABIKI™モード＊3

舵角比調整 自動、手動（1～20） 自動、手動（1～20）
当舵量調整 自動、手動（0～20） 自動、手動（0～20）
トリム調整 自動、-5°（左舷）～+5°（右舷） 自動、手動（1～20）
変針速度 1～10 度/ 秒 1～10 度/ 秒
警報 偏角、コースずれ＊1、到着＊1、船速＊1、ワッチ、航行距離＊1 偏角、コースずれ＊1、到着＊1、船速＊1、水深、

水温、風向風速＊2、ワッチ、航行距離＊1、他
ポンプ駆動 10 A（通常）、20 A（5 秒以下） 25 A（通常）、50 A（5 秒以下）
ジェスチャーコントローラ
表示器 1.28 型TFT 液晶、128×128 ̶̶
通信距離 見通し10 m＊4 ̶̶
通信方式 Bluetooth ̶̶
インターフェイス（制御部）
ポート数ポート数 NMEA0183 ̶̶ 2 ポート（IPS 接続ユニット用ポートを含む）

NMEA2000 1 ポート
CAN bus 1 ポート、EVCシステム接続 ̶̶
接点信号 入力 3 ポート 入力 2 ポート、出力 2 ポート
USB 1 ポート、保守用 1 ポート、保守用

Bluetooth LEBluetooth LE＊5＊5 周波数 2.4 GHz ̶̶
送信出力 +4 dBm ̶̶

電源
制御部 DC12-24 V：0.22 A 以下 DC12-24 V：4.0-2.0 A（操作部6 台接続時）
操作部 DC15 V：0.29 A 以下 ̶̶
ジェスチャーコントローラ DC3 V、単4 乾電池2 本 ̶̶
環境条件
使用温度範囲 -15 °C°C ～ ＋55 °C°C -15 °C°C ～ ＋55 °C°C
保護等級 操作部：IP56、制御部：IP55、

ジャスチャーコントローラ：IP65/67
操作部：IP56、制御部：IP20、

追従発信器・IPS接続ユニット：IPX5
構成/外形寸法/質量
標準構成 操作部、制御部、ジェスチャーコントローラ 操作部、制御部、追従発信器＊6

外形寸法 操作部：115 (W) x 115 (H) x 32 (D) mmmm、
制御部：255 (W) x 240 (H) x 75 (D) mmmm、

ジェスチャーコントローラ：55 (W) x 132 (H) x 28 (D) mmmm

操作部：115 (W) x 115 (H) x 73 (D) mmmm、
制御部：255 (W) x 219 (H) x 90 (D) mmmm

質量 操作部：0.25 kg、制御部：1.5 kg、
ジェスチャーコントローラ：0.12 kg 操作部：0.33 kg、制御部：1.9 kg

※オートパイロットには方位センサーの接続が必要です。
＊1  航法データが必要です。　＊2 風向風速データの入力が必要です。　＊3 船速データの入力が必要です。　＊4  周囲の環境により変化します。　＊5  制御部－ジャスチャーコントローラ間　＊6  追従発信器とインターフェイスキットは購入時選択です。＊1  航法データが必要です。　＊2 風向風速データの入力が必要です。　＊3 船速データの入力が必要です。　＊4  周囲の環境により変化します。　＊5  制御部－ジャスチャーコントローラ間　＊6  追従発信器とインターフェイスキットは購入時選択です。
オートパイロットには方位センサーの接続が必要です※オートパイロットには方位センサーの接続が必要です。

g操作部：0.33 kg、制御部：1.9 kジェスチャーコントローラ：0.12 kg
g操作部：0.25 kg、制御部操作部：0.25 kg、制御部：1.5 kg、質質量

mmmm)()()制御部：255 (W) x 219 (H) x 90 (D
、mmmm)()()操作部：115 (W) x 115 (H) x 73 (D

mmm)()()ジェスチャーコントローラ：55 (W) x 132 (H) x 28 (D
、mmmm)()()制御部：255 (W) x 240 (H) x 75 (D
、mmm)()()操作部：115 (W) x 115 (H) x 32 (D外形寸法

操作部、制御部、追従発信器 6信 ＊操作部 制御部 追従発信器部部制制部操作部、制御部、ジェスチャーコント操作部、制御部、ジェスチャーコントローラ標準構成

追従発信器・IPS接続ユニット：IPX5
部部制制部操作部：IP56、制御操作部：IP56、制御部：IP20、

ャジャスチャーコントローラ：IP65/6ジャスチャーコントローラ：IP65/67
部部制制部操作部：IP56、制御操作部：IP56、制御部：IP55、保護等級

CC55CC ～＋ °°°°15-CC55CC ～＋ °°15-範使用温度使用温度範囲

̶̶DC3 V、単4 乾電池2 本チャーコントジェスチャーコントローラ
̶̶DC15 V：0.29 A 以下部操作部

）DC12-24 V：4.0-2.0 A（操作部6 台接続時DC12-24 V：0.22 A 以下部部制制御部

̶̶d+4 dBm出信信送信出力
̶̶2.4 GHz周波数ttootteuu ELhhlBB 55＊＊

用保1 ポート、保守用保1 ポート、保守SU B
入力 2 ポート、出力2 ポート、出力 2 ポート3 ポート入力接点信接点信号

̶̶1 ポート、EVCシステム接続ポ ト EVCシステム接続subCAN
1 ポート00NMEA20

）2 ポート（IPS 接続ユニット用ポートを含む̶̶38NMEA01数数数数トトポポポー 数数ポポ 数数数

̶̶tooteBluetooth通信方通信方式
̶̶見通し10 m＊4通通信距離
̶̶液晶1.28 型TFT 液晶、128×128表示器

）（）25 A（通常）、50 A（5 秒以下）（）10 A（通常）、20 A（5 秒以下駆ポンプ駆動
風向風速 距 他行水温、風向 航行距離温 航風向風 ッ温 他チ、航行距 、、ワッチ、、 ワ水温、風向風速 ッ温 航行距離 12 ＊＊ 行速 航温 行距離

速偏偏 深角 到 水船着 船 深ず 、水深、、、、 れ 到ス 着偏 水コ 速到ースず 深ず 船 深船 111 ＊＊＊ 速 深偏速 距偏偏角 行到 船着 船 ッチ、航行距離ず 、ワッチ、航行距、、、コースずれ 到 ワス 着偏角、コ 速到 ッースず 船 航船 離 1111 ＊＊＊＊ 行速 航行距離偏報報警
1～10 度/ 秒秒1～10 度/ 秒秒変針速変針速度

）自動、手動（1～20）（）5°（左舷）～+5°（右舷-自動動、調トリム調整調整
）自動、手動（0～20）自動、手動（0～20当 調舵量調整当舵量調整
）自動、手動（1～20）自動、手動（1～20舵角比調整舵角比調整
ドド 、SABIKI™モモ SABIKINAV ーー ™ 31 ＊＊ ドド ドド
ドドッ イィ 、、タ ウフィッシュハ ンドモッシュハン ーシュハンター™ 21 ＊＊ ンシュハン ドモ ドドモ ド

）（非追従操舵ドトドドバンスドオ 、NFU（非追従操舵）、、アドバンスドオートモ FU、NFU（非追ートモー 操ア 舵1 舵＊ン 従ドバンスドオ トモ ド 追従操バ 従ドバンスドオ トモ ド
手動、オート、ドッジ、ターン、リモート動、オート、ドッジ、ターン、リモート、

ドドィッ 、フィッシュハンタ モモシュハン SABIKINAVッシュ ーーシュハンター ™™ 、 311 ＊＊＊シュハン ドド ドド
）（非追従操舵ドトドドバンスドオ 、NFU（非追従操舵）、アドバンスドオートモ NFU（非追ートモー 操ア 舵1 舵＊ン 従ドバンスドオ トモ ド 追従操バ 従ドバンスドオ トモ ド

手動、オート、ドッ動、オート、ドッジ、ターン、舵操操舵モードド

dc00700 cd/m2dc0700 cd/m2輝度
）320×240（QVGA）320×240（QVGA解像度

液晶4.1 型カラー液晶液晶4.1 型カラー液晶表示器

外外参外外右右 照照照欄欄欄欄欄 照照照照参照参照参参照,,191,000円 （税込 210,100円）｠（追従発信器なし）価標準価格標準価格

オートパイートパイロット
NAVpilot-711C本体価格

NAVpilot-711-C－J-0A
219,000円

（税込 240,900円）｠ 追従発信器なし

NAVpilot-711-C－J-2A
261,000円

（税込 287,100円）｠ 追従発信器あり

NAVpilot-711-C－J-3A
598,000円

（税込 657,800円）｠
VOLVOインターフェイスキット 

FAP- 6300 構成

ACCU-STEERリバーシブルポンプ価格
HRP-05

120,000円
（税込 132,000円）｠

12 Vまたは24 V選択
500 cc/min 船外機クラス

HRP-11
142,000円

（税込 156,200円）｠
12 Vまたは24 V選択

990 cc/min 船内外機クラス

HRP-17
163,000円

（税込 179,300円）｠
12 Vまたは24 V選択
1580 cc/min　

HRP-35
322,000円

（税込 354,200円）｠
12 Vまたは24 V選択
 0 ～ 2950 cc/min 0 ～ 2950 cc/min
12 Vまたは24 V選択

（税込 354,200円）
,322,000円

1580 cc/min
12 Vまたは24 V選択

（税込 179,300円）
,163,000円

船内外機クラ990 cc/min 船内外機クラス
12 Vまたは24 V選択

（税込 156,200円）
,142,000円

外外船外機クラ500 cc/min 船外機クラス
選12 Vまたは24 V選択

（税込 132,000円）
,120,000円

価ACCU-STEERリバーシブルポンプ価格バーシブルポンプ価格

FAP- 6300 構成
VOLVOインターフェイスキット

（税込 657,800円）
,598,000円

追従発信器追従発信器あり, ）（税込 287,100円
,261,000円

追従発信器な追従発信器なし（税込 240,900円）
,219,000円

NAVpilot-711C本体価格ilot-711C本体価格
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インスツルメント
インスツルメント

型　式 FI-70

標準価格 70,000円 （税込 77,000円）

総合
表示部 4.1 型カラー液晶、
解像度 320× 240（QVGA）
輝度 700 cd/m2

ブザー音量 55 dB 以上
表示モード アナログメーター、グラフ、ハイウェイ、レースタイマー、簡易AIS、データボックス
表示データ 船速、風向風速、船首方位、進路、航法情報、船体情報、エンジン情報、タンク情報、水深、

周辺環境情報、電圧情報
インターフェイス
ポート数 NMEA2000：1 ポート
電源

DC15 V：0.25 A 以下（LEN 値：3）
環境条件
使用温度範囲 -15 °C °C ～ ＋55 °C°C
保護等級 IP56
構成/外形寸法/質量
構成 カラーインスツルメント FI-70
外形寸法 115 (W) x 115(H) x 32(D) mm
質量 0.22 kg0.22 kg質量

)()()115 (W) x 115(H) x 32(D) mm外形寸法
カラーインスツルメント FI-70構成

6IP5保護等級
C55C ～＋ °°°°15-範使用温度範囲

）DC15 V：0.25 A 以下（LEN 値：3

NMEA2000：1 ポートポート数

圧辺環境周辺環境情報、電圧情報
船速、風向風速、船首方位、進路、航法情報、船体情報、エンジン情報、タンク情報、水深船速、風向風速、船首方位、進路、航法情報、船体情報、エンジン情報、タンク情報、水深、示表示デ示データ
アナログメーター、グラフ、ハイウェイ、レースタイマー、簡易AIS、データボックアナログメーター、グラフ、ハイウェイ、レースタイマー、簡易AIS、データボックス示表示モード示モ ド

以55 dB 以上音ブザー音量
00 cd700 cd/m2輝度

）320× 240（QVGA解像度
液晶4.1 型カラー液晶、部表示部

70,000円 （税込 77,000円）価標準価格標準価格

インスツルメント リモートディスプレイ
リモートディスプレイ

型　式 RD-33

標準価格 49,800円 （税込 54,780円）｠

総合
表示器 4.3 型カラー液晶
解像度 WQVGA（480 x 272ドット）
表示データ 船速、船首方位、風向・風速、タイマー、航海情報、環境変数、舵角、エンジン情報、漁労
インターフェイス
ポート数 CAN bus；2ポート、NMEA0183：1ポート
電源

DC 15 V：LEN6（CAN bus 接続時）、DC 12-24 V、0.2-0.1 A（CAN bus 非接続時）
環境条件
使用温度範囲 -15 °C °C ～ ＋55 °C°C
保護等級 IP56
構成/外形寸法/質量
標準構成 リモートディスプレイ
外形寸法 172 (W) x 146 (H) x 88 (D) mm
質量 0.7 kg（ハンガー含む）0.7 kg（ハンガー含む）質質量

)()()172 (W) x 146 (H) x 88 (D) mm外形寸法
トリモートディスプレイ標準構成

6IP5保護等級
C55CC ～＋ °°°°15-範使用温度使用温度範囲

）（）DC 15 V：LEN6（CAN bus 接続時）、DC 12-24 V、0.2-0.1 A（CAN bus 非接続時

トCAN bus；2ポート、NMEA0183：1ポーポート数

船速、船首方位、風向・風速、タイマー、航海情報、環境変数、舵角、エンジン情報、漁労船速 船首方位 風向・風速 タイマー 航海情報 環境変数 舵角 エンジン情報 漁労示表示デ示データ
）WQVGA（480 x 272ドット解像度

晶晶4.3 型カラー液晶表示器

,49,800円 （税込 54,780円）価標準価格標準価格

リモートデリモートディスプレイ

ディスプレイ
カラー液晶ディスプレイ

型　式 MU-150HD MU-190HD

標準価格 625,000円 （税込 687,500円）｠ 722,000円 （税込 794,200円）

総合
表示器 15 型カラー液晶 19型カラー液晶
解像度 XGA（1024× 768 ドット） SXGA（1280× 1024ドット）
輝度 1,000 cd/m2 1,000 cd/m2

コントラスト 600：1 900：1
視野角 160°（上下左右80 °以上） 160°（上下左右80 °以上）
インターフェイス アナログRGB：1ポート、D-sub/15ピン

DVI-D：2 ポート、DVI-D
コンポジット：3 ポート、NTSC/PAL

アナログRGB：1ポート
DVI-D：2ポート

コンポジット：3ポート
電源

DC12-24 V：2.8-1.4 A DC12-24 V：8.4-3.9 A
環境条件
使用温度範囲 -15 °C°C～ ＋55 °C°C -15 °C°C ～ ＋55 °C°C
保護等級 IP56（前面パネル）、IP22（背面） IP56（前面パネル）、IP22（背面）
構成/外形寸法/質量
標準構成 ディスプレイユニット（ハンガー別売） ディスプレイユニット（ハンガー別売）
外形寸法 372 (W) x 322 (H) x 96 (D) mm 450 (W) x 397 (H) x 109 (D) mm
質量 フラッシュマウントタイプ：5.4 kg フラッシュマウントタイプ：8.2 kgフラッシュマウントタイプ：8.2 kgフラッシュマウントタイプ：5.4 kg質質量

)()()450 (W) x 397 (H) x 109 (D) mm)()()372 (W) x 322 (H) x 9672 (W) x 322 (H) x 96 (D) mm外形寸法
）ディスプレイユニット（ハンガー別売）ディスプレイユニット（ハンガー別売標準構成

）（）IP56（前面パネル）、IP22（背面）（）IP56（前面パネル）、IP22（背面保護等級
C55CC ～＋ °°15-CC55C～＋ °°15-範使用温度範囲

DC12-24 V：8.4-3.9 ADC12-24 V：2.8-1.4 A

トコンポジット：3ポー
DVI-D：2ポート

アナログRGB：1ポート

トンポジット：3 ポート、NTSCコンポジット：3 ポート、NTSC/PAL
ポート、DVI-D：2 ポート、DVI-D

アナログRGB：1ポート、アナログRGB：1ポート、D-sub/15ピンイインタンターフェイス
）160°（上下左右80 °以上）160°（上下左右80 °以上視野角

900：1600：1コントラスト
1,000 cd/m21,000 cd/m2輝度

）SXGA（1280× 1024ドット）XGA（1024× 768 ドット解像度
19型カラー液晶液15 型カラー液晶表示器

,, ）円 （税込 794,200円000 794,2722 税込,000円 （税込 687, ）625,000円 （税込 687,500円価標準価格標準価格

デディスプレイ

通信機器
AIS受信機 簡易型AIS

型　式 FA-40 FA-60

標準価格 90,000円 （税込 99,000円）｠ 150,000円 （税込 165,000円）｠

送受信部
周波数範囲 ̶̶ 161.500 MHz ～ 162.025 MHz（F1D)、日本国内用
送信電力 ̶̶ 2 W
受信周波数範囲 156.025 MHz ～ 162.025 MHz 161.500 MHz～ 162.025 MHz、日本国内用
チャンネル間隔 25 kHz（AIS 受信部） 25 kHz（AIS 送受信部）
GPS受信部
受信チャンネル GPS：12チャンネルパラレル、SBAS：2 チャンネル、14衛星追尾 GPS：12チャンネルパラレル、SBAS：2 チャンネル、14衛星追尾
受信周波数 1575.42 MHz 1575.42 MHz
受信コード C/Aコード C/Aコード
測位精度 GPS:13 m以内(2 drms, HDOP<4) GPS:13 m以内(2 drms, HDOP<4)
電源

DC12-24 V：0.3-0.2 A DC12-24 V：：1.1-0.6 A（送信時）、0.3-0.2 A（受信時）
環境条件
使用温度範囲 -15 °C °C ～ ＋55 °C°C -15 °C °C ～ ＋55 °C°C
保護等級 IP55 IP55
構成/外形寸法/質量
標準構成 本体、ケーブル、AISセッティングツールCD 本体、GPSアンテナ、ケーブル、AISセッティングツールCD
外形寸法 190 (W) x 55 (H) x 131 (D) mm 190 (W) x 55 (H) x 131 (D) mm
質量 0.45 kg 0.45 kg質量
外形寸法
標準構成

保護等級
使用温度範囲

測 度測位精度
信受信コード受信コ ド
信受信受信周波数
信受信チャンネル受信チャンネル

間チャンネル間隔隔
受信周波数範囲
信信送信電力
範周波数範囲

,150,000円 （税込 165,000円）,90,000円 （税込 99,000円）価標準価格標準価格

通通信機器
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通信機器
気象ファクシミリ受画装置

型　式 FAX-30

標準価格(税抜) 190,000円 （税込 209,000円）｠

受信部
受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン
受信周波数 FAX：80～160 kHz、2～25 MHz、NAVTEX：490 KHz、518 KHz
電波型式 FAX：F3C/J3C、NAVTEX：F1B
チャンネル数 1000チャンネル
記憶容量 FAX：最大12画像、NAXTEX：130メッセージ
電源

DC 12-24 V：：1.0-0.5 A
環境条件
使用温度範囲 -15 °C °C ～ ＋55 °C°C
保護等級 IPX2
構成/外形寸法/質量
標準構成 ファクシミリ受画装置
外形寸法 217 (W) x 300 (H) x 48 (D) mm
質量 2.0 kg2.0 kg質質量

(W) x 300 (H) x 48 (D)217 (W) x 300 (H) x 48 (D) mm外形寸法
装ファクシミリ受画装置ァクシミリ受画装置標準構成

IPX2保護等級
C55C ～＋ °°°°15-使用温度範使用温度範囲

1.0-0.5 A：：：：DC 12-24 V

FAX：最大12画像、NAXTEX：130メッセージジ記憶容記憶容量
チャンネル1000チャンネルチャンネル数

3C/J3C、FAX：F3C/J3C、NAVTEX：F1B式電波型式
、、FAX：80～160 kHz、2～25 MHz、NAVTEX：490 KHz、518 KHz受信受信周波数

ダブルスーパーヘテロダイダブルスーパーヘテロダイン受信方受信方式

,, ）190,000円 （税込 209,000円標準価格(税抜)

通信機器

日本語ナブテックス受信機

型　式 NX-800A

標準価格 550,000円 （税込 605,000円）｠

受信部
受信周波数 424 kHz
受信感度 2 μVemf 以下（50Ω、誤字率４％時）
設定ID記憶時間 電源OFF後、１年以上
受信ID記憶時間 200種、66時間
指示部
表示方式 ５型モノクロLCD
解像度 240×320ドット
メッセージ記憶数 200メッセージ（1メッセージ250文字）
電源
本体 DC 12-24 V: 1.1-0.6 A
プリアンプ DC 8V（本体より供給）
整流器
（PR-240、オプション）

AC 100-115/200-230 V、単相、50/60Hz

環境条件
使用温度範囲 本体：-15 °C°C ～ +55 °C、°C、プリアンプ：-25 °C°C ～ ＋70 °C°C
保護等級 本体：IP20、プリアンプ：IP56
構成/外形寸法/質量
標準構成 指示部、受信部、プリアンプ
外形寸法 指示器：325 (W) x 177 (H) x 120 (D) mm
質量 3.3 kg3.3 kg質質量

)()()指示器：325 (W) x 177 (H) x 120 (D) mm外形寸法
指 部部信信部部指示部、受信部、プリ指示部、受信部、プリアンプ標準構成

体体本体：IP20、プリアンプ：IP56保護等級
C0C ～ ＋7 °°°°25-、プリアンプCC55CC + リアンプ：～ アン°°° ：15-体体本 ：：使用温度範使用温度範囲

相AC 100-115/200-230 V、単相、50/60Hz
）（PR-240、オプション

整流器
）DC 8V（本体より供給リプリアンプ

C 12-24 V: 1.1-0.6DC 12-24 V: 1.1-0.6 A体体本

）200メッセージ（1メッセージ250文字記憶メッセージ記憶数
ト240×320ドッ解像度

５型モノクロLC型モノクロLCD方表示方式

200種、66時間受信ID記憶時間
電源OFF後、１年以電源OFF後、１年以上設定ID記憶時間

μ2 μVemf 以下（50Ω、誤字率４％時）受信感度
424 kHz受信受信周波数

550,000円 （税込 605,000円）価標準価格標準価格

レーダートランスポンダ

型　式 TBR-610

標準価格 330,000円 （税込 363,000円）｠

電池
タイプ 二酸化イオウリチウム密封電池
電圧 6 V
動作時間

受信待ち受け96時間後、応答8時間以上
環境条件
温度範囲 放置時間：-30 °C°C ～ +65 °C、動作温度：-20 °C °C ～ +55 °C°C
周波数

9,200 ～ 9,500 MHz
構成
標準構成 サート本体、バッテリ、ロッドスタンド、ブランケットマウントサート本体、バッテリ、ロッドスタンド、ブランケットマウント標準構成

9,200 ～ 9,500 MHz

CC55CC ～ + °°°°20-、動作温度CC65CC + ：～ 温°° 温度：30-放置時間放置時間：：温度範囲

受信待ち受け96時間後、応答8時間以受信待ち受け96時間後、応答8時間以上

6 V電圧電圧
酸化イオウリチウム密封電池二酸化イオウリチウム密封電池タイプ

330,000円 （税込 363,000円）価標準価格標準価格

衛星非常用位置指示無線

型　式 TEB-700 TEB-720

標準価格 520,000円 （税込 572,000円） 350,000円 （税込 385,000円）

電池
タイプ P-35型 パック式 二酸化マンガンリチウム電池
電圧 8.4 V
起動

自動＊または手動 手動
動作時間

48時間以上 24時間以上
環境条件
温度範囲 使用温度：-20 °C °C ～ 55 °C°C、保存温度：-30 °C °C° ～ 70 °C°C
送信周波数

406.028 MHz +5 kHz、-2 kHz 以内、121.5 kHz ±6.075 kHz
構成/外形寸法/質量
標準構成 本体、自動離脱装置 本体、ホルダー
外形寸法 120 (W) x 309 (H) x 116 (D) mm 120 (W) x 309 (H) x 116 (D) mm
質量 1.3 kg 1.3 kg
＊ 自動起動時は水面に浮上時に、水を探知して動作＊ 自動起動時は水面に浮上時に、水を探知して動作

1.3 kg1.3 kg質質量
120 (W) x 309 (H) x 116 (D) mm120 (W) x 309 (H) x 116 (D) mm外形寸法形寸法

体体本体、ホルダダー本体、自動離脱装、自動離脱装置離脱装置標準構成

2 kHz 以内、121.5 kHz ±6.075 kHz-406.028 MHz +5 kHz、

CC0C ～ 7 °°30-、保存温度C55C ：～ 温°° 温度：20-度使用温度温度：温度：度範温度範囲

時間以24時間以上時間以48時間以上

手動手自 動動 または手動動 たは＊

8.4 V電圧電圧
式 二酸化マンガンリチウム電池P-35型 パック式 二酸化マンガンリチウム電池式 二酸化マンガタイプ

,000円 （税込 385,350,000円 （税込 385,000円）,000円 （税込 572,520,000円 （税込 572,000円）価標準価格標準価格
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リモコン

型　式 MCU-002 MCU-004

標準価格 25,000円 （税込 27,500円）｠ 52,000円 （税込 57,200円）｠

対応機種 TZT9F/12F/16F/19F
TZTL12F/15F/TZT2BB

TZT9F/12F/16F/19F
TZTL12F/15F/TZT2BB5 BB2TZT/F1/F21LTZT

969 F1/F1/F21/FTZT
5 BB2TZT/F1/F21LTZT

969 F1/F1/F21/FTZT機対 種応応対 種応応対 機応

,, ）（ 込税 円円 税 0050005 272 込込税,, ）（ 込税 円円 税 0050005 722 込込税価価標標 格格準標標準 格標標準準

リモコン

型　式 MCU-005 MCU-003

標準価格 151,000円 （税込 166,100円）｠ 20,000円 （税込 22,000円）｠

対応機種 TZT9F/12F/16F/19F
TZTL12F*/15F*/TZT2BB*　＊ソフトウェアバージョン 6.01以降対応 GP-3700/GP-3700F003G003G F7P/7P --降降対以 応対ト 応5 BB2TZT/F1/F21LTZT アウソフ ババ ンジ 06ョ 以1.ェ 応応＊ 対ーア 降ジソ*** 応以ンジバ ジバ ジ

969 F1/F1/F21/FTZT機対 種応応対 種応応対 機応

,, ）（ 込税 円円 税 0000000 222 込込税,, ）（ 込税 円円 税 00660005 1111 込込税価価標標 格格準標標準 格標標準準

ハンガー

型　式 OP19-20 OP19-21

標準価格 24,000円 （税込 26,400円）｠ 30,000円 （税込 33,000円）

対応機種 TZT12F専用 TZT16F専用用専専6F1TZT用専専F21TZT機対 種応応対 種応応対 機応

,, ）（ 込税 円円 税 0003300003 込込税,, ）（ 込税 円円 税 006000 4242 込込税価価標標 格格準標標準 格標標準準

レーダーセンサー

型　式 DRS4W

標準価格 248,000円 （税込 272,800円）｠

対応機種 GP-187１F/1971F
空中線部空中線部
アンテナタイプ φ488 mm x 220 (H) mmx 220 (H) mm
空中線長 φ48 cm（レドームタイプ）
ビーム幅 水平 7.2°、垂直 25°
回転数 24 rpm
送受信部
距離範囲 0.125～24 NM
送信出力 4 kW
電源

DC 12-24 V：2.1-1.0 A
環境条件
使用温度範囲 － 25 ℃ ～ ＋ 55 ℃
保護等級 IP26
外形寸法 /質量
外形寸法 488（φ） x 220（H）mm
質量 5.7 kgg5 k7.質質量質質量質量

φ ）（）（ 088 mmH22x4法寸形外外 法形寸形 法形 法

62PI級護等級護保保 等級級護護護等等護護
℃℃ 5552 ＋～－ ℃℃範度 囲使用温使 度温 範囲温温 範範温

0C A.11.2V4221D ： -- ：

Wk4出信信 力送送信信信送信
50 MN4221. ～距 範囲離離範距 囲離範範離

pmr42転回 数数転回 数数数転
平水 直、垂 522.7水 直平平 °°幅幅ムビー 幅ビビ 幅

φ ）（ ド イタ プムレc8 m4 ードド線線中 長線空 線線空
)(00 mmmH2222xφ 88 mm4イテ タ プナアンアンテ

98G F171/F１71P-機対 種応応対 種応応対 機応

,, ）（ 込税 円円 税 0080008 27242 込込税価価標標 格格準標標準 格標標準準

風向風速センサー スマートセンサー ジャンクションボックス

型　式 FI-5001＊ FI-5001L＊ DST-800 FI-5002
標準価格 72,000円 （税込 79,200円） （30 mケーブル別売り）104,000円 （税込 114,400円） （30 mケーブル別売り） 47,000円 （税込 51,700円）｠ 25,000円 （税込 27,500円）

＊ 風向風速センサーはIF-NMEAFIの接続が必要です。接続速 続風風 接向 要続 必風風 すサ 。でがのははセン 続IFAEMNFI 続速 必＊ 必向 が- 続ー でで接続ン速 が必が

,, ）（ 込税 円円 税 0050005 722 込込税,, ）（ 込税 円円 税 005000 7174 込込税,, ）（）（ 売込税 別別円円 税 売ルケ ブ りル03000000 m441141 込 別売ー 売込税 ブブ,, ）（）（ 売込税 別別円円 税 売ルケ ブ りル03009000 m2727 込 別売ー 売込税 ブブ価価標標 格格準標標準 格標標準準

魚探パワーアンプ

型　式 DI-FFAMP

標準価格 266,000円 （税込 292,600円）｠

対応機種 TZT12F/16F/19F
総合総合
周波数 26.6～ 242 kHz
送信出力 2 ｋW/3 kW
送信モード 自動、FM（CHIRP）、CW
電源
本体 DC12-24 V: 3.2-1.9 A
環境条件
使用温度範囲 -15 °C ～ ＋55 °C
保護等級 IP22
構成 /外形寸法 /質量
外形寸法 385 (W) x 356 (H) x 88 (D) mmmm
質量 約 6.3 kgg約約 36 k.約約約質質量質質量質量

mmmm)()()( 88653583 DxHxW法寸形外外 法形寸形 法形 法

22PI級護等級保保護等級級護護護等等護護
C55C51 ＋～ °°-範度使 囲用温使 度温 範囲温温 範範温

93C A.12.:V4221D -- :体体本

）（自動 、、動 CC WPRIHMF信信送 ドモ送 ー信信 ド信送 ド信
3 Wk/Wｋ2出信信 力送送信信信送信

66 zHk242.2 ～数波数周波周周波数波数数

96 F1/F1/F21TZT機対 種応応対 種応応対 機応

,, ）（ 込税 円円 税 006900066 222 込込税価価標標 格格準標標準 格標標準準
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GPSアンテナ 二又（分配）ケーブル

型　式 GPA-017 02S4147

標準価格 16,000円 （税込 17,600円）｠ （10 m ケーブル付） 5,100円 （税込 5,610円）,, ）（ 込税 円円 税 065005 11 込込税,, ）（）（ 込税 付付円円 税 ルケ ブル00060006 m1711 込 付ー込税 ブブ価価標標 格格準標標準 格標標準準

GPSアンテナベース GPSアンテナベース

型　式 QA310 QA330

標準価格 12,300円 （税込 13,530円）｠ （ビス付） 10,300円 （税込 11,330円）｠ （ビス付）,, ）（）（ 込税 付付円円 税 スビ0330030 111 込 付込税 ビビ,, ）（）（ 込税 付付円円 税 スビ0353003 121 込 付込税 ビビ価価標標 格格準標標準 格標標準準

送受波器コネクタより船速・水温信号を入力する場合に活用いただけます。

インターフェイスユニット イーサネットハブ

型　式 IF-NMEASC HUB-101

標準価格 70,000円 （税込 77,000円）｠ 68,000円 （税込 74,800円）｠,, ）（ 込税 円円 税 00800086 47込込税,, ）（ 込税 円円 税 0000000 777 込込税価価標標 格格準標標準 格標標準準

インタ フェイス ット

NMEAデータコンバータ アナログNMEAデータコンバータ

型　式 IF-NMEA2K2 IF-NMEAFI

標準価格 21,000円 （税込 23,100円）｠ 28,000円 （税込 30,800円）｠,, ）（ 込税 円円 税 0080300082 込込税,, ）（ 込税 円円 税 003000 1212 込込税価価標標 格格準標標準 格標標準準

分配箱（魚探出力1kW 接続用） インナーハルキットS

型　式 MB-1100

標準価格 26,500円 （税込 29,150円）｠ 7,400円 （税込 8,140円)｠7,400円 （税込 8,140円)26,500円 （税込 29,150円）価標準価格標準価格
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型式 標準価格 出力 周波数（ｋHz) 装備方法 素材 備考

狭帯域

520-5PSD
7,100円

（税込 7,810円）

600 W 2周波 50/200

貫通型 樹脂

520-5MSD
36,400円

（税込 40,040円）
貫通型 ブロンズ

525STID-MSD
40,000円

（税込 44,000円）
貫通型 ブロンズ 船速・水温センサー付

525STID-PWD
19,200円

（税込 21,120円）
トランサム型 樹脂 船速・水温センサー付

525-5PWD
9,000円

（税込 9,900円）
トランサム型 樹脂

50/200-1T
48,000円

（税込 52,800円）
1 kW 2周波 50/200 一体型 樹脂 分配箱MB-1100が必要

TruEcho CHIRP™

TM150M
42,000円

（税込 46,200円）
300 W 単周波 95-155 トランサム型 樹脂 水温センサー付

B-75L
87,000円

（税込 95,700円）
300 W 単周波 40-75 貫通型 ブロンズ 水温センサー付

B-75H
95,000円

（税込 104,500円）
600 W 単周波 130-210 貫通型 ブロンズ 水温センサー付

B-175L
180,700円

（税込 198,770円）
1 kW

単周波 40-60 貫通型 ブロンズ 水温センサー付

B-175H
178,000円

（税込 195,800円）
単周波 130-210 貫通型 ブロンズ 水温センサー付

B265LH
196,000円

（税込 215,600円）

1 kW

2周波 LF側：42-65　　　HF側：130-210

貫通型 ブロンズ 水温センサー付

B265LH-FJ12
196,000円

（税込 215,600円）
貫通型 ブロンズ

TZT12F/16F/19F専用
水温センサー付

TM265LH-FJ12
196,000円

（税込 215,600円）
2周波 LF側：42-65　　　HF側：130-210 トランサム型 樹脂

TZT12F/16F/19F専用
水温センサー付

CM265LM
240,900円

（税込 264,990円）
2周波 LF側：42-65　　　MF側：85-135 タンク装備 樹脂 水温センサー付

CM265LHG
174,000円

（税込 191,400円
2周波 LF側：42-65　　　HF側：130-210

タンク装備 樹脂 水温センサー付

CM265LH-FJ12
174,000円

（税込 191,400円
タンク装備 樹脂

TZT12F/16F/19F専用
水温センサー付

CM275LH-W
193,600円

（税込 212,960円）
2周波 LF側：42-65　　　HF側：150-250 タンク装備 樹脂 水温センサー付

PM111LM
489,000円

（税込 537,900円）
2 kW

2周波 LF側：38-75　　　MF側：80-130 タンク装備 樹脂 水温センサー付

PM111LHG
456,800円

（税込 502,480円）
2周波 LF側：38-75　　　HF側：130-210 タンク装備 樹脂 水温センサー付

CM599LM
522,400円

（税込 574,640円）
2-3 kW

2周波 LF側：28-60　　　MF側：80-130 タンク装備 樹脂 水温センサー付

CM599LHG
496,000円

（税込 545,600円）
2周波 LF側：28-60　　　HF側：130-210 タンク装備 樹脂 水温センサー付

マルチビームソナー TM54
280,000円

（税込 308,000円）
800 W 単周波 165 トランサム型 樹脂

DFF-3D専用
水温センサー付

マルチビームソナー

CM599LHG

CM599LM

PM111LHG

ML111MP

CM275LH-W

CM265LH-FJ12

CM265LHG

CM265LM

TM265LH-FJ12

J5B265LH-FJ12

B265LH

B-175H

B-175L

B-75H

5B-75L

TM150M

TruEcho CHIRP™

50/200-1T

525-5PWD

525STID-PWD

525STID-MSD

S50520-5MSD

S50520-5PSD

狭帯域
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周波数 出力 1 kW 2 kW 3 kW

28 28F-8 28F-18、28BL-6HR＊2 28F-24H、28BL-12HR＊2

38 ̶ 38BL-9HR＊2 38BL-15HR＊2

50 50B-6/6B＊1、50B-9B 50BL-12HR＊2 50BL-24H、50BL-24HR＊2

68 68F-8H ̶ 68F-30H＊2

82 ̶ 82B-35R＊2 ̶

88 88B-8 88B-10＊2 88F-126H＊2

107 ̶ ̶ 100B-10R＊2

150 ̶ ̶ 150B-12H＊2

200 200B-5S＊1 200B-8/8B＊2 200B-12H＊2

50/200 50/200-1T＊1 ̶ ̶

＊1  MB-1100経由でTZT9F/12F/16F/19F、TZT2BB、GP-1871F/1971Fに接続可能です。　＊2  DI-FFAMP経由でTZT12F/16F/19Fに接続可能です。＊1  MB-1100経由でTZT9F/12F/16F/19F、TZT2BB、GP-1871F/1971Fに接続可能です。　＊2  DI-FFAMP経由でTZT12F/16F/19Fに接続可能です。

̶̶50/200-1T＊150/200

200B-12H＊2200B-8/8B＊2200B-5S＊1200

150B-12H＊2̶̶150

100B-10R＊2̶̶107

88F-126H＊288B-10＊288B-888

̶82B-35R＊2̶82

68F-30H＊2̶68F-8H68

50BL-24H、50BL-24HR＊250BL-12HR＊2、50B-950B-6/6 B-9BB-6/6B -- ＊150

38BL-15HR＊238BL-9HR＊2̶38

28F-24H、28BL-12HR＊228F-18、28BL-6HR＊228F-828

型式 TZT9F TZT12F/
16F/19F TZT2BB DI-FFAMP BBDS1 DFF1-UHD DFF-3D DFF3-UHD GP-1871F/197F1 GP-3700F FCV-628/588

FCV-
1900B

FCV-
1900G

狭帯域

520-5PSD ● ● ● ● ● ● ●

520-5MSD ● ● ● ● ● ● ●

525STID-MSD ● ● ● ● ● ● ●

525STID-PWD ● ● ● ● ● ● ●

525-5PWD ● ● ● ● ● ● ●

50/200-1T ● ● ● ● ● ● ●

TruEcho CHIRP™

TM150M ●＊1 ●＊1 ●＊1

B-75L ●＊1 ●＊1 ●＊1

B-75H ●＊1 ●＊1 ●＊1

B-175L ●＊1 ●＊1 ●＊1

B-175H ●＊1 ●＊1 ●＊1

B265LH ●

B265LH-FJ12 ●

TM265LH-FJ12 ●

CM265LM ●＊1 ●＊1

CM265LHG ● ● ●＊2

CM265LH-FJ12 ●

CM265LH-W ●＊1 ●＊1

PM111LM ●＊1 ● ●＊1 ●

PM111LHG ●＊1 ● ● ●＊2

CM599LM ●＊1 ● ●＊1 ●＊1

CM599LHG ●＊1 ● ● ●＊2

マルチビームソナー
B54 ●

TM54 ●

＊1  ACCU-FISH™は非対応です。　＊2  魚体長グラフ表示対応です。＊1  ACCU-FISH™は非対応です。　＊2  魚体長グラフ表示対応です。

●TM54

●B54
マルチビームソナビームソナー

●＊2●●●＊1CM599LHG

●＊1●＊1●●＊1CM599LM

●＊2●●●＊1PM111LHG

●●＊1●●＊1ML111MP

●＊1●＊1CM265LH-W

●J56CM265LH-FJ12

●＊2●●G56CM265LH

●＊1●＊156CM265LM

●J5TM265LH-FJ12

●B265LH-FJ12

●B265LH

●＊1●＊1●＊1B-175H

●＊1●＊1●＊1B-175L

●＊1●＊1●＊1B-75H

●＊1●＊1●＊15B-75L

●＊1●＊1●＊1TM150M

TruEcho CHIRP™

●●●●●●●50/200-1T

●●●●●●●525-5PWD

●●●●●●●525STID-PWD

●●●●●●●525STID-MSD

●●●●●●●520-5MSD

●●●●●●●520-5PSD

狭帯域域














