
●このカタログに掲載の無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

HF & V/UHFオールモードトランシーバー / ローテーター

PORTABLE
FT-817ND

MOBILE/BASE STATION
FT-897D

ULTRA-COMPACT MOBILE
FT-857D

Rotator
COMPACT BASE STATION
FT-450D
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HF/50/144/430MHzオールモード機で
フィールド運用・モービル運用を楽しもう！
マルチバンド・マルチモードでアマチュア無線のスキルアップ！
最近では車から運用したり、山や海など見晴らしの良い場所へ出かけて、とてもエキサイティングなアマチュア無線を楽しんでいるフィ
ールド運用ファンも多くなっています。家では、CQを出しても応答がなかったり、呼び出しても応答してもらえなかったりしても、フ
ィールド運用ならば、1回CQを出しただけで、多くの局から呼び出しを受けることもよくあります。そんなエキサイティングなQSOは
フィールド、モービル運用の醍醐味です。さらに、ローカルQSO中心に使われているFMモードに比べてSSBやCWは、少ない送信出力
でもDX（Long Distance：遠距離）交信が簡単にできます。また、パソコンとトランシーバーの接続だけで簡単にできるインターネッ
ト通信WiRES、PSK31やRTTYなどの文字通信、SSTVなどの画像通信も人気があります。
YAESUのオールモードモバイルシリーズなら、ホーム、フィールド、モービルを1台にまとめたFT-897Dシリーズ、V/UHF FMモービ
ル感覚でフロントパネルセパレートもできるFT-857Dシリーズ、そして気軽に内蔵バッテリーでフィールド運用ができるFT-817NDの
3タイプを用意。どのタイプも、フィールド運用を楽しむマニアには魅力的なオールモードトランシーバーです。

気軽にフィールド運用を楽しめる内蔵バッテリータイプ
ハイキングや、登山、電車での移動ならば、バッテリーを内蔵できるFT-897Dシリーズ、FT-817NDがお勧めです。自分の足でしか行くことができ
ないような見晴らしの良い場所からの運用は、感動的なものです。HF帯の運用ならば、近くの公園、河原などちょっと広い場所*に、簡単なアンテナ
を架設するだけでも日本全国、世界各国と交信できる可能性もより高くなります。※景観などに注意して他の人に迷惑をかけないように注意しましょう。

FT-897Dで送信出力20Wフィールド運用
FT-897Dシリーズには、
大容量バッテリーFNB-78
をオプションで用意してい
ます。このFNB-78は、最
大で2個まで内部に装着す
ることができるため、長時
間運用も可能です。送信出
力も、20W（Sタイプの
HF帯は10W）とハイパワ
ー。オプションのマニュア
ルタイプのアクティブチュ
ーニングアンテナシステム
ATAS-25を使用すれば、
世界中と交信することも夢
ではありません。

FT-817NDで送信出力2.5W（5W）
フィールド運用
FT-817NDには、50/144/430MHz
に対応したアンテナを付属しているた
め、50MHz以上のアマチュアバンド
での運用もすぐに行うことができます。
付属している充電式ニッケル水素バッ
テリーFNB-85（9.6V 1400mAh）
や単3アルカリ乾電池8本を使用時に
は、送信出力2.5W（5Wに変更するこ
とも可能）運用ができます。最小パワ
ーでどこまで飛ぶか挑戦するQRP運用
も人気があります。アクティブチュー
ニングアンテナATAS-25を使用すれ
ば、5Wでもより遠くと交信する可能
性が拡がります。

●専用Ni-MH電池パック
（13.2V/4500mAh）
FNB-78 （最大2個装着可能）
（別途、専用充電器が必要です）

●Ni-MH電池パック（付属品）
（9.6V/1400mAh）
FNB-85

●専用充電器（付属品）
NC-72A
※NC-72Aでの送信はできません。

■アマチュア無線機を使用するには総務省のアマチュア無線免許が必要です。アマチュア無線の免許を取得するためには、国家試験を受験するか養成課程講習会を受講する2つの方法があります。詳細は右記へお問い合わせください。 

FC-40
標準価格50,190円
(本体47,800円、消費税等2,390円）

長さ20m以上（λ/2の整数倍は除く）のワイヤーアンテナと、アースまたはカウンターポイズを接続することにより、1.8〜50MHz帯のアマチュアバン
ドでマッチングが可能な、FT-897シリーズ、FT-857シリーズ専用オートマチックアンテナチューナーです。

●無線機との接続方法は、付属のコントロールケーブルと同軸ケーブルの2本だけ。
●マッチング時には、アンテナからの輻射を0.25W以下に低減。
●一度マッチングした周波数は自動的に200個のマッチングデータメモリに記憶
●最大8秒以内の高速マッチング。メモリされた周波数ならば0.5秒以内でマッチング
●防水・防塵構造なので長期にわたる屋外使用も可能

定　　　格
使用可能周波数：1.8〜54MHz（20m以上のワイヤー）、3.5〜54MHz（7m以上のワイヤー）

7〜54MHz（2.5m以上のワイヤー）
入力インピーダンス：50Ω
最大入力電力：100W（連続3分）
整合後SWR：2.0：1以下（ワイヤー長が1/2λの整数倍では使用できません）
チューニング可能電力／時間：4〜60W／最大8秒以内
マッチングメモリ：200個
電源電圧：13.8V DC±15％（トランシーバーから供給）
寸法（縦×横×奥行）：228×175×55mm（突起物を除く）
重量：約1.2kg

基本的な設置例

ヨットにロングワイヤーを設置した例 アースが取れるベランダに設置した例

ワイヤーアンテナに最適な200chマッチングメモリ付きオートマチックアンテナチューナー FC-40
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フィールド運用に最適な軽量小型アクティブチューニングアンテナシステム
ATAS-25 ATAS-25 標準価格31,290円（本体29,800円、消費税1,490円）

軽量・コンパクトサイズながらも効率の良いアンテナとして人気がある、7MHzから430MHz対応のマニュアルタイプのアクティブチューニング
アンテナシステムATAS-25は、バンドにあわせてエレメントの長さやコイルを上下、回転してベストチューニングをとって運用します。

ATAS-25の簡単チューニング方法

HF/50/144/430MHzオールモードモービル運用で
アマチュア無線のおもしろさを再発見！

FT-857Dシリーズ
セダンやミニバンタイプならば、フロントパネルが
分離できるFT-857Dシリーズです。V/UHFモービ
ルトランシーバーと同じような感覚で手軽に設置す
ることができます。
※オプションのフロントパネルセパレーションキットYSK-857が必要

FT-897Dシリーズ
ワンボックスタイプなどあまりトランシーバーを置
くスペースが気にならない車なら、FT-897Dシリ
ーズがお勧めです。

周波数(MHz) エレメント本数 調整長L(cm) 最低SWR
7.060 3 15.0 1.2 

10.100 3 7.9 1.4 

14.150
3 3.9 1.4 
2 5.1 1.2 

18.130 2 3.3 1.0 
21.250 2 2.4 1.0 
24.920 2 1.8 1.1 

28.500
2 2.0 1.0 
1 1.4 1.1 

29.300 1 1.8 1.1 
50.200 0 1.4 1.4 
145.02 0 2.0 1.1 
433.02 0 1.0 1.2 

ATAS-25定格
周波数：7MHz帯から430MHz帯のアマチュアバンド
（一部周波数を除く、7MHz新バンドに対応）
耐入力電力（送信1分・受信1分）：HF/50MHz帯
CW/SSB（50%DUTY）100W、AM/FM 50W、
144/430MHz 50W
寸法：最大  約2.2m・分解時  約0.6m
重量：約930g（エレメント含む）
付属品：ラジアル線、予備用ラジアル線、144MHz用
ラジアル、430MHz用ラジアル、六角レンチ

L

ATAS-25は分解収納すると長さ60cmなので、市販のカメラの三脚
ケース等と一緒に収めることができ、フィールド運用に最適です。
写真の三脚は、SLIKスプリントPROⅡ（市販品）
＊三脚はローアングルタイプを使用してください。

●汎用カメラ用ツールを使用
すれば取付方法も自由自在。
写真はSLIK Lower IIを使用
してベランダに仮設した例

●状態によっては、マッチングが取れにくいバンドもあります。

●アクティブチューニングアンテナATAS-120Aは、FT-897/D、FT-857/D、FT-450シリーズの他に、FT-847、FT-100/Dシリーズでもご使用いただけます。

マウントがカメラネジに対応して
いるためカメラの三脚などに固定。

●ATAS-25の調整例

FT-897D, FT-857D, FT-817NDシリーズには、
簡易SWR計を内蔵しています。より正確にSWR
を調整したいときは
外付けのSWR計を
用意しましょう。

  ●国家試験：財団法人 日本無線協会 TEL: 03-3533-6022  http://www.nichimu.or.jp/　●養成課程講習会：財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)  TEL:　03-5395-3212  http://www.jard.or.jp

車にアンテナを設置して、車のバッテリーから電源を供給すれば、いつでもどこでも世界中のハムと交信することがで
きます。モービルの場合、車のアースが確実に取れていれば、思いがけないDX局と交信することも夢ではありません。
特に1本のアンテナでも自動的に7MHz帯から430MHz帯のアマチュアバンドでマッチングを取ることができるFT-
897D、FT-857Dシリーズ専用のATAS-120Aを使用すれば、モービル運用でもローカルラグチューから海外とのDX
通信までクールにすることができます。

1取扱説明書を参考にSWR表示ができるよう
にします。運用するバンドを決めて、右表を参
考にエレメント数にあわせて組み立てます。付
属のラジアル線を放射状に広げ伸ばします。
2 SSBやCWモードにして、音量を上げて（ス
ケルチはOFF）、ATAS-25のコイル部分を上下
して一番ノイズが大きくなる位置で止めます。
3 AMモード（連続キャリア送信）に送信して
SWRを測定します。（FMモードはバンドプラ
ンで運用できる周波数帯のみで可能）
4送信を止めて、ATAS-25のコイルを右左いず
れかへ数回、回転して再度SWRを測定し、微調整
しながらSWRが最小の値になるように調整を繰
り返します。



本格的ベースステーションとしても活躍！
コンパクトサイズのYAESU HF-430MHzオールモードシリーズは、高級機の受信
性能を受け継いでいるため、大きなアンテナを接続して本格的なベース運用もお楽し
みいただけます。

FT-897Dシリーズで本格的なベース運用 FT-857D＋市販のDC電源で
本格的なベース運用

FT-817ND＋市販のDC電源で
QRPベース運用を満喫

FT-897Dシリーズには、オプションで内蔵でき
る専用電源FP-30A（AC100VからDC13.8V
に変換）があり、邪魔になりがちな外付けの電源
を置くスペースを気にすることなく本格的なベ
ース運用をスマートに実現できます。さらに、
オプションで用意している本格的なデスクトッ
プマイクMD-200A8XやMD-100A8Xの接続、
オプションのコリンズメカニカルフィルターの
装着、混信やノイズをカットするDSPなど高
級機に匹敵する運用もお楽しみいただけます。

コンパクトサイズながらも、DSPを内蔵した
高級機なみの受信性能に匹敵するFT-857Dシ
リーズ。市販のDC外部電源を接続すれば、そ
のままベース用トランシーバーとして活躍しま
す。FT-897Dシリーズ同様に、オプションの
本格的なデスクトップマイクやコリンズメカニ
カルフィルターなど豊富なバリエーションも魅
力的です。また、コンパクトサイズなので海外
からのDXペディションにも最適です。

市販の外部電源を使用すれば、バッテリーの
消耗を気にせず送信出力5W以下のQRP運用
も可能になります。送信出力が小さくても、
利得の高いアンテナを接続すれば、ハイパワ
ー局に負けない運用も楽しむことができます。

アクティブチューニングアンテナシステム ATAS-120Aの設置と使用方法
ATAS-120A 標準価格44,100円（本体42,000円、消費税2,100円）

モービル運用に最適なATAS-120A（全長約1.4ｍ（最短）〜約1.6m（最長））は、1本のアンテナで自動的にマッチングをとって、7MHz帯から
430MHz帯（一部の周波数を除く）のアマチュアバンドをカバーする効率を重視したアクティブタイプのアンテナです。
■対応機種：FT-897/Dシリーズ、FT-857D/シリーズ

＊送信中にSWR表示が点滅するときは、SWRが高くなっています。接続や、設置方法を確認して再度チ
ューニングをとってください。
＊取り付け方法によっては、マッチングが取れないバンドがあります。
＊外付けのSWR計を接続して、より確実にマッチングをとりたいときには、マニュアル操作で調整する
ことも可能です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

ATAS-120A定格
●周波数範囲：7/14/21/28(29)/50/144/430MHz●全長：約1.6m(最長)〜約1.4m
（最短）●重量：約900ｇ●インピーダンス：50Ω（Ｍ型接栓）●最大入力電力：120W
J3E／100W：28(29),50MHz F3E、VSWR：2.0以下

八木アンテナやグランドプレーンアンテナに最適な
オートアンテナチューナー FC-30
FT-897/Dシリーズ、FT-857/Dシリーズ、FT-450シリーズ専用
ダイポール、八木アンテナなど同軸ケーブルで給電するタイプのアンテナに使用するもので、
アンテナの中心周波数から離れているため、SWRが悪い場合、SWRを改善することができ
ます。このアンテナチューナーには、100個のマッチングデータ専用のメモリがあり、一度
チューニングを行えば、同じ周波数ならば、チューニング動作をすることなくすぐに最適な状
態を再現します。

ATAS-120Aの取り付けには、頑丈
な基台を使用します。また、ルーフキ
ャリアなどではなく、車のボディに密
着した状態でさらに基台部分で完全に
アースが取ることが必要です。

アンテナ基台の設置 ATAS-120Aの接続方法 ATAS-120Aの使用方法（FT-857Dシリーズの場合）

1FT-857Dシリーズの
場合、MENU 001で、
EXT ONにします。

2MENU 085でATAS
（ALL）または、ATAS
（HF&50）か、ATAS
（HF）のいずれかを選択
します。

 始めて使用するときは、
TUNEキーを押すと初期
化が始まります。

4初期化には、約60秒
かかります。INIT表示が
消えるまで待ちます。

5初期化が終了すると
ATASの表示に変わりま
す。

6運用するバンドを選択
して、TUNEキーを押す
と送信を開始して、アン
テナが自動的に伸縮しな
がら自動的にチューニン
グをとり始めます。

7チューニング中は、グ
ラフィックSWR表示が
出てWAIT表示が点灯し
ます。

8チューニングが終了す
ると、送信が終了して、
ATASの表示に変わり、
そのまま運用することが
できます。

HF/50MHz 144/430MHz

＊HF+50MHzをATAS-120A
で、144/430MHzを別のアンテ
ナで使用する例（この場合デュプ
レクサ不要）

HF/50MHz

144/430MHz市販のアンテナ

＊HF+50MHzと
144/430MHzを
同時に使用する場
合には、市販のデ
ュプレクサが必要
です。 市販の

デュプレクサ
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FC-30定格
●周波数範囲：1.8〜30MHz 50〜54MHz（7MHz新
バンドに対応）●入力電力：100W●整合時SWR：
１:1.5以下●整合動作電力：4〜60W●整合動作時間：
5秒以下●整合インピーダンス：1.8〜30MHz 50〜
54MHz：16.5〜150Ω●メモリーチャンネル数：合
計100チャネル●電源電圧：直流13.8Ｖ±15％●動作
温度範囲：−10〜＋50℃●ケース寸法（突起物を除
く）：80(W)×45(H)×260(D)mm●本体重量：約1kg



1.9MHz-430MHz ALL MODE TRANSCEIVERFT-897D

シシャャッッククかからら持持ちち出出そそうう!!  車車へへ、、そそししててフフィィーールルドドへへ。。
安安定定ししたたデデーータタ・・画画像像通通信信をを楽楽ししめめるる、、TCXO内蔵
フフィィーールルドドHHFFオオペペレレーーシショョンン  FFTT--889977DD。。

フィールド運用で思わぬ相手とQSO！
忘れていたあの感動をHFマニアに贈ります
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フィールド運用では、内蔵タイプの専用ニッケル水素バッテリーFNB-
78（最大2個内蔵可能）により、最大出力20W（430MHz帯とSタイプ
のHF帯は10W）を実現。新開発のマニュアルタイプの、アクティブチ
ューニングアンテナATAS-25を使用すれば、キャンプやハイキングな
どで、手軽にアウトドアフィールド運用を楽しむことができます。FNB-
78を2個装着した場合の運用時間は、SSBオペレーションで実に約8時
間以上を確保。長時間のフィールドオペレーションでも安心して運用で
きます（送信5/受信5/待受90、FNB-78を2個実装時）。バッテリーの動
作状態は、パネル面のLEDによって、それぞれのバッテリーの状態を常
時モニターすることができます。（緑：満充電、オレンジ：使用中、オレ
ンジの点滅：充電が必要な場合、赤:充電中）内蔵バッテリーを2個実装
した時のバッテリーの切り換えは、本体上部の大型スイッチを使用し、
マニュアルで切り換えます。2つのバッテリーをマニュアル操作で切り
換えることによって、1つのバッテリーをメインに使用し、もう1つはサ
ブバッテリーとして普段は使用しないというような使い方ができますの
で、フィールド運用でいざという時にバッテリーがなくなるようなトラ
ブルを防ぐことができます。充電は、車のバッテリーなどのDC入力の場
合、専用充電器CD-24、AC入力の場合は、CD-24+充電器用専用電源
PA-26Aが必要です（充電時間1本約4時間）。

運用場所を選ばないモバイルベースステーションFT-897D 活躍のシーンは無限です。
いままでの殻を破った、まったく新しいHF/VHF/UHFオールモードトランシーバーの誕生です。オプションの内蔵バッテリーFNB-78を使用す
れば、アウトドアフィールド運用（FNB-78使用時/送信出力最大20W/430MHz帯とSタイプのHF帯は10W）、簡単にアンテナのチューニング
ができるアクティブチューニングアンテナATAS-120Aとの組み合わせで本格的モービル運用、さらに専用アンテナチューナー（FC-30）の接
続と、専用電源（FP-30A）を内蔵して本格派100W*1ベースステーションを実現。周波数範囲は、実に1.9〜430MHz帯のアマチュアバンドを
全てカバー。電波型式は、SSB、CW、AM、FMナロー、FMワイド（受信のみ）、PACKET、DIGITALに対応しているオールモード仕様です。　

※1：ハイパワータイプ（144MHz 50W/430MHz 20W）

FIELD STATION     FT-897D+FNB-78+ATAS-25
内蔵バッテリーによるフィールドオペレーション

実物大※ATAS-25はカメラの三脚などに取り付けてご使用ください。

各バッテリーの動作LEDと切り換えスイッチ

�

�

専用Ni-MH電池パックFNB-78（13.8V/4500mAh）

手動タイプのアクティブ
チューニングアンテナ
システムATAS-25
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MOBILE STATION     FT-897D+ATAS-120A or FC-30
DC13.8Vによるモバイルオペレーション
モービル運用では、車のバッテリーか
らDC13.8Vを接続することができま
す。ワンタッチ操作で、自動的にアン
テナのチューニングができるアクティ
ブチューニングアンテナATAS-120A
を使用すれば、わずらわしい同調操作
をしなくても7〜430MHzの本格的な
モービル運用を楽しむことができます
（10/18/24MHzは使用できません）。
DC13.8Vの外部電源端子を背面に用
意してありますので、そのまま車載型
モービルトランシーバーとして使うこ
とができます。
モービル運用で
も、大型のLCD
表示と、メイン
ノブで操作性は
抜群です。

BASE STATION     FT-897D+FP-30A+FC-30 or FC-40
本格派ベースステーション
ベース運用では、専用のAC電源FP-30Aを内部にインストールすると、最大送信出力100W電源内蔵
のオールインワントランシーバーに変身。HF/50MHz
1kWリニアアンプQUADRA SYSTEM（VL-1000+VP-
1000）や、高い送信音質を追求した通信機専用デスクトッ
プマイクMD-200A8Xなど、世界のDX'erから絶賛を浴び
ている豊富な周辺機器との接続も可能、本格的な固定機と
してHF〜430MHzの運用を楽しむことができます。FP-
30Aは、AC100V〜120V/AC200〜240V（2段切り
換え）に対応した軽量薄型設計ですから、移動運用や、海
外のDXペディションに出かけるときにも大変便利です。ま
たFT-897Dに装着できるオプションの専用アンテナチュ
ーナーFC-30を接続すれば、大型アンテナを使った、より
本格的な固定運用を簡単に実現することができます。

オールインワンタイプのスイッチ電源FP-30A

※アンテナ基台は市販の頑丈なものをご
利用ください。

⑦

●ワイヤーアンテナ用
チューナー FC-40



モバイルベースステーションFT-897Dの実力
フィールド/モービル運用から本格的なベース運用まで、1台であらゆる運用が楽しめるよくばりモバイルベースステーションFT-897D。
DSP、コリンズメカニカルフィルターなど、大型ベースステーションにも引けを取らない本格的な装備にも対応しています。操作面でも
大型チューニングノブの採用や、操作性と視認性を重視したパネルレイアウトなど、世界のトップDX'erから絶賛を浴びているHFの
YAESUならではの本格設計です。

耳がいい。YAESUの定評ある
RF受信部

長年にわたって積み上げられた高周波設計技術
を駆使し、HF帯からUHF帯まで優れた受信特性
を実現しています。HF/50MHz帯のフロント
エンドアンプは優れたNF（ノイズフィギュア）
高ダイナミックレンジを確保するRFアンプを採
用。それに続く第1ミキサーには、GaAsバラン
スドミキサーにより、優れた混変調特性を実現
しています。さらに、高級機に迫る2ポールの
ルーフィングフィルターを採用。RFフロントエ
ンドから、AF増幅回路にいたる受信回路にお
いて最適なレベル配分
を行い、高級機に匹敵
する受信性能を誇りま
す。RFゲインコントロー
ル、オートAGC（FAST/
SLOW/OFFマニュアル
設定も可能）機能、HF/
50MHz帯では受信アン
プをOFFにしてダイナ
ミックレンジを拡げる
IPO、約10dBのATTも
装備しています。

高解像度のPLL回路を採用

ローカル信号回路には、PLLに定評のある高速
DDSを採用し、高精度10Hzの高分解能を実現
すると共に、低ノイズフロアー、C/N比の優れ
た高品位なローカル信号を作り出します。アナ
ログVFOのようなスムーズな周波数変化を実現
しています。

送信時にも効果のあるDSPと、
効果的なIF SHIFTによる
混信除去機能を標準装備

■DSPバンドパスフィルター
SSB、DATAモード用として32ステップのLPF
カットオフ周波数と16ステップのHPFカットオ
フ周波数の選択により、512通りのバンドパス
フィルターの組み合わせができます。また、CW
では、サイドトーンと連動したデジタルオーディ
オピークフィルターとして動作し、240/
120/60Hzのスーパーナローフィルターとし
て、動作します。

■DSPオートノッチ（NOTCH）
邪魔なビート信号を自動的に追尾して軽減する、
オートノッチ機能。デジタル処理による、切れの
良いノッチ効果がより快適な受信を実現します。

■DSPノイズリデユーサー（NR）
あらゆる受信状態に応じて、効果的にノイズを
軽減できるよう各種パラメータを設定した、デ
ジタルノイズリデューサーを装備しています。

■DSPマイクイコライザー 
パイルアップ向きの送信音質からラグチュー向
きのやわらかな音質まで4つのパターンの中か
らお好みの送信音質を選択できます。
■IF SHIFT
IFフィルターの通過帯域を、電気的に変えて混
信を除去します。DSPデジタルフィルターや、
ノイズリダクション機能との併用により、混信
除去機能は万全です。
■ノイズブランカー(NB)
HF帯特有のパルス性のノイズを軽減する、レ
ベル可変が可能なノイズブランカーを装備して
います。

一味違う本格派コリンズメカニカル
フィルタを用意

HFマニア憧れのコリンズメカニカルフィルタ
を、CW/SSBモードでそれぞれ同時に実装可
能です。7ポールCW 500Hz（YF-122C）や
CW 300Hz（ YF-
122CN）、10ポール
SSB 2.3kHz（YF-
122S）を用意しまし
た。一味違う、メカ
ニカルフィルタの切
れ味を楽しむことが
できます。

大型固定機に匹敵する安定した
最大送信出力100Wを実現

シャーシ全体をヒートシンクとして、熱伝導率
の優れたアルミダイキャストのモノコック構造
を採用していますので、超小型でありながらヒ
ートシンクの容量は約650cm3と、大型機に引
けを取らない大容量を確保しました。DXペディ
ションのようなヘビーデューティ運用にも安心
して使用できます。さらに温度検知型大型クー
リングファンを2個搭載しており、長時間運用
時にもよくファイナル送信段を冷却します。
HF帯の送信ファイナル段には、定評のある
2SC5125をプッシュプルで採用、ドライバー
段には、高調波歪特性に優れたMOS FET
2SK2975をプッシュプルで採用する本格派RF
回路を採用。VHF帯とUHF帯には、内蔵バッテ
リー運用時にも消費電力を少なく、効率良く動
作する2SC3102を採用。DXペディションや
コンテストなど過酷な運用でも安定した送信出
力を確保します。

0.0 2.0
FREQUENCY  Hz

←HIGH  CUTLOW  CUT→ 

3.6

●SSBデジタルパスバンドフィルター特性 

95.0 FREQUENCY  Hz

NOTCH  OFF
NOTCH  ON

3.0k

●オートノッチ特性 

●デジタルノイズリデューサー特性 

95.0 FREQUENCY  Hz

DNR  OFF
DNR  ON

3.0k

SSBコリンズメカニカルフィルターの特性図

送信出力

（　）内はバッテリー使用時
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新開発の低消費電力タイプの
コンパクトアンテナチューナーFC-30

リレー切り換えタイプの超小型高速オートチュ
ーニングアンテナチューナFC-30（50W×
80H×230D mm突起物を含まず）を新たに
開発しました。16個の高耐圧コンデンサと、9
個の大型高周波コイルをリレーで切り換えて最
適なマッチングを取るタイプですので、モータ
ー駆動型と比べ消費電力を抑えながらも、瞬時
にチューニングを取ることが可能です。コイル
部分からの発熱対策として冷却用のクーリング
ファンを装備していま
すので、100W連続送
信時でも安定した動作
を実現します。この専
用アンテナチューナー
は、本体側面に簡単に
取付できる構造なので、
必要が無いときには取
り外すことができます。

電源、アンテナチューナーも搭載できる
オールインワン超小型設計

大型キャリーハンドルで持ち歩きもラクラク

電源を内蔵しても、200W×80H×230Dmm
（突起物を除く）の超小型設計を実現。さらに、
専用小型アンテナチューナーFC-30を左サイド
に取付すること
もできます。大
切なリグを運ぶ
移動時には、本
体側面の大型の
キャリーハンド
ルが威力を発揮
します。

超小型でありながら大型チューニングノブ、
操作性を重視したパネルレイアウトにより

本格的な操作感覚を実現

メインチューニングノブは、直径46mmの大型
ノブを採用。周波数変化量は、高分解能10Hzス
テップ。SSB/CWモード時には、一回転2kHz/
4kHzの切り替えが可能です。また、チューニン
グノブの外周にもマニアックな目盛を刻印して
あり、1目盛が約100Hz（FAST時：約200Hz）

のアナログ目盛を装備していますので、アナロ
グ感覚で微調整を取ることが可能です。

HF運用の醍醐味CW運用を重視。
CWチューン、CWビーコンなどの

本格機能を装備

CWチューン機能を搭載していますので、CW
初心者でも簡単にCW信号の同調をとることが
できます。その他にも、ウェイトコントロール付
きエレクトロニックキーヤー、可変型CWピッ
チコントロール、CWフル/セミブレークイン機
能など、CW運用を快適に行うための多彩な機
能が満載。また、DXペディションなどで活躍
するCWビーコン機能も搭載した、CWマニア
向けの本格設計です。さらに、上級ライセンス
を目指す初心者にうれしい、
ランダムなCW符号をスピー
カーから出力する（送信は
しません）CWトレーニング
機能を搭載しています。

操作性の優れた
多機能ファンクションキー

多機能を簡単に操作するために、3つのファン
クションキーをLCD表示部の下に前へ出す形
状で配置。3つのキーは、コンピュータのキー

入力感覚のようなタッチにより操作性を大幅に
改善しています。そのほかにも独立したバンド
切り替え、モード切り替えなど操作性を考慮し
た配置により、抜群の操作性を誇ります。

独立したクラリファイアーノブ

SSBやCW信号の受信時に使用する、クラリフ
ァイアーに独立したノブを採用しました。小型
機でありながら操作性を犠牲にすることなく、
大型固定機の操作感覚を実現しています。

QRPオペレーションに対応

フィールド運用やコンテストで話題になってい
る、送信出力5WのQRP規格に対応した送信出
力設定が可能です。QRPで電波の飛びを競う
コンテストに、チャレンジしてみてはいかが
でしょうか？

充実したV/UHF機能

■VHF/UHF帯の運用も本格派。メインチュー
ニングノブとは別に、各モードに対応したチャ
ンネルノブと、メモリーチャンネル用に独立し
た大型ノブを、パネル右に配置しました。モー
ビル機や、ハンディ機と同じように簡単チュー
ニングも可能です。VHF/UHF専用機と変わら
ない、わかりやすい操作性が自慢です。
■50通りのトーンスケルチ(CTCSS)、104通
りデジタルコードスケルチ（DCS）機能標準装備。
FMモードで仲間と同じコードを設定すれば、仲
間同士の信号以外はスケルチが開かないで、静
かな待ち受け受信ができます。

アンテナチューナーFC-30

ワイヤーアンテナ

⑨



OPTION

●10ポールSSBフィルター
(コリンズメカニカルフィルター)
YF-122S(2.3kHz)
標準価格 17,850円
（本体17,000円、消費税等850円）

●7ポールCWフィルター
(コリンズメカニカルフィルター)
YF-122C(500Hz)
標準価格 19,950円
（本体19,000円、消費税等950円）
YF-122CN(300Hz)
標準価格 17,850円
（本体17,000円、消費税等850円）

●ステレオヘッドホン 
YH-77STA
標準価格 5,985円
（本体5,700円、消費税等285円）

●通信機専用最高級
デスクトップマイクロホン
（600Ωダイナミック）
MD-200A8X
標準価格 47,250円
（本体45,000円、消費税等2,250円）

●スタンドマイク
（600Ωダイナミック）
MD-100A8X
標準価格 17,745円
（本体16,900円、消費税等845円）

●DTMFマイクロホン
MH-36E8J
標準価格 9,975円
（本体9,500円、消費税等475円）

●ダイナミックマイクロホン
MH-31A8J（付属品と同等）
標準価格 3,885円
（本体3,700円、消費税等185円）

●リモコンDTMFマイクロホン
MH-59A8J
標準価格 10,290円
（本体9,800円、消費税等490円）

●モービルブラケット
MMB-80
標準価格 4,200円
（本体4,000円、消費税等200円）

●バンドデータケーブル
（VL-1000接続用）
CT-58 
標準価格 3,675円
（本体3,500円、消費税等175円）

●CATインターフェース
ケーブル（D SUB9ピン用）
CT-62* 
標準価格 3,675円
（本体3,500円、消費税等175円）

●パケットケーブル
CT-39A
標準価格 1,890円
（本体1,800円、消費税等90円）

●専用内蔵型AC電源
100V〜240V対応
FP-30A
標準価格 28,140円
（本体26,800円、消費税等1,340円）

●FNB-78専用充電器（4時間充電）
（DC12V電源または、ACアダプタ
PA-26が必要です）
CD-24 
標準価格 15,540円
（本体14,800円、消費税等740円）

●専用Ni-MH電池パック
（13.2V/4500mAh）
（最大2個装着可能）
FNB-78 
標準価格 15,540円
（本体14,800円、消費税等740円）

●CD-24専用電源
PA-26A
標準価格 10,290円
（本体9,800円、消費税等490円）

●専用オートマチックアンテナチューナー
FC-30 
標準価格 31,290円
（本体29,800円、消費税等1,490円）

●200マッチングメモリ付き
HF/50MHzオートアンテナチューナー
FC-40 
標準価格 50,190円
（本体47,800円、消費税等2,390円）

●オートアクティブ
チューニング アンテナ
ATAS-120A
標準価格 44,100円
（本体42,000円、消費税等2,100円）

●アクティブチューニング
アンテナ（手動）
ATAS-25
標準価格 31,290円
（本体29,800円、消費税等1,490円）

100Wオールモードトランシーバー

FT-897D
（144MHz 50W/430MHz 20W）
標準価格155,400円（本体148,000円 消費税等7,400円）
技術基準適合証明取得機種
●50Wタイプ（430MHz 20W）
FT-897DM 標準価格155,400円（本体148,000円 消費税等7,400円）
技術基準適合証明取得機種
●20Wタイプ（HF 10W）
FT-897DS 標準価格155,400円（本体148,000円 消費税等7,400円）
技術基準適合証明取得機種

2アマ免許

3アマ免許

4アマ免許

●主要付属品：マイクロホン MH-31A8J、電源コード

より安定したデータ通信を実現する
周波数安定度0.5ppm以下のTCXOと

データ専用端子を標準装備

PSK31、SSTVなど高い周波数安定度が要求さ
れるデータ・画像通信に対応する±0.5ppm以下
の高安定温度補償水晶発振器（TCXO）を標準で装
備しています。また、WiRES、1200/9600 bps
パケット通信など外部インターフェースとの接
続に便利なデータ専用端子も装備しています。

先進の機能を満載

■200チャンネルの大容量メモリ（8文字アル
ファニューメリック表
示）各20チャンネル×
10メモリーグループで
効率よく管理

■ワンタッチでメモリーの書き込み、読み出し
ができるクイックメモリーバンク（QMB）
■データ通信などのレベル調整に便利な簡易変
調度表示
■視認性に優れた32色カラー照明付き大型
LCD採用

■より見やすく周波数を表示する倍角表示
■電源電圧表示
■グラフィックSWR表示
■わかりやすい送受信時
の大型LED表示。
■音声に合わせて、自動的に送受信を切り換える
VOX機能
■本格派2系統アンテナ
端子（HF-50MHz、144/
430MHz）
■多彩なスキャン機能（VFOスキャン、メモリ
チャンネルスキャン、PMS、プライオリティス
キャン、デュアルワッチ）
■高速スキャンしながら、信号のある周波数を
自動的に記憶するスマートサーチ
■ARTS機能（CWIDを送出する場合は第3級ア
マチュア無線技師以上の資格が必要）

■オートパワーオフ（APO）、タイムアウトタ
イマー（TOT）、オートレピータシフト（ARS）
■±9〜±63チャン
ネルの受信状況を表
示するスペクトラム
スコープ
■Sメータなどの出力
ができる外部メーター端子
■ログソフトなどにより、コントロールできる
CATシステム
■送受信FMナローモード対応

推奨外部スピーカー

シャックルームでは、直径120mmの大口径ス
ピーカーSP-2000。オーディオフィルタで音
質調整した後の受信音をヘッドフォンで聞くこ
ともできます。アウトドアでは最大12Wの大出
力スピーカーをどうぞ。

⑩

オーディオフィルタ付き外部スピーカー
SP-2000
標準価格17,850円（税込み）

大音量外部スピーカー
MLS-100
標準価格5,900円（税込み）

＊FC-30、またはFC-40との併用はできません。



FT-857Dは、100Wの高出力でHF帯から430MHz帯まで、アマチ
ュアバンドを全てカバーします。短波帯の醍醐味、長距離通信を
SSBで楽しむ、モービルどうしのVHF/UHF帯での連絡など、限り
なくアマチュア無線の楽しみが拡がります。オプションのアクティ
ブチューニングアンテナATAS-120Aを使用すれば、アンテナチュ
ーナーなしでも手軽にHF/VHF/UHF帯のモービル通信を楽しむこと
ができます。また、送受信性能を向上させるDSPを内蔵しています。

ULTRA-COMPACT HF/VHF/UHF MULTI-MODE TRANSCEIVERFT-857D
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大型ベースステーションに匹敵する
タフな受信回路設計

HF機の頂点MARK-V FT-1000MPなどの、
YAESUのHF技術を惜しみなく投入。低ノイ
ズフロア、高ダイナミックレンジを確保するた
め、2段のルーフィングフィルター、高品位な
素子の選択と68.33
MHzという高い第1IF
周波数の設定、アクテ
ィブダブルバランスド
ミキサーなど贅沢な回
路設計を採用。VHF
帯にはMOS FET、
UHF帯にはHEMTに
よる低ノイズフロア
RFアンプを採用し、
HFから430MHz帯ま
で安定した受信性能を
確保しています。

本格的な受信機能を搭載

■受信信号を高周波増幅用アンプを通さずに
直接ミキサーに注入することでダイナミック
レンジを向上させるIPO（Intercept Point
Optimization）
■受信周波数を変えずIF周波数を可変して妨害
波を除去するIF SHIFT機能
■パルスノイズをカットするスレッショルドレ
ベル可変型IFノイズブランカー

送信時にも効果のあるDSP標準装備

MARK-V FT-1000MPなど本格的なDXベース
ステーションで絶賛されている24bit DSP
（Digital Signal Processing）を標準装備。電
波型式に合わせた受信帯域幅、オートNOTCH、
NRなど快適な受信をデジタル処理でサポート
するだけでなく、送信時の音質をデジタル処理
してローカルラグチューからDXまでそれぞれ
の運用に適した音質を生み出しています。
■DSPバンドパスフィルター 
SSB、DATAモード用として32ステップの
LPFカットオフ周波数と16ステップのHPFカッ
トオフ周波数の選択により、512通りのバンド
パスフィルターの組み合わせができます。また、
CWでは、サイドトーンと連動したデジタルオ
ーディオピークフィルターとして動作し、
240/120/60Hzのスーパーナローフィルター
として動作します。

■DSPオートNOTCH
自動的に複数ビート信号をカットするデジタル
オートノッチ機能で、ビート信号を軽減して、
より快適なSSB受信を実現します。
■DSPノイズリデューサー 
実際に受信ノイズを分析し各種パラメータを組み
合わせ16のパターンに集約しました。ローバン
ド特有の連続ノイズから空電ノイズまで耳障りな
ノイズを減衰させます。

■DSPマイクイコライザー 
パイルアップ向きの送信音質からラグチュー向
きのやわらかな音質まで4つのパターンの中か
らお好みの送信音質を選択できます。

静寂なダブルクーリングファンによる
新設計の冷却システム

堅牢な広い面積を持つ大型アルミダイキャスト
と静寂かつ効率良く冷却する2つのクーリング
ファンを内部に配置。フロントパネル側から本
体後部へと流れる風の道筋が、過酷な運用時で
も本体性能を安定させる役目を担っています。
PA部には、HF/50MHz帯用として信頼性の高
いバイポーラトランジスタをプッシュプルで、
144/430MHz帯用には専用のバイポーラトラ
ンジスタを採用し、安定したハイパワー送信を
実現。また小型機ながらも、バンドパスフィル
ターやローパスフィルター、Qの高いマッチン
グトランスを採用し、高級機なみのハイクオリ
ティな送信を実現しています。

コンパクト機の常識を破った
大型チューニングダイアル

視覚的に一番大きな特長が、直径43mmの大型
チューニングノブ。大型ベースステーションの
操作性をそのまま受け継ぐ設計となっています。
最小ステップ10Hzによる繊細なチューニング
もステーション感覚を残しています。チューニ
ングノブの外周には、頻繁に操作するバンド
DOWNとUP、VFOとメモリを切り換えるV/M、
誤操作を防止するLOCKキーを配置。 また
SSB/CWモードで最小1kHzステップ、FMモー
ドで最小5kHzステップのチューニングができる
SELECTノブは、モービル運用における快適な
チューニングを提供しています。

■細かい設定は3つのスクロールファンクショ
ンキーにおまかせ
3つのマルチファンクションキーA,B,Cの各機能
は、キーの上のディスプレイにそれぞれ表示さ
れるので、必要に応じた設定が簡単に行えます。
さらに細かな機能設定は、豊富なメニューモー
ドにより設定できます。

本格的なDXに対応したCWオペレーション

■ウェイトコントロール付きエレクトロニック
キーヤー内蔵
■50MHz運用に便利なビーコン機能付き3チ
ャンネルCWメッセージキーヤー内蔵 
■CWピッチコントールとサイドトーン音量調整 
■CWピッチ周波数にあわせてトーンを発生し
て周波数のゼロインをするCW SPOT機能 
■ゼロインすると符号にあわせてブルーLEDが
点灯するCWチューニングインジケータ 
■ランダムにCW符号を発生する、CWトレー
ナー機能 
■SSB運用時でも、そのままCWキーイングが
可能。また、PKT-PTTによりコンピュータに
よるキーイングにも対応 
■CWリバ−ス機能 
■コンテスト時のログインソフト使用時などに
便利なエレキー、縦ぶれ電鍵の2つを同時に接続

こだわりのコリンズメカニカルフィルター

SSB用には高精度な受信ができ、さらに送信時
には送信音質も向上する10ポール2.3kHz SSB
フィルターYF-
122S。CW用に
は優れたシェープ
ファクターを誇る
7ポール500Hz
CWフィルター
YF-122Cと、7

0.0 2.0
FREQUENCY  Hz

←HIGH  CUTLOW  CUT→ 

3.6

●SSBデジタルパスバンドフィルター特性 

95.0 FREQUENCY  Hz

NOTCH  OFF
NOTCH  ON

3.0k

●オートノッチ特性 

●デジタルノイズリデューサー特性 

95.0 FREQUENCY  Hz

DNR  OFF
DNR  ON

3.0k
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ポール300Hz CWフィルターYF-122CNの2
つを用意。2つのフィルターを同時に装着でき
ます。しかも半田づけの必要のない、差し込む
だけの親切設計です。

コンパクト機でも本格的な
データ通信にフル対応。 

データモードと専用のデータ端子を装備

1200bps/9600bpsのFMパケット通信はも
ちろん、WiRES、RTTY（AFSK)、SSTV、
PSK31などのデータ通信に便利な6ピンミニ
DINコネクターによるデータIN/OUT端子を装
備。SSTVやPSK31、AFSKのような同期信
号を使用するモードでは、データ端子専用の
VOX機能を利用することにより送信制御用の配
線をする必要
がなくなりま
した。モード
の切り換えの
わずらわしさ
もありません。

多彩なスキャン機能と自由に設定できる
スペクトラムスコープ機能 

■多彩なスキャン機能 
VFOスキャン、メモリースキャン、指定帯域ス
キャン（PMS）、優先チャンネルスキャン、2波
同時受信スキャンなど多彩なスキャン機能を搭
載しています。
■多機能スペクトラムスコープ機能 
±10チャンネルから±63チャンネルまで各電
波型式に合わせたステップにより周波数の使用
状況をグラフ表示するスペクトラムスコープ機
能を搭載。シングル走査と連続走査の2種の表
示が可能です。

高解像度32色マルチカラー
ドットマトリックス

液晶ディスプレイで集中表示

快適な運用を実現。ドットマトリックス液晶デ
ィスプレイを採用。表示部の色は32色から選択
でき、使用環境に合わせて設定可能。周波数の
倍角表示、スペクトラムスコープ表示などもOK。
常時電圧を表示しますので、安心です。

HFからUHFまでを一本のアンテナで
カバーするアクティブチューニング
アンテナATAS-120Aに対応

■モータードライブでアンテナのマッチングを
とるオートアクティブチューニングアンテナシ
ステムATAS-120Aに対応。
■HF/50MHz帯アンテナ用のオートアンテナチ
ューナーFC-30を用意しました。
■グラフィックSWR表示

V/UHFオペレーションも充実

■トーンスケルチ/デジタルコードスケルチ標準
対応。FMモードでは、50通りのトーン周波数
で静かな待ち受け受信ができるトーンスケルチ
機能（トーンエンコードも可能）と104通りの
デジタルコードスケルチ（DCS)を標準装備。
■指定した範囲をスキャンして使用中の周波数を
自動的に専用メモリに記憶するスマートサーチ
■お互いに通話できる範囲を常時確認すること
ができるARTS（CWIDを送出する場合は第3級
アマチュア無線技師以上の資格が必要）
■レピータの周波数になると自動的にトーンと
シフトがセットされるオートマチックレピータ
シフト

SSBコリンズメカニカルフィルターの特性図

実物大

●CAT/LINEAR端子（左）とDATA端子（右）

●左のバーグラフがSWR表示。上のSWRは、SWRが高い時
に警告表示

●写真はフロントパネルセパレートキットYSK-857使用時

⑬
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DX'erのための実用的な機能を満載

■強い信号を減衰させるHF/50MHzで動作す
る10dBアッテネータ（ATT）■電波型式にあわ
せて自動的に設定できるAGC FAST/SLOW/
OFF■SSBで便利な送信周波数を固定したまま受
信周波数だけを可変できるクラリファイア機能
■ローバンドの受信にも効果があるRFゲイン
コントロール。メニューモードによりRFスケ
ルチレベルの設定も可能■ハンドフリーで送受
信切り替えできるVOX機能■データ入力端子■
SSBの平均送信電力を上げることができるAF
スピーチプロセッサー■車の電圧の変化を常時
監視できる電源電圧表示■信号強度、FMセン
ター、電源電圧表示、送信出力、ALC、変調強
度、SWRなどをディスプレイ表示と独立して
出力できるアナログメーター出力端子（メータ
ーのオプション設定はありません。）■操作確
認用BEEP音の周波数、音量調整■メモリーチ
ャンネルなどの情報を他のFT-857へコピーで
きるクローン機能■送信時の状態（送信出力、
変調レベル、ALC,SWR）を選択して表示■自
動的に電源をOFFにするオートパワーオフ

（APO）、設定した連続送信時間になると自動的
に送信がストップするタイムアウトタイマー
（TOT）■1kWリニアアンプQUADRAシステ
ムとの接続も簡単なインターフェース■コンピ
ュータによるコントロールができるCATシステ
ム対応

大口径、大音量の
外部スピーカーが接続可

車内においても、高域・低域がバランスよく再
現される外部スピーカーMLS-100を推奨しま
す。コンパクトながら口径は大きくとり、豊か
な音量を実現しています。最大12Wの音声出力
で、周囲の騒音が気になる場所などでとくに効
果的です。

OPTION

●リモートコントロール
DTMFハンドマイク
MH-59A8J
標準価格 10,290円
（本体9,800円、消費税等490円）

FM運用時のDTMF送信に加えて、周
波数のダイレクト入力、SELECTノブ
による周波数可変、音量調節、ACC、
P1、P2のプログラマブルキーなど
できるリモコンマイクです。

薄型フロントパネルを車の
ダッシュボードなどに取り
付けることができるセパレ
ーションキット。
●セパレートキット
YSK-857 
標準価格 5,775円
（本体5,500円、消費税等275円）

●高安定温度補償水晶
発振器(0.5ppm)
TCXO-9
標準価格 10,290円
（本体9,800円、消費税等490円）

100Wオールモードトランシーバー

FT-857D
（144MHz 50W/430MHz 20W）
標準価格134,400円（本体128,000円 消費税等6,400円）
技術基準適合証明取得機種
●50Wタイプ（430MHz 20W）
FT-857DM 標準価格134,400円（本体128,000円 消費税等6,400円）
技術基準適合証明取得機種
●20Wタイプ（HF 10W）
FT-857DS 標準価格134,400円（本体128,000円 消費税等6,400円）
技術基準適合証明取得機種

2アマ免許

3アマ免許

4アマ免許

（6mのマイク延長ケーブル、コント
ロールケーブル、スピーカー延長ケー
ブル、フロントパネルホルダー）

●主要付属品：マイクロホン MH-31A8J、電源コード、モービルブラケット
MMB-82

CAT/LINEAR端子

DATA端子

DCケーブル HF/50MHz 144/430MHz

ACC端子

KEY端子

外部スピーカー
端子

●10ポールSSBフィルター
(コリンズメカニカルフィルター)
YF-122S(2.3kHz)
標準価格 17,850円
（本体17,000円、消費税等850円）

●7ポールCWフィルター
(コリンズメカニカルフィルター)
YF-122C(500Hz)
標準価格 19,950円
（本体19,000円、消費税等950円）
YF-122CN(300Hz)
標準価格 17,850円
（本体17,000円、消費税等850円）

●ステレオヘッドホン 
YH-77STA
標準価格 5,985円
（本体5,700円、消費税等285円）

●通信機専用最高級
デスクトップマイクロホン
（600Ωダイナミック）
MD-200A8X
標準価格 47,250円
（本体45,000円、消費税等2,250円）

●スタンドマイク
（600Ωダイナミック）
MD-100A8X
標準価格 17,745円
（本体16,900円、消費税等845円）

●DTMFマイクロホン
MH-36E8J
標準価格 9,975円
（本体9,500円、消費税等475円）

●ダイナミックマイクロホン
MH-31A8J（付属品と同等）
標準価格 3,885円
（本体3,700円、消費税等185円）

●バンドデータケーブル
（VL-1000接続用）
CT-58 
標準価格 3,675円
（本体3,500円、消費税等175円）

●CATインターフェース
ケーブル（D SUB9ピン用）
CT-62* 
標準価格 3,675円
（本体3,500円、消費税等175円）

●パケットケーブル
CT-39A
標準価格 1,890円
（本体1,800円、消費税等90円）

●専用オートマチックアンテナ
チューナー
FC-30 
標準価格 31,290円
（本体29,800円、消費税等1,490円）

●写真はイメージです。

⑭

●200マッチングメモリ付き
HF/50MHzオートアンテナ
チューナー
FC-40 
標準価格 50,190円
（本体47,800円、消費税等2,390円）

●オートアクティブ
チューニング アンテナ
ATAS-120A
標準価格 44,100円
（本体42,000円、消費税等2,100円）

●アクティブチューニング
アンテナ（手動）
ATAS-25
標準価格 31,290円
（本体29,800円、消費税等1,490円）

大音量外部スピーカー
MLS-100
標準価格5,900円（税込み）

＊FC-30、またはFC-40との併用はできません。



アウトドアで遊ぶトランシーバー
ここまで進化したアマチュアモバイルFT-817ND
世界最小、最軽量。ついに実現した超コンパクトオールモード
ポータブル。アウトドアにうれしい専用Ni-MH電池、充電器付属
YAESUの超高密度実装技術が、いままでかなえられなかった夢のトランシー
バーを実現。世界初！HF帯から430MHz帯までのアマチュアバンドをオー
ルモード(SSB/CW/AM/FM/PACKET)でフルカバーする、超小型オール
モードポータブルトランシーバーFT-817ND。オールバンド・オールモード
機として世界最小・最軽量の、135Ｗ×38Ｈ×165Ｄmm(突起物を含まず)、
約900g(Ni-MH電池、アンテナ、マイクを含まず)。さらに、100kHz〜
30MHzを連続して受信できるジェネラルカバレッジ受信バンドと、76〜
108MHzの受信（WFMのみ）ができるFMラジオバンドがあり、アウトドア
での情報ツールとして活躍します。

実物大

CAMPING

HOME

ALL MODE PORTABLE TRANSCEIVERFT-817ND
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コンパクトでも実力ある
5Ｗハイパワー送信

MOS FET 2SK 2975をプッシュプルで構成し
た本格的なファイナル部は、固定機なみの余裕
があり、1.8MHz帯から430MHz帯のアマチュ
アバンドをSSB/CW/FM/PACKETで5W、AM
で1.5Wの送信出力でフルカバー（DC 13.8V
時）します。さらに、アウトドアでは単3型ア
ルカリ乾電池8本または、充電タイプの付属Ni-
MH電池パックFNB-85でオペレート。送信出
力は4段階（5/2.5/1/0.5W、AM1.5/0.7/
0.5/0.5W）設定可能。乾電池またはFNB-85
使用時には、自動的
に2.5Ｗにパワーを
低減します（5Ｗで
使用することも可
能）。また、FNB-
85装着時には、タ
イマー付きの充電機
能で充電が行なえま
す。（約8時間）

コンパクトでも充実した混信除去機能を装備

●IPO(Intercept Point Optimization)：受信部
高周波増幅回路の動作を止めて、混信妨害を低
減します。(HF/50MHz帯のみ)
●アッテネーター（ATT）：入力信号を減衰
（約10dB）させて受信部高周波増幅段のひずみ
を低減します。(HF/50MHz帯のみ)
●ノイズブランカー（NB）：自動車のイグニッシ
ョンノイズのようなパルス性雑音を低減します。
●IF SHIFT：中間周波数をシフトさせ、近接妨
害波をIFフィルターの帯域外に追い出し、混信
を低減します。

本格的なSSB/CW運用が楽しめる
各種IFフィルターを用意

フィルターは、新開発のコリンズメカニカルフ
ィルターをオプションで用意。10ポールSSB
フィルターYF-122S（455kHz/2.3kHz)、ま
たは7ポールCWフ
ィルターYF-122C
（455kHz/500Hz) 、
YF-122CN（455
kHz/300Hz) をいず
れか一つ装着可能。

ダイアルツマミとセレクトツマミを
使用して、すばやい周波数設定が可能

モード毎の周波数ステップはメニューモードで
設定でき、例えばSSB/CW時には、ダイアルツ
マミ10/ 20Hz（1つ選択）、セレクトツマミ

1/2.5/5kHz（1つ選択）の周波数ステップに
なるので、大幅な移動はセレクトツマミを使用
し、微調整はダイアルツマミで行ないます。
また、AM/FMモードではセレクトツマミのみ
（メニュー操作でダイアルツマミ100Hzステッ
プでの使用も可能）を使用します。さらに、マ
イクのFASTキーを押すと、周波数変化量がダ
イアルツマミは10倍に、セレクトツマミは2倍
になります。セレクトツマミを押してからセレ
クトツマミを回すと1MHzステップになります。

マルチファンクションキーで
すばやい機能設定が可能

良く使う機能は、セレクトツマミとマルチファ
ンクションキーによる操作で素早く設定できま
す。細かい機能の設定はわかりやすいメニュー
モードで行ないます。

効率の良いオールバンド運用が行なえる、
2つのアンテナ端子を装備

パネル面（BNC型）と背面（M型）に、2つの
アンテナ端子を装備。バンド毎（HF/50/144/
430MHz）に使用するアンテナ端子をメニュー
モードで選択します。背面の端子を使用時には、
ディスプレイに“ R”が表示されます。

各種情報を表示する
多機能ディスプレイ搭載

●表示周波数を中心に、上下5チャンネル（セ
レクトツマミの周波数ステップ）の受信状況を
表示するスペクトラ
ムスコープモニター
（SSM）機能搭載。

●ディスプレイのバックライト色は、ブルー／
アンバー／バイオレ
ットの3色切り換え
ができます。コント
ラスト調節も可能。
●電池残量の目安になる電源電圧表示機能
（0.1Vステップ）。
●アウトドアでは見やすい周波数倍角表示に変
更可能。

快適なHF運用が行なえる各種機能を搭載

●VFO-A、VFO-Bを使用し、異なる周波数で送
受信が行なえるスプリット運用が可能。バンド
とモードの組み合わせに制限はありません。●
SSB送信/受信キャリアポイントの調整が可能
●RF GAIN調節が可能●AGC時定数切り替え

(AUTO/FAST/SLOW)●VOX機能
●MOD（変調度）/SWRイン

ジケータ機能●±
9.99kHzのクラリ
ファイア搭載

A key B key C key

A/B 
VFO-A/B切り替え 

A=B 
VFO-AとVFO-Bの 
内容を同じにする 

 

SPL 
スプリット機能 
“ON/OFF” 

MW 
メモリー書き込み 

 

TAG 
タグ表示の 
“ON/OFF” 

MC 
メモリースキップ機能 

“ON/OFF”/メモリークリア 
 

STO 
QMB書き込み 

 

 

PMS 
プログラマブル 
メモリースキャン 

RCL 
QMB呼び出し 

 
RPT 

レピータ機能 
“ON/OFF” 

TON 
トーンスケルチ/ 
DCS運用 

REV 
レピータリバース 

 
SCN 

スキャン機能 
“スタート/ストップ” 

 

DW 
デュアルレシーブ機能 
“ON/OFF” 

PRI 
プライオリティ機能 
“ON/OFF” 

SSM 
スペクトラムスコープ機能 

“ON/OFF” 
 

ART 
ARTS(アーツ)機能 
“ON/OFF” 

SCH 
スマートサーチ機能 
“ON/OFF” 

TCH 
トーンサーチ機能 
“スタート/ストップ” 

DCH 
DCSサーチ機能 
“スタート/ストップ” 

CHG 
Ni-Cd充電 

“スタート/ストップ” 
DSP 

周波数倍角表示 
VLT 

電源電圧表示 
 

VOX 
VOX回路“ON/OFF” 

 

KYR 
エレクトロニックキーヤー 

“ON/OFF” 

BK 
CWブレークイン回路 
“ON/OFF” 

 
NAR 

IFフィルター切り替え 
 

PWR 
送信出力選択 

 

MTR 
送信メーター動作選択 

 

NB 
ノイズブランカー“ON/OFF” 

AGC 
AGC回路時定数切り替え 

 

IPO 
受信部高周波増幅回路 

“ON/OFF” 

ATT 
アッテネーター“ON/OFF” 

ー 

ー 

ー 

FIELD

実物大

ロングライフバッテリー
FNB-85と専用充電器
NC-72A
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充実したCW機能で、
アウトドアでも本格的な

CWオペレーションが楽しめます

●CWセミブレークイン… ディレイ時間（10
〜2500msec/10msecステップで選択）を最
小に設定すると、フルブレークインに近い運用
が可能
●CWリバース… IFフィルターの通過帯域幅を
USBからLSB側に反転させて、混信から逃れる
ことができます。
●サイドトーン連動CWピッチコントロール…
300Hzから1000Hzまで50Hzステップで設
定可能。サイドトーン音量も調節できます。
●ウエイトコントロール機能付きエレクトロニ
ックキーヤー搭載… キーイングスピードを4〜
60wpm（word per minutes）、または20〜
300cpm（character per minutes）*の範囲で
調節できます。Dot（短点）/Dash（長点）のキー
ヤーウェイトは1:2.5〜1:4.5で選択でき、Dot
とDashを入れ替えることも可能。
*ARRLで定めた“PARIS”式「１単語＝5文字（英文字）」より算出

●簡易キーイング機能… マイクのUP（Dot）
/DOWN（Dash）キーでキーイング操作が行な
えます。

大容量208チャンネルメモリー搭載

送受個別周波数や8文字（英数字・記号）のア
ルファニューメリックタグがメモリーできる
200チャンネルの通常メモリーのほか、ホーム
チャンネル4ch（HF/ 50/144/ 430MHzバン
ドで各1ch）、PMS用メモリー2ch（Lch/ Uch）、
ワンタッチでメモリー/呼び出しができるQMB
（クイックメモリーバンク）1ch、エマージェン
シーチャンネル（4630kHz：運用には第3級
アマチュア無線技士以上の資格が必要）の合計

208chを搭載。メモリーチャンネルは、20ch
×10グループのメモリーグループで管理するこ
ともできます。

多彩なスキャン機能

●VFOスキャン…VFOモードでスキャンを行ない
ます。SSB/CWモードのときは、信号が入感する
とスキャンのスピードが遅くなるワッチングスキ
ャンになります。
●メモリーチャンネルスキャン…メモリーチャン
ネルをスキャンします。メモリーグループが設定
されている場合には、グループ内のメモリーチャ
ンネルだけをスキャンします。指定したメモリー
チャンネルを受信しないメモリースキップスキャ
ンも可能。
●プログラマブルメモリースキャン（PMS）…
PMS用メモリーチャンネル（M-PL/M-PU）で指定
した周波数範囲をスキャン。
●デュアルレシーブスキャン… VFO-A（B）の周
波数を受信しながら、VFO-B（A）の周波数を定期的
（5秒毎）に受信。
●プライオリティスキャン… メモリーチャンネル
“M-001”にメモリーした周波数を定期的（5秒毎）
に受信。
●スマートサーチ機能（AM/FMモードのみ）…
信号のある周波数を自動的に探し出し、専用のメ
モリーチャンネル（スマートメモリー：50ch）に
記憶します。

トーンスケルチ／DCS／アーツ
機能を標準装備

●静かな待ち受け受信/個別呼び出しができる、
50波のCTCSSトーンスケルチ、104通りのデ
ジタルコードスケルチ（DCS）を標準装備。相
手局が使用しているトーン周波数/DCSコード
がわからなくても、トーン/DCSサーチ機能で探
してトーン/DCSコードを表示します。
●相手局と交信できる状態かどうかを自動的に
調べて、ディスプレイの表示とビープ音で知ら
せるARTS（アーツ）機能搭載（FMモードのみ）。

ARTS動作時に自分のコールサイン（7文字ま
で）をモールス符号で自動送出できるCWID機
能も可能（第3級アマチュア無線技士以上の資
格が必要）。

いま話題の各種データ通信にも対応

1200/9600bpsパケット通信、RTTY（AFSK）、
WiRES、PSK31などのデータ通信に対応。デ
ジタル通信モード（PKT/DIG）と専用端子も装
備。オプション
のCWフィルター
（500Hz）で混信
対策も万全です。

ポータブル機でも高級機なみの
本格機能を満載

●送受信FMナローモード対応●ARS（オート
マチックレピータシフト）機能●オートマチッ
クパワーオフ（APO）、タイムアウトタイマー
（TOT）機能搭載●ＣＡＴコントロール対応●
クローン機能●キー操作時のビープ音の音量/音
程が変更可能●移動時に振動などで周波数が変
化しないようダイアルツマミをロック（メニュ
ー操作で他のキーをロックすることも可能）す
る、独立したLOCKスイッチ●設定した内容を
初期状態に戻すリセット機能。メモリーリセッ
ト/メニューリセット/オールリセットから選択
できます。

DASH DOT

OPTION

●10ポールSSBフィルター
(コリンズメカニカルフィルター)
YF-122S(2.3kHz)
標準価格 17,850円
（本体17,000円、消費税等850円）

●7ポールCWフィルター
(コリンズメカニカルフィルター)
YF-122C(500Hz)
標準価格 19,950円
（本体19,000円、消費税等950円）
YF-122CN(300Hz)
標準価格 17,850円
（本体17,000円、消費税等850円）

●高安定温度補償水晶
発振器(0.5ppm)
TCXO-9
標準価格 10,290円
（本体9,800円、消費税等490円）

●ステレオヘッドホン 
YH-77STA
標準価格 5,985円
（本体5,700円、消費税等285円）

●通信機専用最高級
デスクトップマイクロホン
（600Ωダイナミック）
MD-200A8X
標準価格 47,250円
（本体45,000円、消費税等2,250円）

●スタンドマイク
（600Ωダイナミック）
MD-100A8X
標準価格 17,745円
（本体16,900円、消費税等845円）

●DTMFマイクロホン
MH-36E8J
標準価格 9,975円
（本体9,500円、消費税等475円）

●CATインターフェース
ケーブル（D SUB9ピン用）
CT-62 
標準価格 3,675円
（本体3,500円、消費税等175円）

●ソフトケース
CSC-83 
標準価格 2,520円
（本体2,400円、消費税等120円）

●パケットケーブル
CT-39A
標準価格 1,890円
（本体1,800円、消費税等90円）

●アクティブチューニング
アンテナ（手動タイプ）
ATAS-25 
標準価格 31,290円
（本体29,800円、消費税等1,490円）

HF/50/144/430MHz 5Wオールモードポータブルトランシーバー

FT-817ND
（AM 1.5W）
標準価格101,640円（本体96,800円 消費税等4,840円）
技術基準適合証明取得機種

4アマ免許

●専用充電器（付属品と同等）
NC-72A 標準価格1,575円
（本体1,500円、消費税等25円）

●Ni-MH電池パック
（付属品と同等）
（9.6V/1400mAh）
FNB-85 標準価格7,350円
（本体7,000円、消費税等350円）

●主要付属品：マイクロホン MH-31A8J、Ni-MH電池パック FNB-85、
乾電池ケース FBA-28、ホイップアンテナ YHA-63、電源ケーブル E-DC-6、
充電器 NC-72Aショルダーベルト

●ダイナミックハンド
マイクロホン

MH-31A8J（付属品と同等）
標準価格 3,885円
（本体3,700円、消費税等185円）

⑰
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COMPACT HF TRANSCEIVERFT-450D

上級機で確立したIF DSP技術を継承
オートアンテナチューナ内蔵 本格派コンパクト
HF+50MHzトランシーバ FT-450D
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100Wオールモードトランシーバー

FT-450D
（HF/50MHz）
標準価格158,000円（税込）
技術基準適合証明取得機種
●50Wタイプ
FT-450DM 標準価格158,000円（税込）
技術基準適合証明取得機種
●20Wタイプ（HF 10W/50MHz 20W）
FT-450DS 標準価格158,000円（税込）
技術基準適合証明取得機種

2アマ免許

3アマ免許

4アマ免許

●主要付属品：マイクロホン MH-31A8J、電源コード

一般定格
送受信周波数範囲：受信 30kHz‐33.000MHz/33.000MHz‐56.000MHz

送信 1.9MHz帯〜50MHz帯のアマチュアバンド
および4630kHz

周波数ステップ：メインダイアル　　  SSB/CW 1Hz/10Hz/20Hz 
AM/FM 100Hz/200Hz 

DSP/SEL ダイアル SSB/CW 1kHz/2.5kHz/5kHz
AM 2.5kHz/5kHz/9kHz/10kHz/12.5kHz/25kHz
FM 5kHz/6.25kHz/10kHz/12.5kHz/15kHz/

20kHz/25kHz/50kHz
電波型式：A1A(CW)、J3E(SSB：LSB/USB)、A3E(AM)、F3E(FM)
空中線インピーダンス：50Ω 不平衡 (M型接栓）

（アンテナチューナーON時　16.5‐150Ω ）
電源電圧：外部電源 定格電圧 DC 13.8V± 10% マイナス接地
消費電流：受信定格出力時　1.5A以下
送信定格出力時　FT‐450DS 10W/20Wモデル 約10A

FT‐450DM 50Wモデル 約14A
FT‐450D   100Wモデル 約22A

使用温度範囲： 10℃〜＋50℃
周波数安定度（25℃）：± 1ppm以内：ウォームアップ後60分あたり
外形寸法：229(W)× 84(H)× 217(D)mm（突起物含まず）
重量：約4.0kg

送信部
定格送信出力(アンテナチューナ OFF時)

FT‐450D      FT‐450DM        FT‐450DS
SSB/CW/FM 100W 50W        10/50MHz 20W

AM 25W           12.5W              2.5/5W
変調方式：J3E(SSB)数値演算式平衡変調

A3E(AM)数値演算式低電力変調
F3E(FM)数値演算式周波数変調

FM最大周波数偏移：± 2.5kHz(Narrow)/± 5.0kHz(Wide)
スプリアス発射強度：アマチュアバンド内

HF帯　高調波   60dB以下
その他　　　　 60dB以下
50MHz帯　高調波   70dB以下
その他　　　　　　  70dB以下

搬送波抑圧比(SSB)：60dB以上

不要側波帯抑圧比(SSB)：60dB以上
マイクロホンインピーダンス：600Ω(200〜10kΩ可)
送信総合周波数特性：J3E 400〜2600Hzにて 6dB以内
占有周波数帯域幅：A1A(CW)：0.5kHz以内

J3E(SSB)：3.0kHz以内
A3E(AM)：6.0kHz以内
F3E(FM)：16.0kHz以内

受信部
受信方式：ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン
中間周波数：第１　67.899MHz
第２　24kHz
受信感度：IPO,ATT共にOFF

SSB/CW(S/N 10dB) AM(S/N 10dB) FM(SINAD 12dB)
1.8〜2.0MHz 0.25μV以下　 　　 2μV以下　  　　    
3.5〜30MHz 0.25μV以下　　　　2μV以下　　　0.5μV以下
(FMは29MHz帯)
50〜54MHz 0.2μV以下　　　　 1μV以下　　　0.3μV以下
スケルチ解放感度：IPO,ATT共にOFF

SSB/CW/AM FM
1.8〜30MHz 2.5μV以下　　　　0.32μV以下
(FMは29MHz帯)
50〜54MHz 1μV以下　　　　 0.16μV以下
イメージ妨害比：80dB以上
中間周波妨害比：80dB以上（HF）
選択度：　　　　　　 6dB  60dB

SSB/CW 2.2kHz以上 4.5kHz以下
CW‐N 250Hz以上 700Hz以下
AM 6kHz以上 20kHz以下
FM 15kHz以上 30kHz以下
FM‐N 9kHz以上 25kHz以下

低周波出力（EXT‐SP端子）：2.2W以上（@4Ω THD10%時）
低周波出力カインピーダンス：4Ω〜16Ω（8Ω標準）
副次的に発する電波等：4000μμW以下

●定格値は常温・常圧時の計測値です。
●測定法は、電波法告示で定めた測定法によります。
●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。   

定　　　格

OPTION

●ステレオヘッドホン 
YH-77STA
標準価格 5,985円
（本体5,700円、消費税等285円）

●サイドキャリーハンドル 
MHG-1
標準価格 1,680円
（本体1,600円、消費税等80円）

●モービルブラケット
MMB-90 
標準価格 4,200円
（本体4,000円、消費税等200円）

●オートアクティブ
チューニング アンテナ
ATAS-120A
標準価格 44,100円
（本体42,000円、消費税等2,100円）

●パケットケーブル
CT-39A
標準価格 1,890円
（本体1,800円、消費税等90円）

●リニアアンプ接続用ケーブル
CT-118 
標準価格 3,700円
（本体3,524円、消費税等176円）

●汎用リニアアンプ接続用ケーブル
T-9207451 
標準価格 3,255円
（本体3,100円、消費税等105円）

⑳

●DTMFマイクロホン
MH-36E8J
標準価格 9,975円
（本体9,500円、消費税等475円）

●ダイナミックハンド
マイクロホン（付属品と同等）
MH-31A8J
標準価格 3,885円
（本体3,700円、消費税等185円）

●通信機専用最高級
デスクトップマイクロホン
（600Ωダイナミック）
MD-200A8X
標準価格 47,250円
（本体45,000円、消費税等2,250円）

●スタンドマイク
（600Ωダイナミック）
MD-100A8X
標準価格 17,745円
（本体16,900円、消費税等845円）

●200マッチングメモリ付き
HF/50MHzオートアンテナチューナー
FC-40 
標準価格 50,190円
（本体47,800円、消費税等2,390円）
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信頼性の高いYAESUアンテナローテーター
フルラインアップ

さまざまな気象条件の下で蓄積されたノウハウを、余すところなく活
かした「YAESUアンテナローテーター」。450度の広角度回転、スロー
スタート/ストップ機能、低電圧30V以下の安全設計、アルミダイキャ
ストのメラミン焼付け塗装など、渾身の力を注ぎ込んでいます。なか
でも最高級機G-2800DXAは、3つのアイドラギヤーをスター型遊星
歯車として120度に等配分し、太陽歯車を2つのピニオンギアで駆動
させ、25,000kgf-cmという強力な制動力を実現しています。

大型HFアンテナ用ヘビーデューティタイプ
G-2800DXA 標準価格115,500円 (K950)
(本体110,000円　消費税等5,500円）適合マスト径φ48〜φ63

●コントロールケーブル(40m)付属。

●自動的にスピードをコントロールし、アンテナブームへの衝撃を抑える、スロース
タート／スローストップ機能。(2800DXAのみ対応)
●すばやいアンテナコントロールが行える、広範囲なスピード設定機能と、アンテナ
方位をワンタッチで設定できるプリセットコントロール機能。高速回転時には、自動
的に減速して停止。(DXAシリーズのみ対応）
●急な反転操作をしても自動的に1秒間のディレータイムを設けてアンテナへの負担
を軽減する反転ディレー機能。(2800DXAのみ対応)
●広範囲な運用が行える450度の広角度回転。360度以上回転時のオーバーラップ表
示付き。(G-550を除く)

●すべて低電圧30V以下で動作する安全設計
●指針のスタート位置と方位シート(N/S)はロケーションに合わせて自由に設定可能。
●オプションのGS-232Aにより、RS-232Cに対応したコンピューターによるコン
トロールが行えます。(DXAシリーズおよびG-5500/550に対応)
●マストをローテーターの中心に簡単に合わせることができる、マストクランプを2
分割にしたマストゲージ採用。（G-450Aおよび仰角用を除く）

各種ローテーターをご使用の際には、6C25MC、または6C40MC（ともに別売オプション）が必要です。

中型HF/V・UHFアンテナ用ベーシックタイプ
G-1000DXA
標準価格62,790円 (K230)
(本体59,800円　消費税等2,990円）

G-800DXA
標準価格48,090円 (K180)
(本体45,800円　消費税等2,290円）
適合マスト径φ38〜φ63

小型アンテナ用シンプルタイプ
G-450A
標準価格36,540円 (K100)
(本体34,800円　消費税等1,740円）
適合マスト径φ32〜φ63
（φ48〜φ50にて中心が出る）

本格的サテライト用デュアルタイプ
G-5500
標準価格91,350円 (K180・水平/K80・仰角)
(本体87,000円　消費税等4,350円）
適合マスト径φ32〜φ43

サテライト用仰角タイプ
G-550
標準価格51,450円 (K80)
(本体49,000円　消費税等2,450円）
適合マスト径φ32〜φ43



ローテーター
寸法図

取り付け例全機種共通取り付け穴寸法

ローテーターの選び方
アンテナ係数Kを、アンテナのデータから計算し、このアンテ
ナ係数Kより大きく、受風面積の大きいものをローテーター定
格より選んでください。
使用条件は風速30m以下です。風の強いところでは十分な余
裕を持ってください。

K＝アンテナの回転半径（m）×重量（アンテナ
重量（kg）＋マスト重量（kg））
アンテナ係数Kは、アンテナデータを元に当社が独自で設定し
ていますので、他には利用できませんのでご注意ください。

ステーベアリング
GS-065または
GS-680U
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GC-038B

タワー／ルーフタワー式
大型HF、マルチバンドアンテナ向き

ボール式
小型・軽量アンテナ向き

アブソーバー
ジョイント
GA-2500/3000

ステーベアリング
GS-050

ステー

㉓

オプション

コンピューターコントロールユニット
GS-232B
標準価格41,790円 
(本体39,800円　消費税等1,990円）
DXAシリーズおよびG-5500を、コンピュータ
ーのRS-232C端子を利用してコントロールする
ための装置。DC12V電源またはACアダプター
が必要。

GS-232B用ACアダプター
NC-72A
標準価格1,575円 
(本体1,500円　消費税等75円）

G-550用リモートアダプター
GX-500
標準価格9,240円 
(本体8,800円　消費税等440円）
G-550をコンピューターでコントロールする
ためのアダプター。GS-232Aと組み合わせて
使用します。

マストクランプ
GC-038B（適合マスト径φ38〜63）

標準価格2,520円 
(本体2,400円　消費税等120円）
適合機種:G-1000DXA/800DXA/450A
ローテーターをポールに取り付けるときに使用し
ます。

マストクランプ
GC-048（適合マスト径φ38〜63）

標準価格5,040円 
(本体4,800円　消費税等240円）
適合機種:G-2800DXA
ローテーターをポールに取り付けるときに使用し
ます。

コネクター付きローテーターケーブル
(6芯25m）
6C25MC
標準価格10,290円 
(本体9,800円　消費税等490円）

コネクター付きローテーターケーブル
(6芯40m）
6C40MC
標準価格16,800円 
(本体16,000円　消費税等800円）

2分割取付型ユニバーサルベアリング
GS-680U（適合マスト径φ38〜68）
標準価格8,190円 
(本体7,800円　消費税等390円）
ローテーターとの中心ズレを補正できるマスト
ベアリング。2分割式のため、取付、交換も簡
単に行えます。

タワー・ルーフタワー用65φベアリング
GS-065（適合マスト径φ42〜65）
標準価格4,725円 
(本体4,500円　消費税等225円）
タワー／ルーフタワー取り付け用のマストベア
リング（マスト金具付き）

ステー専用50φステーベアリング
GS-050（適合マスト径φ38〜50）
標準価格2,940円 
(本体2,800円　消費税等140円）
ステー取り付け専用のマストベアリング。
（ステー金具、マスト金具付き）

アブソーバージョイント
GA-2500 標準価格7,140円 
(本体6,800円　消費税等340円）
適合機種:G-1000DXA/800DXA/450A

GA-3000 標準価格10,290円 
(本体9,800円　消費税等490円）
適合機種:G-2800DXA
ローテーターとステーベアリングの中心ズレを解
消。スタート／ストップ時の衝撃を吸収します。



出力200W 標準価格819,000円(税込)
1アマ対応、送信出力400Wへアップグレード可能。

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FT-2000D
出力200W 標準価格399,000円(税込)
専用外部電源付属

安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取り扱い説明書」
をお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置
しないでください。火災、感電などの原因となります。

【商品を安全にご使用になるために】●無線機を車で使用する場合には安全のため、車の走行中に運転者は操作をしないでくだ
さい。必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。
【この製品には保証書がついています】●「保証書」は記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

http://www.vxstd.com/jp/

2011.0300QS（J）YSR0087202

●本カタログに掲載の全商品の価格は、消費税等を含めて表示しています。●カタログに記載されている価格には、オプション取付費等は含まれておりません。●カタログ中に記載している社名、名称は、各社の登録商標です。
●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は印刷の関係上、実際のものと多少異なる場合があります。このカタログの内容は、2011年3月現在のものです。

●製品等のお問い合わせは最寄りの販売店または、株式会社バーテックススタンダード アマチュアカスタマーサポートまでどうぞ。

● HF製品に関するお問い合わせは、WDXCまで。TEL. 03-5725-6151

WDXC HF & 50MHz ALL MODE TRANSCEIVERシリーズ

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FTDX9000D 2アマ免許

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FTDX9000MP

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FTDX9000Contest VL-1000専用電源

VP-1000
標準価格210,000円

技 適

出力200W 標準価格1,102,500円(税込)

出力200W 標準価格546,000円(税込)

出力400W 標準価格1,155,000円(税込)

2アマ免許 技 適

1アマ免許

大型TFT、メモリカードユニット（フラッシュメモリスロット）搭載、メインVRF/サブVRF実装、
完全デュアル受信回路、μ同調回路3基実装、内蔵スイッチング電源
表示色は、購入時にアンバー色またはライトブルー色を選択できます。200Wから400Wへの
変更はできません。

2連メーター＋LCD、メモリカードユニット（フラッシュメモリスロット）搭載、メインVRF実装、完全デュ
アル受信回路、オーディオフィルター内蔵スピーカー付き50V、24A外部スイッチング電源付属
表示色は、購入時にアンバー色またはライトブルー色を選択できます。400Wから200Wへの変更はでき
ません。

2連メーター＋LCD、VRF実装メイン受信回路、デュアルキージャック、デュアルヘッドフォン
端子装備、50V、24A内蔵スイッチング電源
表示色は、購入時にアンバー色またはライトブルー色を選択できます。200Wから400Wへの
変更はできません。

DSP

1アマ免許 DSP

DSP

2アマ免許 技 適 DSP

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FT-2000/FT-2000M/FT-2000S

DSP

2アマ免許 技 適 DSP 3アマ免許 技 適 DSP 4アマ免許 技 適 DSP

2アマ免許 技 適 DSP

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FTDX5000D

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FTDX5000MP
出力200W 標準価格715,000円(税込)
高精度±0.05ppm OCXO
300Hz ルーフィングフィルター内蔵
ステーションモニターSM-5000付属

2アマ免許 技 適 DSP

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FT-950M
出力50W 標準価格228,000円(税込)

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FT-950
出力100W 標準価格228,000円(税込)
2アマ免許 技 適 DSP

3アマ免許 技 適 DSP

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FT-950S
出力10W 標準価格228,000円(税込)
4アマ免許 技 適 DSP

圧倒的な出力を誇る、最高級400Wバージョン

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FTDX9000MPContest 400W

MP Contestバージョン

FTDX9000の系譜にある最新鋭トランシーバー

多機能オール・イン・ワン200Wバージョン

DX'erの心、短波帯通信を熱くする性能と機能

発展するカスタマイズ200Wバージョン

アンテナモニター機能も万全、究極のリニアアンプ

HF帯 1kW/50MHz帯 500Wリニアアンプ

VL-1000
オートチューナー内蔵  標準価格367,500円

1アマ免許

出力400W 標準価格819,000円(税込)
2連メーター＋LCD、デュアルキー＆ヘッドホンジャック、VRF付メイン受信回路、オーディオフィルター
内蔵スピーカー付き外部スイッチング電源付属
表示色は、購入時にアンバー色またはライトブルー色を選択できます。

出力100W
標準価格336,000円(税込)
内蔵電源

出力50W
標準価格336,000円(税込)
内蔵電源

出力10W（50MHz 20W）
標準価格336,000円(税込)
内蔵電源

プレミアムHFトランシーバー

2アマ免許 技 適

出力200W 標準価格650,000円(税込)
高精度±0.5ppm TCXO、ステーションモニターSM-5000付属

DSP

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FTDX5000M

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FTDX5000
出力200W 標準価格620,000円(税込)
±0.5ppm TCXO装備

2アマ免許 技 適 DSP

3アマ免許 技 適

出力50W 標準価格620,000円(税込)
±0.5ppm TCXO装備

DSP

HF/50MHz帯オールモードトランシーバー

FTDX9000MPContest 200W




