
12.1型 カラーTFT液晶ディスプレイ
SVGA、600 x 800 ドット
400 cd/m2 
メルカトル
緯度85度未満
プロッタ、魚探※、コンパス、衛星確認、潮汐グラフ
※GP-3700Fのみ

GPS: 12チャンネル、12衛星パラレル、MSAS: 2チャンネル
1575.42 MHz
GPS/MSAS  L1C/A
GPS 約10 ｍ（95％時間、HDOP ≦ 4、2drms）
MSAS 約7 ｍ（95％時間、2drms）
999 kn
90秒
1秒

0.025～1024海里（赤道付近）
時間（1 秒～99 分59 秒）または距離（0.01～9.99 海里）
1,100,000点（現記録ブロック＋内部メモリー10ブロック分）
１ブロック当り点数の内訳
　自船航跡 30,000点
　マーク・ライン 30,000点
　他船航跡 40,000点（TT/AIS/僚船/GPSブイ、各10,000点)
3,500点（QP100点）
200ルート（1ルート100点）、1簡易ルート
到着/離脱、コースずれ/侵入、特定物標接近、船速、航行距離、水温※、
深度※、潮目※、自船位置測位不能/消失、AIS接近/消失、外部AIS、
CPA/TCPA、ディファレンシャル測位中断
※外部データ入力が必要

航海用電子参考図（new pec）*
 *フルノフォーマット

自船緯度・経度、船速、線種、線色、日時、潮流※1、風速（真/相対）※1、
水深※2、水温※1、漁区、表示範囲（縮尺）、目的地位置、目的地までの
距離・方位、カーソル位置（緯度・経度）、カーソルまでの距離・方位
※1 各種外部データの入力が必要  
※2 GP-3700は外部データの入力が必要（GP-3700F標準）

50/200 kHz の２周波
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

標準：5、10、20、40、80、150、300、500 m　シフト:0～1200 m
海底直線拡大／海底追尾拡大／マーカ拡大／底質判別併記
クルージングモード／フィッシングモード選択
6 段階
底質判別機能、ACCU-FISH、スクロールバック、A-スコープ、水温グラフ

NMEA（IEC61162-1）: 3 ポート、NMEA0183 V1.5/2.0/3.0/4.1、
4800/38400 bps
LAN: 1 ポート、イーサネット、100Base-TX
USB: 2 ポート、USB2.0、TYPE A      
（全面：USBメモリ接続用、背面：操作部接続用）
NMEA2000: 1 ポート
外部スピーカー: 1 ポート、4Ω/5W
映像出力：1 ポート（アナログVGA）
接点信号　BK:1 ポート、イベント入力：２ポート
（入力） ALR、BLV、CRQ、CUR、DBK、DBS、DBT、DPT、
 GGA、GLL、GNS、HDG、HDM、HDT、MSK、MTW、MWV、
 RMA、RMB、RMC、THS、TLL、TTM、VDM、VDR、VHW、
 VTG、VWR、VWT、ZDA
（出力）  AAM、APB、BOD、BWC/BWR、DBT/DPT、DTM、GGA、
 GLL、GNS、GSA、GSV、GTD、HDG、HDT、MSK、MSS、
 MTW、MWV、RMA、RMB、RMC、RTE、THS、TLL、TTM、
 VHW、VTG、WPL、XTE、ZDA
（PFEC）drcmd, pidat

カタログNo. CA000001779
 E-2208LB

構　成
〈GP-3700F〉
●指示器
●空中線部
●送受波器
●工事材料、付属品、予備品

〈オプション〉
●トラックボール操作部 ●リモコン ●モニターオプション
●フラッシュマウント（指示器用） 
●Fフラッシュマウント固定金具（トラックボール操作部用） 
●空中線部（GPS用） ●アンテナケーブルセット ●ジョイントボックス 
●送受波器※ ●トライデューサ※ ●分配箱※ ●整流器※ ●水温センサー※
●船速/ 水温センサー※ ●インナーハルキットS※ 
●アンテナベース（L型、直型、レール用） ●マスト取付金具 
●工事材料 ●LANケーブル組品 ●ケーブル組品 ●MJケーブル組品
※ GP-3700Fのオプションです。

〈GP-3700〉
●指示器
●空中線部
●工事材料、付属品、予備品

1.指示器
表示器
有効表示画面
輝度  
表示図法
作図範囲 
表示モード

2.GPS 受信部
受信チャンネル
受信周波数
受信コード
測位精度

追尾速度
捕捉時間
測位更新周期

3.プロッタ機能
表示範囲
航跡表示記憶間隔
記憶点数

目的地
ルート
警報の種類

海岸線

データ表示

4.魚探部（GP-3700F）
送信周波数
出力
 
表示範囲
拡大表示画面
オートモード
画像送り
主な機能

5.インターフェイス
ポート数

データセンテンス

出力Pセンテンス

（0798）63-1281



プロッタ、航法情報、コンパス※1、魚探※2などの表示画面を、
お好みに合わせて自由にカスタマイズできます。

※1 データの移動・変換作業が必要です。詳しくは販売店または当社にお問い合わせください。
※new pecを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。
※紙海図の代替としての活用はできません。航海上の判断には海図を使用してください。

日本全国のnew pec※を標準搭載！
詳細な海底地形図が充実

航行情報や気象情報、水温情報など、僚船から送られてきた文字
情報をスピーカーから読み上げます。外付けスピーカーを接続すれば、
甲板で作業しながらでも音声を確認できます。

空中線部
GPA-020S

イーサネットハブ：HUB-101
AIS受信機
レーダー

整流器：RU-3423 AC100/110/220/230 V
1ø、50/60 Hz

DC12-24 V

船速/水温センサー：ST-02MSB、ST-02PSB
水温センサー：T-04MSB

USBフラッシュメモリー

外部モニター

トラックボール操作部 RCU-030

リモコン：MCU-003

外部スピーカー

イベントスイッチ1

※1: 50B-6、50B-6B、200B-5S、50/200-1T
　　（1kW送受波器）接続時のみ必要

標準構成

オプションまたは現地手配

DSB送受信機：DR-100/DM-200
DC24 V

NMEA0183機器（航海機器）

NMEA0183機器（レーダー）

NMEA2000（CAN bus）バックボーン

指示器
GP-3700/3700F

イベントスイッチ2

NMEA2000機器
（自動操舵装置）

NMEA2000機器
（サテライトコンパスTM）

相互系統図

オプション送受波器

520-5PSD、520-5MSD、520-PLD、525-5PWD、525T-PWD、50B-6、 50B-6B、200B-5S、50/200-1T、525T-BSD、
525T-LTD/12、525T-LTD/20、525STID-MSD、525STID-PWD、SS60-SLTD/12、SS60-SLTD/20、526TID-HDD

送受波器
（600 W）

送受波器
（1 kW）

分配箱 MB-1100※1

設定した項目を音声で案内。
音声読み上げ機能
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12.1型 カラーTFT液晶ディスプレイ
SVGA、600 x 800 ドット
400 cd/m2 
メルカトル
緯度85度未満
プロッタ、魚探※、コンパス、衛星確認、潮汐グラフ
※GP-3700Fのみ

GPS: 12チャンネル、12衛星パラレル、MSAS: 2チャンネル
1575.42 MHz
GPS/MSAS  L1C/A
GPS 約10 ｍ（95％時間、HDOP ≦ 4、2drms）
MSAS 約7 ｍ（95％時間、2drms）
999 kn
90秒
1秒

0.025～1024海里（赤道付近）
時間（1 秒～99 分59 秒）または距離（0.01～9.99 海里）
1,100,000点（現記録ブロック＋内部メモリー10ブロック分）
１ブロック当り点数の内訳
　自船航跡 30,000点
　マーク・ライン 30,000点
　他船航跡 40,000点（TT/AIS/僚船/GPSブイ、各10,000点)
3,500点（QP100点）
200ルート（1ルート100点）、1簡易ルート
到着/離脱、コースずれ/侵入、特定物標接近、船速、航行距離、水温※、
深度※、潮目※、自船位置測位不能/消失、AIS接近/消失、外部AIS、
CPA/TCPA、ディファレンシャル測位中断
※外部データ入力が必要

航海用電子参考図（new pec）*
 *フルノフォーマット

自船緯度・経度、船速、線種、線色、日時、潮流※1、風速（真/相対）※1、
水深※2、水温※1、漁区、表示範囲（縮尺）、目的地位置、目的地までの
距離・方位、カーソル位置（緯度・経度）、カーソルまでの距離・方位
※1 各種外部データの入力が必要  
※2 GP-3700は外部データの入力が必要（GP-3700F標準）

50/200 kHz の２周波
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

標準：5、10、20、40、80、150、300、500 m　シフト:0～1200 m
海底直線拡大／海底追尾拡大／マーカ拡大／底質判別併記
クルージングモード／フィッシングモード選択
6 段階
底質判別機能、ACCU-FISH、スクロールバック、A-スコープ、水温グラフ

NMEA（IEC61162-1）: 3 ポート、NMEA0183 V1.5/2.0/3.0/4.1、
4800/38400 bps
LAN: 1 ポート、イーサネット、100Base-TX
USB: 2 ポート、USB2.0、TYPE A      
（全面：USBメモリ接続用、背面：操作部接続用）
NMEA2000: 1 ポート
外部スピーカー: 1 ポート、4Ω/5W
映像出力：1 ポート（アナログVGA）
接点信号　BK:1 ポート、イベント入力：２ポート
（入力） ALR、BLV、CRQ、CUR、DBK、DBS、DBT、DPT、
 GGA、GLL、GNS、HDG、HDM、HDT、MSK、MTW、MWV、
 RMA、RMB、RMC、THS、TLL、TTM、VDM、VDR、VHW、
 VTG、VWR、VWT、ZDA
（出力）  AAM、APB、BOD、BWC/BWR、DBT/DPT、DTM、GGA、
 GLL、GNS、GSA、GSV、GTD、HDG、HDT、MSK、MSS、
 MTW、MWV、RMA、RMB、RMC、RTE、THS、TLL、TTM、
 VHW、VTG、WPL、XTE、ZDA
（PFEC）drcmd, pidat

カタログNo. CA000001779
 E-2208LB

構　成
〈GP-3700F〉
●指示器
●空中線部
●送受波器
●工事材料、付属品、予備品

〈オプション〉
●トラックボール操作部 ●リモコン ●モニターオプション
●フラッシュマウント（指示器用） 
●Fフラッシュマウント固定金具（トラックボール操作部用） 
●空中線部（GPS用） ●アンテナケーブルセット ●ジョイントボックス 
●送受波器※ ●トライデューサ※ ●分配箱※ ●整流器※ ●水温センサー※
●船速/ 水温センサー※ ●インナーハルキットS※ 
●アンテナベース（L型、直型、レール用） ●マスト取付金具 
●工事材料 ●LANケーブル組品 ●ケーブル組品 ●MJケーブル組品
※ GP-3700Fのオプションです。
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NMEA2000: 1 ポート
外部スピーカー: 1 ポート、4Ω/5W
映像出力：1 ポート（アナログVGA）
接点信号　BK:1 ポート、イベント入力：２ポート
（入力） ALR、BLV、CRQ、CUR、DBK、DBS、DBT、DPT、
 GGA、GLL、GNS、HDG、HDM、HDT、MSK、MTW、MWV、
 RMA、RMB、RMC、THS、TLL、TTM、VDM、VDR、VHW、
 VTG、VWR、VWT、ZDA
（出力）  AAM、APB、BOD、BWC/BWR、DBT/DPT、DTM、GGA、
 GLL、GNS、GSA、GSV、GTD、HDG、HDT、MSK、MSS、
 MTW、MWV、RMA、RMB、RMC、RTE、THS、TLL、TTM、
 VHW、VTG、WPL、XTE、ZDA
（PFEC）drcmd, pidat

カタログNo. CA000001779
 E-2208LB

構　成
〈GP-3700F〉
●指示器
●空中線部
●送受波器
●工事材料、付属品、予備品

〈オプション〉
●トラックボール操作部 ●リモコン ●モニターオプション
●フラッシュマウント（指示器用） 
●Fフラッシュマウント固定金具（トラックボール操作部用） 
●空中線部（GPS用） ●アンテナケーブルセット ●ジョイントボックス 
●送受波器※ ●トライデューサ※ ●分配箱※ ●整流器※ ●水温センサー※
●船速/ 水温センサー※ ●インナーハルキットS※ 
●アンテナベース（L型、直型、レール用） ●マスト取付金具 
●工事材料 ●LANケーブル組品 ●ケーブル組品 ●MJケーブル組品
※ GP-3700Fのオプションです。

〈GP-3700〉
●指示器
●空中線部
●工事材料、付属品、予備品

1.指示器
表示器
有効表示画面
輝度  
表示図法
作図範囲 
表示モード

2.GPS 受信部
受信チャンネル
受信周波数
受信コード
測位精度

追尾速度
捕捉時間
測位更新周期

3.プロッタ機能
表示範囲
航跡表示記憶間隔
記憶点数

目的地
ルート
警報の種類

海岸線

データ表示

4.魚探部（GP-3700F）
送信周波数
出力
 
表示範囲
拡大表示画面
オートモード
画像送り
主な機能

5.インターフェイス
ポート数

データセンテンス

出力Pセンテンス

（0798）63-1281




