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8.4型 2周波液晶魚群探知機
指示器

相互系統図

8.4型 2周波液晶魚群探知機

■仕様
表示器 8.4型カラーLCD、128 mm（W）x171 mm（H）
解像度 480 x 640ドット（VGA）
表示色 64色
表示範囲 レンジ2～1200 m、シフト1200 m
拡大レンジ 海底直線拡大：2～10 m、
  海底追尾拡大・マーカー拡大：2～1200 m
表示モード 1周波単記、2周波併記、拡大併記、航法画面、潮汐、
  Aスコープ、マーカー拡大、海底追尾拡大、海底直線拡大
画像送り 8段階（x4、x2、x1、1/2、1/4、1/8、1/16、停止）
警報 海底、魚群、単体魚、底付魚群、底質、水温、船速、到着
その他の機能 RezBoostTM、オート（フィッシング・クルージング）、シフト、
　　　　　　　 干渉除去、クラッタ、TVG、色消し、水温グラフ、
　　　　　　　 ホワイトマーカー、ホワイトライン、底質判別、魚体長表示、
　　　　　　　 全画面感度調節
付加機能 探見丸システム対応
周波数 50／200 kHz
送信出力 600 W／1 kW※　

　　　　　　　　　 ※1 kW送受波器50/200-1Tを接続時には、分配箱MB-1100が必要です。

送信回数 20～3000 回/分
データ入出力 IEC61162-1（NMEA0183 Ver. 1.5/2.0/3.0）
  入力：BWC、GGA、GLL、GNS、HDG、HDT、MDA、MTW、

　　MWV、RMA、RMB、RMC、VHW、VTG、XTE、ZDA
 　　　　　　出力：DBS、DBT、DPT、MTW※、RMB※、VHW※、TLL※

　　※外部データ入力が必要

防水性能 IP56
電源 DC12-24 V、1.3-0.6 A

■構成
指示器 x 1（約2.3 kg）
工事材料、予備品、付属品

■オプション
●送受波器：600 W：520-5PSD, 520-5MSD, 520-PLD, 525-5PWD, 　
　　　　　　　　　525T-PWD, 525T-BSD, 525T-LTD/12, 
　　　　　　　　　525T-LTD/20, 525STID-MSD, 525STID-PWD,
　　　　　　　　　SS60-SLTD/12, SS60-SLTD/20
　　　　　  1 kW  ：526TID-HDD, 50/200-1T※ ※分配箱MB-1100が別途必要です。

●水温船速センサー●水温センサー
●ケーブル組品（送受波器・水温センサー用）
●複合ケーブル（NMEA0183+POWER）
●NMEAデータ変換機（IF-NMEA2K2）
●インナーハルキット※※
※※送受波器をインナーハル装備した場合は減衰によりRezBoostTM、底質判別が機能しません。
　　ACCU-FISHTM機能では単体魚が検出できない、または小さめに表示する場合があります。

ブラケットタイプ
2.3 kg

フラッシュマウントタイプ
1.6 kg

S P E C I F I C A T I O N S

電源
DC12-24 V

送受波器
（600 W）

送受波器
（1 kW）

型式

ディスプレイを上下左右に調整可能な
スイベルマウントハンガーを採用
太陽光の反射の回避や、ディスプレイを確認する位置
に合わせて、表示角度を上下左右に自由自在に調節
することができます。

分配箱 MB-1100

FCV-588は探見丸システムの親機として
使用することができます。

※子機（探見丸CV）・アンテナについては株式会社シマノにて販売しています。

型式

GPS 航法装置
GPSプロッタ
または
探見丸アンテナ※

NMEA0183

オプション

Enhanced
Sunlight Viewable
高輝度カラー

LCDディスプレイ

Bonded
LCD

結露防止対応

AUTO
自動感度／
レンジ調整

偏光サングラス
対応

Polarized
Friendly

魚のサイズを
数値やマークで表示

底質判別機能高分解能処理技術

高解像処理で魚影
を鮮明に表示！

［フルノデジタル新技術］

RezBoostTM搭載
-レゾ・ブースト-

探見丸システム対応

探見丸システム
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●お問い合わせは

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

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

安全に
関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
　正しくお使い下さい。

カタログNo. CA000001823
C-2210LB

www.furuno.com

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

伊 勢 支 店  （0596） 28-7177 関 西 支 店  （0798） 63-1281
四 国 支 店  （088） 832-7171 
西九州支店  （095） 861-3261 北九州支店 （0832） 67-9111
南九州支店  （0987） 64-1108

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

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

RezBoostTM 搭載モデル

▲

底質判別機能※を搭載
海底や湖底の底質を岩/小石/砂/泥の4種類で判別し
見やすく表示します。
※送受波器はスルーハル、トランサム装備が必要です。

▲

ホワイトライン機能で海底や湖底と
底付魚群の判別可能
海底や湖底のエッジを強調表示することで、
底付き魚群やウィードの判別がしやすくなります。

▲

複合アラーム設定が可能
単体魚・水深・底質など各設定のすべてに合致した場合にのみ
アラームを鳴らすことができます。

▲

釣り場ポイントをプロッタに表示可能※

目的地登録機能を使って釣果ポイントなどの情報
（位置・水深・水温・サイズ・底質）をGPSプロッタへTLL出力して、

ポイントデータを魚探・プロッタ間で共有できます。 
※別途、航法装置の接続が必要です。

▲

送信回数3000回/分（5mレンジ）の
高速探知

▲

フルノの全く新しい高解像処理技術RezBoostTM（レゾ・ブースト）搭載の
2周波魚群探知機※

従来のデジタル魚探では表現しにくい底付きや瀬付き魚群を
より鮮明に分離して表示することができます。
※送受波器は指定した製品をご使用ください。また、スルーハルまたはトランサム装備が必要です。

▲

単体魚のサイズを数値やマークで表現するACCU-FISHTM機能搭載



狙った魚の生息域をアラームでお知らせ
複合アラーム機能
魚群アラーム機能6種類（ACCU-FISHTM、魚群、底付魚群、水温、底質、海底）と航法
アラーム2種類（船速※、到着※）が付いています。
アラーム範囲を設定した場合、その状態に合致するとアラームが鳴ってお知らせします。
狙った魚の生息域に合わせてうまく設定することで、ターゲットの見逃し軽減やベスト
ポイントの選定に役立ちます。

※ 航法装置または各種センサーが必要です。

底付き魚群を判別しやすいホワイトライン機能
海底面を検出して白色で表示するホワイトライン機能を使うことで底付魚群と海底の
識別が容易になります。最強色（海底、大魚群、密度の濃い魚群など）を帯状に白く
表示します。0－100％（1％刻み）の範囲で白い幅を設定表示することが可能です。

底質を判別する底質判別機能

水深5mから100mの間の底質を、岩、小石、砂、泥の4種類の底質タイプに分類し、
画面上に見やすくグラフィックで表示します。
底質の種類やその変化、魚のサイズ、水深などを知ることによって、魚の生息域に
応じた釣りのベストポイント選定に役立ちます。

グラフィックモード
4種類の底質をわかりやすいグラフィックで表示します。

詳細モード
4種類の底質タイプをその確度に応じて色分け表示します。

注1）底質判別機能の有効範囲は、水深5mから約100mです。
　2）送受波器はスルーハルまたはトランサム装備が必要です。
　3）底質判別機能設定時は自動的にオートレンジとなります。
　4) 吃水値を入力してご使用下さい。
　5）船速10 kn以下でご使用下さい。
　6）本機器により計測された数値は、様々な誤差要因により誤った表現をする場合があります。

最新デジタル技術によって単体魚のサイズを
数値やマークで表現するACCU-FISHTM機能

単体魚か魚群かを瞬時に判別
送受信器へ返ってきたエコーから、単体魚（一匹）か魚群（複数匹）
かを瞬時に判別し、その反応が単体魚の場合にはサイズを計測して
映像上に数値表示します。水深2mから100mの間で、10cmから
199cmまでの魚を判別することができます。

フィッシュマーク表示機能
単体魚の反応を「フィッシュマーク」で
表現する機能を搭載しています。魚群
探知機の映像に見慣れていない方に
も視覚的に楽しく魚の反応表示を見て
いただけます。○マークと□マーク表
示では、単体魚反応の先端を捉えて表
示するので魚探の映像を隠さずに確認
できます。

注）本機能により計測された数値は、様々な
　　誤差要因により誤った表現をする場合があります。
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フルノ独自の信号処理技術により

魚の判別がより容易に。 　底付の魚影も表現する高解像処理！！

フルノ独自の全く新しい信号処理技術により、魚の反応をより鮮明に表現することを可能にしました。
従来のデジタル魚探では色の濃淡が重なって表現されていた魚群を、単体魚一匹ずつの反応として
表現することを可能にし、海底ラインと重なってわかりにくかった底付の魚も単体魚の反応として
鮮明に映し出せるため、魚影の判別がさらに容易になりました。

RezBoostTM

8.4型 2周波液晶魚群探知機

-レゾ・ブースト-

型式

RezBoostTM（レゾ・ブースト）魚探では、従来の送受
波器を利用して、より高解像な魚探表示を可能にして
います。※1

従来のデジタル魚探と比較してみると、RezBoostTM

（レゾ・ブースト）魚探では最大約8倍のクリアな映像
表現を実現しています。※2

※1 送受波器は指定した製品をご使用ください。また、スルーハルまたはトランサム装備が必要です。
※2 弊社計測値。数値は様々な誤差要因によって異なる結果になる場合があります。

単体魚反応を○マークとサイズ表示。併記画
面では、高周波画面・低周波画面のどちらか、
または両方の画面にマーク表示の設定が可
能です。

ACCU-FISH™マーク オフACCU-FISH™マーク オン

RezBoost™技術の採用によって、
ACCU-FISH™機能の確度も以前
より大幅にアップしました。
エコーだけではわかりにくい魚の反応
もACCU-FISH™機能を使って表示
をオンにすることで、単体魚反応をフィ
ッシュマークや丸または四角マークで
表示するので、船上デッキからの視認
など、遠目からの確認を容易にします。

BOTTOM

底質判定

FISH SIZE

サイズ判定

進化し続けるフルノの魚探デジタル技術
従来の送受波器をそのまま利用可能！
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相互系統図

8.4型 2周波液晶魚群探知機

■仕様
表示器 8.4型カラーLCD、128 mm（W）x171 mm（H）
解像度 480 x 640ドット（VGA）
表示色 64色
表示範囲 レンジ2～1200 m、シフト1200 m
拡大レンジ 海底直線拡大：2～10 m、
  海底追尾拡大・マーカー拡大：2～1200 m
表示モード 1周波単記、2周波併記、拡大併記、航法画面、潮汐、
  Aスコープ、マーカー拡大、海底追尾拡大、海底直線拡大
画像送り 8段階（x4、x2、x1、1/2、1/4、1/8、1/16、停止）
警報 海底、魚群、単体魚、底付魚群、底質、水温、船速、到着
その他の機能 RezBoostTM、オート（フィッシング・クルージング）、シフト、
　　　　　　　 干渉除去、クラッタ、TVG、色消し、水温グラフ、
　　　　　　　 ホワイトマーカー、ホワイトライン、底質判別、魚体長表示、
　　　　　　　 全画面感度調節
付加機能 探見丸システム対応
周波数 50／200 kHz
送信出力 600 W／1 kW※　

　　　　　　　　　 ※1 kW送受波器50/200-1Tを接続時には、分配箱MB-1100が必要です。

送信回数 20～3000 回/分
データ入出力 IEC61162-1（NMEA0183 Ver. 1.5/2.0/3.0）
  入力：BWC、GGA、GLL、GNS、HDG、HDT、MDA、MTW、

　　MWV、RMA、RMB、RMC、VHW、VTG、XTE、ZDA
 　　　　　　出力：DBS、DBT、DPT、MTW※、RMB※、VHW※、TLL※

　　※外部データ入力が必要

防水性能 IP56
電源 DC12-24 V、1.3-0.6 A

■構成
指示器 x 1（約2.3 kg）
工事材料、予備品、付属品

■オプション
●送受波器：600 W：520-5PSD, 520-5MSD, 520-PLD, 525-5PWD, 　
　　　　　　　　　525T-PWD, 525T-BSD, 525T-LTD/12, 
　　　　　　　　　525T-LTD/20, 525STID-MSD, 525STID-PWD,
　　　　　　　　　SS60-SLTD/12, SS60-SLTD/20
　　　　　  1 kW  ：526TID-HDD, 50/200-1T※ ※分配箱MB-1100が別途必要です。

●水温船速センサー●水温センサー
●ケーブル組品（送受波器・水温センサー用）
●複合ケーブル（NMEA0183+POWER）
●NMEAデータ変換機（IF-NMEA2K2）
●インナーハルキット※※
※※送受波器をインナーハル装備した場合は減衰によりRezBoostTM、底質判別が機能しません。
　　ACCU-FISHTM機能では単体魚が検出できない、または小さめに表示する場合があります。

ブラケットタイプ
2.3 kg

フラッシュマウントタイプ
1.6 kg

S P E C I F I C A T I O N S

電源
DC12-24 V

送受波器
（600 W）

送受波器
（1 kW）

型式

ディスプレイを上下左右に調整可能な
スイベルマウントハンガーを採用
太陽光の反射の回避や、ディスプレイを確認する位置
に合わせて、表示角度を上下左右に自由自在に調節
することができます。

分配箱 MB-1100

FCV-588は探見丸システムの親機として
使用することができます。

※子機（探見丸CV）・アンテナについては株式会社シマノにて販売しています。

型式

GPS 航法装置
GPSプロッタ
または
探見丸アンテナ※

NMEA0183

オプション

Enhanced
Sunlight Viewable
高輝度カラー

LCDディスプレイ

Bonded
LCD

結露防止対応

AUTO
自動感度／
レンジ調整

偏光サングラス
対応

Polarized
Friendly

魚のサイズを
数値やマークで表示

底質判別機能高分解能処理技術

高解像処理で魚影
を鮮明に表示！

［フルノデジタル新技術］

RezBoostTM搭載
-レゾ・ブースト-

探見丸システム対応

探見丸システム

142

233

158
110

54

90˚

23
3

27
0

28
2

70
52

4-ø6
R135

60˚60̊

233

23
3

152

140

17
3 94

.5
13

8.
5

66

4-ø4.5
54 57

取付穴サイズ

ø12
7
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●お問い合わせは

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

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

安全に
関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
　正しくお使い下さい。

カタログNo. CA000001823
C-2210LB

www.furuno.com

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

伊 勢 支 店  （0596） 28-7177 関 西 支 店  （0798） 63-1281
四 国 支 店  （088） 832-7171 
西九州支店  （095） 861-3261 北九州支店 （0832） 67-9111
南九州支店  （0987） 64-1108

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

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

RezBoostTM 搭載モデル

▲

底質判別機能※を搭載
海底や湖底の底質を岩/小石/砂/泥の4種類で判別し
見やすく表示します。
※送受波器はスルーハル、トランサム装備が必要です。

▲

ホワイトライン機能で海底や湖底と
底付魚群の判別可能
海底や湖底のエッジを強調表示することで、
底付き魚群やウィードの判別がしやすくなります。

▲

複合アラーム設定が可能
単体魚・水深・底質など各設定のすべてに合致した場合にのみ
アラームを鳴らすことができます。

▲

釣り場ポイントをプロッタに表示可能※

目的地登録機能を使って釣果ポイントなどの情報
（位置・水深・水温・サイズ・底質）をGPSプロッタへTLL出力して、

ポイントデータを魚探・プロッタ間で共有できます。 
※別途、航法装置の接続が必要です。

▲

送信回数3000回/分（5mレンジ）の
高速探知

▲

フルノの全く新しい高解像処理技術RezBoostTM（レゾ・ブースト）搭載の
2周波魚群探知機※

従来のデジタル魚探では表現しにくい底付きや瀬付き魚群を
より鮮明に分離して表示することができます。
※送受波器は指定した製品をご使用ください。また、スルーハルまたはトランサム装備が必要です。

▲

単体魚のサイズを数値やマークで表現するACCU-FISHTM機能搭載



狙った魚の生息域をアラームでお知らせ
複合アラーム機能
魚群アラーム機能6種類（ACCU-FISHTM、魚群、底付魚群、水温、底質、海底）と航法
アラーム2種類（船速※、到着※）が付いています。
アラーム範囲を設定した場合、その状態に合致するとアラームが鳴ってお知らせします。
狙った魚の生息域に合わせてうまく設定することで、ターゲットの見逃し軽減やベスト
ポイントの選定に役立ちます。

※ 航法装置または各種センサーが必要です。

底付き魚群を判別しやすいホワイトライン機能
海底面を検出して白色で表示するホワイトライン機能を使うことで底付魚群と海底の
識別が容易になります。最強色（海底、大魚群、密度の濃い魚群など）を帯状に白く
表示します。0－100％（1％刻み）の範囲で白い幅を設定表示することが可能です。

底質を判別する底質判別機能

水深5mから100mの間の底質を、岩、小石、砂、泥の4種類の底質タイプに分類し、
画面上に見やすくグラフィックで表示します。
底質の種類やその変化、魚のサイズ、水深などを知ることによって、魚の生息域に
応じた釣りのベストポイント選定に役立ちます。

グラフィックモード
4種類の底質をわかりやすいグラフィックで表示します。

詳細モード
4種類の底質タイプをその確度に応じて色分け表示します。

注1）底質判別機能の有効範囲は、水深5mから約100mです。
　2）送受波器はスルーハルまたはトランサム装備が必要です。
　3）底質判別機能設定時は自動的にオートレンジとなります。
　4) 吃水値を入力してご使用下さい。
　5）船速10 kn以下でご使用下さい。
　6）本機器により計測された数値は、様々な誤差要因により誤った表現をする場合があります。

最新デジタル技術によって単体魚のサイズを
数値やマークで表現するACCU-FISHTM機能

単体魚か魚群かを瞬時に判別
送受信器へ返ってきたエコーから、単体魚（一匹）か魚群（複数匹）
かを瞬時に判別し、その反応が単体魚の場合にはサイズを計測して
映像上に数値表示します。水深2mから100mの間で、10cmから
199cmまでの魚を判別することができます。

フィッシュマーク表示機能
単体魚の反応を「フィッシュマーク」で
表現する機能を搭載しています。魚群
探知機の映像に見慣れていない方に
も視覚的に楽しく魚の反応表示を見て
いただけます。○マークと□マーク表
示では、単体魚反応の先端を捉えて表
示するので魚探の映像を隠さずに確認
できます。

注）本機能により計測された数値は、様々な
　　誤差要因により誤った表現をする場合があります。

マーク1

マーク2

マーク3

マーク4

岩

小石

砂

泥

岩

小石

砂

泥

フルノ独自の信号処理技術により

魚の判別がより容易に。 　底付の魚影も表現する高解像処理！！

フルノ独自の全く新しい信号処理技術により、魚の反応をより鮮明に表現することを可能にしました。
従来のデジタル魚探では色の濃淡が重なって表現されていた魚群を、単体魚一匹ずつの反応として
表現することを可能にし、海底ラインと重なってわかりにくかった底付の魚も単体魚の反応として
鮮明に映し出せるため、魚影の判別がさらに容易になりました。

RezBoostTM

8.4型 2周波液晶魚群探知機

-レゾ・ブースト-

型式

RezBoostTM（レゾ・ブースト）魚探では、従来の送受
波器を利用して、より高解像な魚探表示を可能にして
います。※1

従来のデジタル魚探と比較してみると、RezBoostTM

（レゾ・ブースト）魚探では最大約8倍のクリアな映像
表現を実現しています。※2

※1 送受波器は指定した製品をご使用ください。また、スルーハルまたはトランサム装備が必要です。
※2 弊社計測値。数値は様々な誤差要因によって異なる結果になる場合があります。

単体魚反応を○マークとサイズ表示。併記画
面では、高周波画面・低周波画面のどちらか、
または両方の画面にマーク表示の設定が可
能です。

ACCU-FISH™マーク オフACCU-FISH™マーク オン

RezBoost™技術の採用によって、
ACCU-FISH™機能の確度も以前
より大幅にアップしました。
エコーだけではわかりにくい魚の反応
もACCU-FISH™機能を使って表示
をオンにすることで、単体魚反応をフィ
ッシュマークや丸または四角マークで
表示するので、船上デッキからの視認
など、遠目からの確認を容易にします。

BOTTOM

底質判定

FISH SIZE

サイズ判定

進化し続けるフルノの魚探デジタル技術
従来の送受波器をそのまま利用可能！



-レゾ・ブースト-

8.4型 2周波液晶魚群探知機
指示器

相互系統図

8.4型 2周波液晶魚群探知機

■仕様
表示器 8.4型カラーLCD、128 mm（W）x171 mm（H）
解像度 480 x 640ドット（VGA）
表示色 64色
表示範囲 レンジ2～1200 m、シフト1200 m
拡大レンジ 海底直線拡大：2～10 m、
  海底追尾拡大・マーカー拡大：2～1200 m
表示モード 1周波単記、2周波併記、拡大併記、航法画面、潮汐、
  Aスコープ、マーカー拡大、海底追尾拡大、海底直線拡大
画像送り 8段階（x4、x2、x1、1/2、1/4、1/8、1/16、停止）
警報 海底、魚群、単体魚、底付魚群、底質、水温、船速、到着
その他の機能 RezBoostTM、オート（フィッシング・クルージング）、シフト、
　　　　　　　 干渉除去、クラッタ、TVG、色消し、水温グラフ、
　　　　　　　 ホワイトマーカー、ホワイトライン、底質判別、魚体長表示、
　　　　　　　 全画面感度調節
付加機能 探見丸システム対応
周波数 50／200 kHz
送信出力 600 W／1 kW※　

　　　　　　　　　 ※1 kW送受波器50/200-1Tを接続時には、分配箱MB-1100が必要です。

送信回数 20～3000 回/分
データ入出力 IEC61162-1（NMEA0183 Ver. 1.5/2.0/3.0）
  入力：BWC、GGA、GLL、GNS、HDG、HDT、MDA、MTW、

　　MWV、RMA、RMB、RMC、VHW、VTG、XTE、ZDA
 　　　　　　出力：DBS、DBT、DPT、MTW※、RMB※、VHW※、TLL※

　　※外部データ入力が必要

防水性能 IP56
電源 DC12-24 V、1.3-0.6 A

■構成
指示器 x 1（約2.3 kg）
工事材料、予備品、付属品

■オプション
●送受波器：600 W：520-5PSD, 520-5MSD, 520-PLD, 525-5PWD, 　
　　　　　　　　　525T-PWD, 525T-BSD, 525T-LTD/12, 
　　　　　　　　　525T-LTD/20, 525STID-MSD, 525STID-PWD,
　　　　　　　　　SS60-SLTD/12, SS60-SLTD/20
　　　　　  1 kW  ：526TID-HDD, 50/200-1T※ ※分配箱MB-1100が別途必要です。

●水温船速センサー●水温センサー
●ケーブル組品（送受波器・水温センサー用）
●複合ケーブル（NMEA0183+POWER）
●NMEAデータ変換機（IF-NMEA2K2）
●インナーハルキット※※
※※送受波器をインナーハル装備した場合は減衰によりRezBoostTM、底質判別が機能しません。
　　ACCU-FISHTM機能では単体魚が検出できない、または小さめに表示する場合があります。

ブラケットタイプ
2.3 kg

フラッシュマウントタイプ
1.6 kg

S P E C I F I C A T I O N S

電源
DC12-24 V

送受波器
（600 W）

送受波器
（1 kW）

型式

ディスプレイを上下左右に調整可能な
スイベルマウントハンガーを採用
太陽光の反射の回避や、ディスプレイを確認する位置
に合わせて、表示角度を上下左右に自由自在に調節
することができます。

分配箱 MB-1100

FCV-588は探見丸システムの親機として
使用することができます。

※子機（探見丸CV）・アンテナについては株式会社シマノにて販売しています。

型式

GPS 航法装置
GPSプロッタ
または
探見丸アンテナ※

NMEA0183

オプション

Enhanced
Sunlight Viewable
高輝度カラー

LCDディスプレイ

Bonded
LCD

結露防止対応

AUTO
自動感度／
レンジ調整

偏光サングラス
対応

Polarized
Friendly

魚のサイズを
数値やマークで表示

底質判別機能高分解能処理技術

高解像処理で魚影
を鮮明に表示！

［フルノデジタル新技術］

RezBoostTM搭載
-レゾ・ブースト-

探見丸システム対応
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●お問い合わせは

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

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

安全に
関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
　正しくお使い下さい。

カタログNo. CA000001823
C-2210LB

www.furuno.com

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

伊 勢 支 店  （0596） 28-7177 関 西 支 店  （0798） 63-1281
四 国 支 店  （088） 832-7171 
西九州支店  （095） 861-3261 北九州支店 （0832） 67-9111
南九州支店  （0987） 64-1108

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

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

RezBoostTM 搭載モデル

▲

底質判別機能※を搭載
海底や湖底の底質を岩/小石/砂/泥の4種類で判別し
見やすく表示します。
※送受波器はスルーハル、トランサム装備が必要です。

▲

ホワイトライン機能で海底や湖底と
底付魚群の判別可能
海底や湖底のエッジを強調表示することで、
底付き魚群やウィードの判別がしやすくなります。

▲

複合アラーム設定が可能
単体魚・水深・底質など各設定のすべてに合致した場合にのみ
アラームを鳴らすことができます。

▲

釣り場ポイントをプロッタに表示可能※

目的地登録機能を使って釣果ポイントなどの情報
（位置・水深・水温・サイズ・底質）をGPSプロッタへTLL出力して、

ポイントデータを魚探・プロッタ間で共有できます。 
※別途、航法装置の接続が必要です。

▲

送信回数3000回/分（5mレンジ）の
高速探知

▲

フルノの全く新しい高解像処理技術RezBoostTM（レゾ・ブースト）搭載の
2周波魚群探知機※

従来のデジタル魚探では表現しにくい底付きや瀬付き魚群を
より鮮明に分離して表示することができます。
※送受波器は指定した製品をご使用ください。また、スルーハルまたはトランサム装備が必要です。

▲

単体魚のサイズを数値やマークで表現するACCU-FISHTM機能搭載


