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■ハンディGPS

MAP64SCJ  日本語版

●デジタルカメラ搭載
●準天頂衛星みちびきに対応
●GPS/GLONASSにも対応
●Bluetooth接続でスマホ連携

標準添付品：
GPSMAP64SCJ 本体
日本詳細地形図2500/25000 内蔵
ACアダプター
充電式ニッケル水素バッテリーパック
カラビナクリップ
PC接続用USBケーブル
操作マニュアル

商品仕様

寸法 16.0 x 6.1 x 3.6 cm

画面サイズ 2.6インチ（5.5 x 3.6）

解像度 160 x 240

ディスプレイ バックライト付TFT カラー

重量 215g（電池含む）

バッテリー 単3乾電池2本

稼働時間 約16時間

高感度GPS ○

防水性能 生活防水レベル（IPX7）

内蔵メモリー 8GB

外部メモリーカード microSDカード

軌跡ログ 10000ポイント/200本

詳細地図とのお得なセット商品ございます

日本登山地図（地形図）

シティナビゲータ日本（道路地図）

おすすめオプション

スリップケース 温度センサー 保護フィルム

価格：価格：価格：価格：￥８０，７８４（税込）￥８０，７８４（税込）￥８０，７８４（税込）￥８０，７８４（税込）



■ハンディGPS

eTrexTouch35J  日本語版

●みちびき/GPS/GLONASSにも対応
●日本詳細地形図2500/25000格納済
●フルカラータッチスクリーン

標準添付品：
eTrextouch35J 本体
2500/25000地形図格納済
カラビナクリップ
PC用USB接続ケーブル
操作マニュアル

商品仕様

寸法 5.8 x 10.2 x 3.3 cm

画面サイズ 2.6インチ（3.6 x 5.5）

解像度 160 x 240

ディスプレイ バックライト付TFT カラー

重量 215g（電池含む）

バッテリー 単3乾電池2本

稼働時間 約16時間

高感度GPS ○

防水性能 生活防水レベル（IPX7）

内蔵メモリー 8GB

外部メモリーカード microSDカード

軌跡ログ 10000ポイント/200本

詳細地図とのお得なセット商品ございます

日本登山地図（地形図）

シティナビゲータ日本（道路地図）

おすすめオプション

シリコンケース 温度センサー 保護フィルム

価格：価格：価格：価格：￥６９，９８４（税込）￥６９，９８４（税込）￥６９，９８４（税込）￥６９，９８４（税込）

eTrexTouch25J 日本語版

気圧高度計機能、ANT+センサー通信の機能を
省いたモデルもございます。



■ハンディGPS

eTrex30xJ  日本語版

●準天頂衛星みちびきに対応
●GLONASS+GPS

●3軸コンパス、気圧高度計付き

標準添付品：
eTrex30xJ 本体
2500/25000地形図格納済
PC用USB接続ケーブル
操作マニュアル

商品仕様

寸法 5.4 x 10.3 x 3.3 cm

画面サイズ 2.2インチ（3.5 x 4.4）

解像度 176 x 220

ディスプレイ 半透過型65KカラーTFT

重量 144g（電池含む）

バッテリー 単3乾電池2本

稼働時間 約25時間（GLONASS受信時は減少）

高感度GPS ○

防水性能 生活防水レベル（IPX7）

内蔵メモリー 3.7GB

外部メモリーカード microSDカード

軌跡ログ 10000ポイント/200本

詳細地図とのお得なセット商品ございます

日本登山地図（地形図）

シティナビゲータ日本（道路地図）

おすすめオプション

キャリングケース
ライトタイプ
GPSホルダー

保護フィルム

価格：価格：価格：価格：￥６４，５８４（税込）￥６４，５８４（税込）￥６４，５８４（税込）￥６４，５８４（税込）



■ハンディGPS

eTrex20xJ  日本語版

●準天頂衛星みちびきに対応
●GLONASS+GPS

●GPS方位、GPS高度モデル

標準添付品：
eTrex20xJ 本体
2500/25000地形図格納済
PC用USB接続ケーブル
操作マニュアル

商品仕様

寸法 5.4 x 10.3 x 3.3 cm

画面サイズ 2.2インチ（3.5 x 4.4）

解像度 176 x 220

ディスプレイ 半透過型65KカラーTFT

重量 144g（電池含む）

バッテリー 単3乾電池2本

稼働時間 約25時間（GLONASS受信時は減少）

高感度GPS ○

防水性能 生活防水レベル（IPX7）

内蔵メモリー 3.7GB

外部メモリーカード microSDカード

軌跡ログ 10000ポイント/200本

詳細地図とのお得なセット商品ございます

日本登山地図（地形図）

シティナビゲータ日本（道路地図）

おすすめオプション

キャリングケース
ライトタイプ
GPSホルダー

保護フィルム

価格：価格：価格：価格：￥４８，３８４￥４８，３８４￥４８，３８４￥４８，３８４（税込）（税込）（税込）（税込）



■山用PND（ポータブルナビゲーションデバイス）

山岳ナビポータブル山岳ナビポータブル山岳ナビポータブル山岳ナビポータブル[[[[ヤマナビヤマナビヤマナビヤマナビ2.5(NVG2.5(NVG2.5(NVG2.5(NVG----M2.5)]M2.5)]M2.5)]M2.5)]

標準添付品：
NVG M2.5本体
mSDカード（東日本or西日本）
操作マニュアル
ACアダプター
USBケーブル
取扱説明書・保証書

商品仕様

寸法 5.8 x 7.4 x 2.3 cm

画面サイズ 3インチ

解像度 400 x 240

メモリーインター
フェース

MSDカード

重量 122g（電池込）

バッテリー容量 取り外し可、リチウムイオン1100mAh

稼働時間 約10時間

高感度GPS ○

防水性能 IPX6

「登山用GPSナビゲーションのヤマナビシリーズの最新
モデル、お客様からの声を基に使いやすくなりました！」

より長く、より使いやすく。国土地理院数値地図搭載

■たて型画面3インチモニター採用
■高感度D-GPSアンテナ内蔵！

■稼働時間、約１０時間*予備バッテリーで更に伸ばせます

■軌跡表示、ルート高低差表示

おすすめオプション

リチウムイオン
外部バッテリー

価格：価格：価格：価格：￥３７，８００（税込）￥３７，８００（税込）￥３７，８００（税込）￥３７，８００（税込）



■ハンディGPS

OREGON750 英語版

●８メガオートフォーカスカメラ搭載
●GLONASS+GPS

●３軸コンパス、気圧高度計付き

標準添付品：
オレゴン750本体
ベースマップ本体内蔵
充電式ニッケル水素電池パック
USB/charging cable

AC アダプター
カラビナクリップ
クイックスタートガイド(英文/各国)

商品仕様

寸法 6.1 x 11.4x 3.3 cm

画面サイズ 3インチ（3.8x 6.3 cm）

解像度 240 x 400

メモリーインター
フェース

MSDカード

重量 209.8g（電池含む）

バッテリー
充電式ニッケルNiMH(付属)

単三乾電池1.5V×2本

稼働時間 約16時間

高感度GPS ○

防水性能 生活防水レベル（IPX7）

内蔵メモリ 4GB

・超高輝度液晶LED タッチスクリーンディスプレイで
太陽下でも視認性良し

・ベースマップ世界地図搭載、陰影表示

・ディアルバッテリーシステム“単三乾電池 または
付属のNiMH電池パック”で稼働

おすすめオプション

ヨーロッパ カード版地図 ソフトケース 保護フィルム

価格：価格：価格：価格：￥７４，７６８（税込）￥７４，７６８（税込）￥７４，７６８（税込）￥７４，７６８（税込）



■ハンディGPS

MAP64s 英語版

●GPS/GLONASS 対応
●全面ボタンの堅実操作モデル
●３軸コンパス、気圧高度計付き

標準添付品：
マップ64s本体
PC用USB接続ケーブル
日本語クイックガイド
カラビナクリップ

商品仕様

寸法 16.0 x 6.1 x 3.6 cm

画面サイズ 2.6インチ（5.5 x 3.6）

解像度 160 x 240

ディスプレイ バックライト付TFT カラー

重量 260.1g（電池含む）

バッテリー 単3乾電池2本

稼働時間 約16時間

高感度GPS ○

防水性能 生活防水レベル（IPX7）

内蔵メモリー 4GB

外部メモリーカード microSDカード

軌跡ログ 10000ポイント/200本

・3軸コンパス採用
機器を傾けた状態でも正しい方位を指し示す3軸コンパスを採用、
これによりGPSを縦にもった状態でも正しい向きを表示することが
できるので、角度を気にせず設置することも可能です。

軍用角度ミル表示も可能です。

・ワイヤレス通信 -Share Wirelessly-
MAP64ｓはワイヤレス通信に対応したGARMINのGPS機器と無線にてデータ
をやり取り可能です。通信できるのはウェイポイント、ルート、トラック、ジオ
キャッシュとなります。

・カスタムマップ対応
詳細は弊社サイト御覧ください。
http://www.ida-japan.co.jp/enjoy/enjoy03.html

おすすめオプション

スリップケース カラビナマウント 保護フィルム

価格：価格：価格：価格：￥５１，２２３（税込）￥５１，２２３（税込）￥５１，２２３（税込）￥５１，２２３（税込）



■ハンディGPS

eTrex30x  英語版

●画面がより高解像度にアップ
●稼働時間 約２５時間
●3軸コンパス、気圧高度計付き

標準添付品：
eTrex30x 本体
簡易地図内蔵
PC用USB接続ケーブル
日本語クイックガイド

商品仕様

寸法 5.4 x 10.3 x 3.3 cm

画面サイズ 2.2インチ（3.6 x 43）

解像度 240 x 320

ディスプレイ 半透過型65KカラーTFT

重量 141.7g（電池含む）

バッテリー 単3乾電池2本

稼働時間 約25時間（GLONASS受信時は減少）

高感度GPS ○

防水性能 生活防水レベル（IPX7）

内蔵メモリー 3.7GB

外部メモリーカード microSDカード

軌跡ログ 10000ポイント/200本

おすすめオプション

キャリングケース
ライトタイプ
GPSホルダー

保護フィルム

価格：価格：価格：価格：￥３５，６４０（税込）￥３５，６４０（税込）￥３５，６４０（税込）￥３５，６４０（税込）

・3軸コンパス採用
機器を傾けた状態でも正しい方位を指し示す3軸コンパスを採用、
これによりGPSを縦にもった状態でも正しい向きを表示することが
できるので、角度を気にせず設置することも可能です。

・本体内部メモリ増量【1.7GB→3.7GB】*eTrex30比

・高解像度【176 x 220 pix→240x320 pix】 *eTrex30比

・カスタムマップ対応
詳細は弊社サイト御覧ください。
http://www.ida-japan.co.jp/enjoy/enjoy03.html



■ハンディGPS

eTrex20x  英語版

●画面がより高解像度にアップ
●稼働時間 約２５時間
●GPS方位、GPS高度モデル

標準添付品：
eTrex20x 本体
簡易地図内蔵
PC用USB接続ケーブル
日本語クイックガイド

商品仕様

寸法 5.4 x 10.3 x 3.3 cm

画面サイズ 2.2インチ（3.6 x 4.3）

解像度 240 x 320

ディスプレイ 半透過型65KカラーTFT

重量 141.7g（電池含む）

バッテリー 単3乾電池2本

稼働時間 約25時間（GLONASS受信時は減少）

高感度GPS ○

防水性能 生活防水レベル（IPX7）

内蔵メモリー 3.7GB

外部メモリーカード microSDカード

軌跡ログ 10000ポイント/200本

おすすめオプション

キャリングケース
ライトタイプ
GPSホルダー

保護フィルム

価格：価格：価格：価格：￥２８，６２０（税込）￥２８，６２０（税込）￥２８，６２０（税込）￥２８，６２０（税込）

・GLONASS（グロナス）対応
ロシアが運営するGLONASSの衛星受信に対応しています。
GLONASS使用時は、ポジショニングロックオンまでの時間がGPSに比べ
約20%早いと言われています。

・カスタムマップ対応
詳細は弊社サイト御覧ください。
http://www.ida-japan.co.jp/enjoy/enjoy03.html

・本体内部メモリ増量【1.7GB→3.7GB】*eTrex20比
・高解像度【176 x 220 pix→240x320 pix】 *eTrex20比



■ハンディGPS

eTrex10  英語版

●GLONASS+GPS対応
●稼働時間 約２５時間
●簡易世界地図搭載

標準添付品：
eTrex10 本体
簡易地図内蔵
PC用USB接続ケーブル
日本語クイックガイド

商品仕様

寸法 5.4 x 10.3 x 3.3 cm

画面サイズ 2.2インチ（3.5 x 4.4）

解像度 128 x 160

ディスプレイ モノクロTFT

重量 141.7g（電池含む）

バッテリー 単3乾電池2本

稼働時間 約25時間（GLONASS受信時は減少）

高感度GPS ○

防水性能 生活防水レベル（IPX7）

内蔵メモリー なし

外部メモリーカード なし

軌跡ログ 10000ポイント/100本

おすすめオプション

キャリングケース
ライトタイプ
GPSホルダー

保護フィルム

価格：価格：価格：価格：￥１５，７４６（税込）￥１５，７４６（税込）￥１５，７４６（税込）￥１５，７４６（税込）

・GLONASS（グロナス）対応
ロシアが運営するGLONASSの衛星受信に対応しています。
GLONASS使用時は、ポジショニングロックオンまでの時間がGPSに比べ
約20%早いと言われています。

・高感度GPS

内蔵パッチアンテナ型で高感度GPSチップを搭載しているので深い渓谷など
でも衛星を捉えることができます。また、衛星を捉えるまでの時間も素早く、
WAAS（MSAS,EGNOS）にも対応しております。



■腕時計型GPS

fenix5x Sapphire日本語

●フルカラー地図表示
●Bluetooth、ANT+対応
●３軸コンパス、気圧高度計付き

標準添付品：
fenix 5X Sapphire本体
（ブラックシリコンベルト）
交換用QuickFit レザーバンド（ブラウン）
チャージングケーブル
クイックスタートマニュアル

商品仕様

寸法 5.1x 5.1 x 1.75 cm

画面サイズ 1.2インチ（直径30.5mm）

解像度 240 x 240

ディスプレイ バックライト付

重量 約98g （バンド含む）

バッテリー リチウムイオンバッテリー

稼働時間
約スマートウォッチモード: 12日間
GPSモード：20時間
ウルトラトラックモード：30時間

高感度GPS ○

防水性能 Waterproof（100m）

軌跡ログ 10000ポイント/100本

ウェイポイント 1000箇所

通知機能
スマートフォンとペアリング可能

・マルチスポーツGPSウォッチ、フルカラー地図ガイド付き
フルカラー登山地形図(TOPO10MPlus V4)※、ルーティング可能な
日本詳細道路地図 City Navigator Plus の２つの国内地図が内蔵された
究極のマルチスポーツGPSウォッチ

・光学式心拍計を搭載
Elevateの心拍計技術を使って手首で心拍数を計測するので、
オプションの心拍ベルトは必要ありません。歩数の計算や睡眠の
監視に加えて、心拍数を用いカロリーの消費情報を表示したり
フィットネス活動の強度を測ります。

・アウトドアもスポーツもこれ１つ
登山からランナー、その他のあらゆるスポーツに対応
もちろん、ABCセンサー機能（高度計、気圧計、コンパス）搭載

おすすめオプション

ランニングダイナミクスポッド 各種ベルト

価格価格価格価格：：：：￥１０７，７８４￥１０７，７８４￥１０７，７８４￥１０７，７８４ （税込）（税込）（税込）（税込）



■腕時計型GPS

ForeTtrex301 日本語/英語版

●高感度GPS搭載
●単４電池×２本で稼働
●見やすいLCD画面

標準添付品：
GPS本体
USBケーブル
日本語ガイド
延長用リストバンド

商品仕様

寸法 7.5x 4.3 x 2.3 cm

画面サイズ 3.6 x 2.3 cm

解像度 100 x 64

ディスプレイ モノクロ バックライト付

重量 約87g

バッテリー 単4電池 ｘ 2本

稼働時間 約14 時間～

高感度GPS ○

防水性能 生活防水レベル（IPX7）

軌跡ログ 10000ポイント/10本

【Foretrex101との違い】
■高感度GPSチップが搭載されました！

これまで受信できなかった樹林帯や軒下のような場所でも測位可能！

■電池寿命が少し長くなりました。
（FT101：約15時間 → FT301：約18時間）

■本体の幅のサイズが小さくなりました。
（FT101:8.4cm → FT301/401：7.5cm）

■LCD画面位置が本体中央部になり見やすくなりました。

おすすめオプション

リストバンド 自転車ホルダー

日本版価格：￥２６，２４４（税込）日本版価格：￥２６，２４４（税込）日本版価格：￥２６，２４４（税込）日本版価格：￥２６，２４４（税込）
英語版価格英語版価格英語版価格英語版価格：：：：￥￥￥￥２６，０２８（税込）２６，０２８（税込）２６，０２８（税込）２６，０２８（税込）

防水ケース



■ランナー用GPS

フォアアスリートフォアアスリートフォアアスリートフォアアスリート935935935935 日本語表示日本語表示日本語表示日本語表示

標準添付品：
ForeAthlete 935 本体
ランニングダイナミクスポッド
チャージングケーブル
操作マニュアル 商品仕様

寸法 4.7 x 4.7 x 1.39 cm

画面サイズ 1.2インチ（直径30.4mm）

通信機能 Bluetooth Smart, ANT+, Wi-Fi

センサー
光学式心拍、気圧高度計、コンパス、ジャイロ
スコープ、加速度計、温度計

重量 49g

稼動時間
Smartモード：最大2週間
GPS/HRモード：最大21h

UltraTracモード：最大44h（光学式心拍計なし）

稼働時間 約22時間

トレーニングタイプ
マルチスポーツ対応（ラン、サイクリング、スイ
ム、ゴルフ、その他）

防水性能 5ATM

光学式心拍計を備えたプレミアムGPSランニング/トライア
スロンウォッチ フォアアスリート上位機種

■GPS＆GLONASS＆みちびき衛星に対応

■光学式心拍計搭載、標準付属 ランニングポッド

■スマホ連携でSNSやメッセージを通知。

■ライフログ機能搭載

■トレーニング以外でも使用可能なデザイン

おすすめオプション

保護フィルム 自転車マウント ACアダプタ

価格：価格：価格：価格：￥６２，４２４（税込）￥６２，４２４（税込）￥６２，４２４（税込）￥６２，４２４（税込）

カラー：
ブラック
イエロー



■ランナー用GPS

フォアアスリートフォアアスリートフォアアスリートフォアアスリート999920XTJ20XTJ20XTJ20XTJ 日本語表示日本語表示日本語表示日本語表示

標準添付品：
FA920XTJ本体
日本語操作マニュアル
ACアダプター
チャージングクリップ 商品仕様

寸法 4.8 x 5.5x 1.27 cm

画面サイズ 3.3x 2.0 cm

Bluetooth 対応

PC接続 ワイヤレス（2.4GHz帯 ANT+Sport互換）

重量 72g

バッテリー 充電式リチウム

稼働時間 約22時間

高感度GPS ○

防水性能 50ｍ防水

大型ディスプレイを採用したFA910の後継、ウルトラ・トレ

イルランやトライアスロンなどの過酷な状況下でも視認性
を確保。バッテリー駆動時間は、シリーズの中でも長い約
22時間。

■GLONASS＆みちびき衛星に対応

■マルチスポーツ対応50m防水

■スマホ連携でSNSやメッセージを通知。

■別売ハートレートセンサー、ケイデンス/スピードセン

サー対応。ハートレートゾーンの段階に合わせたトレーニ
ングが可能に！

おすすめオプション

心拍計 ケイデンスセンサー フットポッド

価格：価格：価格：価格：￥４９，４６４（税込）￥４９，４６４（税込）￥４９，４６４（税込）￥４９，４６４（税込）

カラー：
ブラックブルー
ホワイトレッド



■ランナー用GPS

フォアアスリートフォアアスリートフォアアスリートフォアアスリート630630630630 日本語表示日本語表示日本語表示日本語表示

標準添付品：
FA630本体
日本語操作マニュアル
チャージングクリップ

商品仕様

寸法 4.5 x 4.5x 1.17cm

画面サイズ 直径 3.11 cm

Bluetooth 対応

PC接続 ワイヤレス（2.4GHz帯 ANT+Sport互換）

重量 44g

バッテリー 充電式リチウム

稼働時間 約16時間（GPSモード時）

高感度GPS GPS、みちびき対応

防水性能 50ｍ防水

ForeAthlete630Jバッテリー駆動時間の拡大とディスプレイ

サイズの大画面化を図りました。さらに、業界初の次世代
機能ランニングダイナミクスが進化し、3種から6種へと計
測できるデータが増えました。

・アドバンスドランニングダイナミクス機能を搭載
・乳酸閾値計測
・屋内でもデータ計測ができるGセンサー内蔵
・視認性の高いカラータッチパネルディスプレイ
・イヤホンを付けたトレーニングではスマートフォンで現在の数値をガイダンス）
・50m完全防水本体
・バイブレーション機能
・自動ラップ（距離・位置）
・自動ポーズ
・バーチャルパートナー
・インターバルトレーニング
・心拍ゾーントレーニング

おすすめオプション

心拍計 ケイデンスセンサー フットポッド

価格：価格：価格：価格：￥４８，３８４（税込）￥４８，３８４（税込）￥４８，３８４（税込）￥４８，３８４（税込）



■ランナー用GPS

フォアアスリートフォアアスリートフォアアスリートフォアアスリート235J235J235J235J 日本正規品日本正規品日本正規品日本正規品

標準添付品：
FA235J本体
日本語操作マニュアル
チャージングデータクリップ

商品仕様

寸法 4.5 x 4.5 x 1.6cm

画面サイズ 直径3.11cm（215ｘ180ピクセル）

データ量 約200時間分のトレーニングデータ

PC接続 チャージングデータクリップ

重量 42g

バッテリー 充電式リチウム

稼働時間 約11時間（GPS+光学式心拍計）

高感度GPS GPS、みちびき対応

防水性能 50ｍ防水

手首に装着するだけで心拍も計測可能なGPSランニング

ランナーに人気の手首に装着するだけで心拍データが計測できるランニング
ウォッチ。光学式心拍計の性能が向上し、計測できるデータや新しい機能が強
化されました。

ランニングする上で効率のいいトレーニングや負荷コントロールはランナーには
必須。光学式心拍計の性能が向上したことにより、手首に装着するだけで
VO2Max（最大酸素摂取量）とリカバリーアドバイザーといった運動強度の目安
の計測が可能になりました。

Live Track機能

「Live Trackとは、Bluetooth通信を利用してForeAthlete225Jとスマートフォンを接
続し、現在走行している場所をリアルタイムにウェブ上で公開出来る機能です。
友人やチーム間などで、自分が今どこを走っているのかを共有する事によって、
モチベーション維持のサポートをします。

おすすめオプション

価格：価格：価格：価格：￥３９，７４４（税込）￥３９，７４４（税込）￥３９，７４４（税込）￥３９，７４４（税込）

心拍計 フットポッド



■ランナー用GPS

フォアアスリートフォアアスリートフォアアスリートフォアアスリート15J15J15J15J 日本正規品日本正規品日本正規品日本正規品

標準添付品：
FA15J本体
日本語操作マニュアル
チャージングデータクリップ

商品仕様

寸法
4.6 x 5.7 x 1.6cm（ブルー、レッド）
4.01 x 5.2 x1.6cm（ティール、ヴァイオレット）

画面サイズ
2.5 x 2.4cm（ブルー、レッド）
2.1 x 2.0cm（ティール、ヴァイオレット）

取得ラップ数 50 ラップ

PC接続 チャージングデータクリップ

重量
43g（ブルー、レッド）
36g（ティール、ヴァイオレット）

バッテリー 充電式リチウム

稼働時間 約5時間

高感度GPS ○

防水性能 50ｍ防水

ライフログデバイスとしての機能付きのGPSランナーウォッチ

カラーは全４色
・GARMINのGPSトレーニングウォッチ中最軽量の36g（ブルー、レッドは43g）。

・ティールホワイト、ヴァイオレットは腕の細い女性にも対応するサイズです。
ブルーとレッドは男性にフィットする少し大きいサイズとなっています。

・50m完全防水仕様。

・高感度GPSチップにより衛星を毎秒測位。さらにみちびき受信対応。

・PCとの通信はUSBに接続したチャージングデータクリップケーブルを使用。

おすすめオプション

ACアダプター

価格：価格：価格：価格：￥１８，１４４（税込）￥１８，１４４（税込）￥１８，１４４（税込）￥１８，１４４（税込）

カラー：
ブラックブルー、レッドブラック
ティールホワイト、ヴァイオレット



■ランナー用GPS

ACTINO WT300 GPSランニングウォッチランニングウォッチランニングウォッチランニングウォッチ
3気圧防水、8時間稼働モデル

標準添付品：
GPS本体
USB充電ケーブル
日本語取扱説明書

商品仕様

寸法 4.55 x  6.60cm

重量 53.5g

動作時間 約8時間

防水性能 3気圧生活防水

バッテリー 充電式リチウム

画面 バックライト付き

高感度GPS ○

◎カラーは全５色

走行速度 / 積算距離 / 走行距離 / 走行時間 / 平均速度（ペース） / 
最高速度 / 時刻表示 / 消費カロリー計算などランニング中に知りたい
情報を選んで表示。

走行ログ（１００ラップメモリー）、３気圧防水、ワールドタイムにも対応。
※心拍計は付属いたしません。別売となります。

・ログ機能：あり（ＰＣ用ツール）
・防水仕様：3ATM(3気圧防水)

・ IOインターフェイス：PC USB / AC USB Adaptor 1.0A for Charging

・バッテリー：Li-ion 315mAh

・時計モード稼働時間：約6ヵ月（最大）
・ GPS稼働時間：約8時間

価格：価格：価格：価格：￥１２，９６０￥１２，９６０￥１２，９６０￥１２，９６０（税込）（税込）（税込）（税込）



■ゴルフ用GPS

YupiteruYupiteruYupiteruYupiteru YGN6100 YGN6100 YGN6100 YGN6100 

標準添付品：
GPS 本体
MicroSDカード（全国コース収録）
USB接続ケーブル
ACアダプター
取扱説明書

商品仕様

寸法 5.7 x 10.7 x 1.4cm

重量 91g（電池含む）

動作時間 最大17時間

防水性能 防雨形設計 JIS IPX3準拠

バッテリー 充電式リチウム

動作温度 -10～60度

おすすめオプション

価格：価格：価格：価格：￥２１，６００（税込）￥２１，６００（税込）￥２１，６００（税込）￥２１，６００（税込）

シガーケーブル 専用ケース 保護シート



■ゴルフ用GPS

YupiteruYupiteruYupiteruYupiteru YGN5200 YGN5200 YGN5200 YGN5200 

標準添付品：
GPS 本体（microSD*本体内蔵済）
USBケーブル
ACアダプター
取扱説明書 商品仕様

寸法 5.3 x 9.8 x 1.7cm

重量 92g

動作時間 最大11.5時間

防水性能 防浸形設計 JIS IPX7準拠

バッテリー 充電式リチウム

充電時間 約4時間

おすすめオプション

価格：価格：価格：価格：￥１７，２８０￥１７，２８０￥１７，２８０￥１７，２８０（税込）（税込）（税込）（税込）

シガーケーブル ストラップ
専用ケース



■ゴルフ用GPS

Voice Caddie 3Voice Caddie 3Voice Caddie 3Voice Caddie 3 VC300SEVC300SEVC300SEVC300SE

標準添付品：
本体
micro USBケーブル
ACアダプター
取扱説明書 商品仕様

寸法 4.5 x 4.5 x 1.2cm

重量 24g

動作時間 約7.5時間

防水性能 非対応

バッテリー 充電式リチウム

充電時間 約2時間

音声案内
日本語、英語、韓国語、中国語、フランス語、
ドイツ語、スペイン語

音声ゴルフナビもタッチ操作の時代！音声ゴルフナビもタッチ操作の時代！音声ゴルフナビもタッチ操作の時代！音声ゴルフナビもタッチ操作の時代！
最軽量級のゴルフナビ最軽量級のゴルフナビ最軽量級のゴルフナビ最軽量級のゴルフナビ

■Global Golf Courses

国内2,402コースをはじめ、全世界30,000ヵ所あまりのコース対応

■Touch Tecnology

ワンタッチでセンター、スライドタッチでフロントエッジ・バックエッジまでの距離を
音声案内します。

■Sylish&Wearable Design

デザイン性に優れ、キャップやバイザー等に、身につけてプレーできるお洒落で
洗練されたスタイリング。

■Easy Operation

電源を入れるだけの簡単操作。GPSを受信すればゴルフ場を自動で認識。新機
能でムダな操作が一切不要！

その他の音声ゴルフナビ

価格：価格：価格：価格：￥￥￥￥１４，８００（１４，８００（１４，８００（１４，８００（税込）税込）税込）税込）

ショットナビ V1 Voice Caddie2 Caddie D1



■ゴルフ用GPS

GREEN ON GREEN ON GREEN ON GREEN ON THE GOLF WATCH smart 
（グリーンオン ザ ゴルフ スマート）腕時計型ＧＰＳキャディ

標準添付品：
本体
充電/通信用 専用ケーブル
取扱説明書
保証書 商品仕様

寸法 4.3 x 3.8 x 1.3cm

重量 60g（バッテリー含む）

動作時間 約10時間

防水性能 3気圧

バッテリー 充電式リチウム

液晶画面
1.28インチ メモリー液晶
（モノクロ2色)バックライト付き

ゴルファーのためのゴルファーのためのゴルファーのためのゴルファーのための時計時計時計時計 さらにランナー用として利用さらにランナー用として利用さらにランナー用として利用さらにランナー用として利用OK

発売以来、その便利さや使い易さで数万人以上のゴルファーの支持を得てきた
ザ・ゴルフウォッチ。そのゴルファーの声で更に進化したゴルフウォッチ、スマート
ウォッチとして新たに登場しました。

スマートウォッチだからできるスマホとの連動で、プレー中は時計だけを身につ
けプレーに専念。プレー後はスマートフォンにスコアデータやショット軌跡をアップ
して大きな画面で確認することができます。

ゴルフナビとしての機能はもちろん充実
オートホール機能、スコア入力、２グリーン表示、フルオートプレイ

そしてスマートのもう１つの大きな機能、ランニングGPSでのご利用が可能です。
オートラップ機能、速度、距離、ラップタイム、ペース表示

こちらも計測後はスマートフォンの地図上で走行軌跡やランニングデータの確認
が可能！
次世代のGPSデバイスの１つです。

その他のゴルフナビ

価格：価格：価格：価格：￥２７，０００（税込）￥２７，０００（税込）￥２７，０００（税込）￥２７，０００（税込）

W1-FW Vision Watch3 WTX



■ゴルフ用GPS

Fine CaddieFine CaddieFine CaddieFine Caddie MMMM----300300300300
（グリーンオン ザ ゴルフ スマート）腕時計型ＧＰＳキャディ

標準添付品：
本体
充電ケーブル
取扱説明書
簡単マニュアル 商品仕様

寸法 3.87 x 5.15 x 1.1cm

重量 38g

動作時間 約12時間

防水性能 IP67

バッテリー 充電式リチウム

アンテナ GPS/GLONASS

液晶 Mono TFT LCD

解像度 128*128

＊市販22mm幅のリストバンドが使えるゴルフナビ！

ベルトが自由に付け替えられるので、お好みのバンドにつけかえることが可能

■防水性能
■自由にリストバンドが付け替え可能

■「ドッグレッグ」ホールも楽しめる！ドッグレッグまで曲がっている角度及び距
離まで案内
■より速くて正確になったＧＰＳ受信感度!!アメリカのＧＰＳとロシア「グロナス」衛
星の同時受信
■12時間のバッテリー稼動時間
■メーター・ヤードの同時案内で正確な距離が分かれる

■日本国内ゴルフ場100％サポート及び40,000ヶ所以上の世界ゴルフ場データ
ベース搭載
■グリーンのエッジ、センター、奥までの距離情報を案内
■グリーンのエッジまで飛距離の測定可能
■正確なダイナミックグリーンビューの搭載
■右/左のグリーン案内
■ハザード・バンカーまでの距離情報の搭載
■シミュレーションラウンド機能

その他のゴルフナビ

価格：価格：価格：価格：￥￥￥￥２１，６００２１，６００２１，６００２１，６００（税込）（税込）（税込）（税込）

W1-FW Vision Watch3 WTX



■ゴルフ用ヘッドスピード測定器・ファインダー

YupiteruYupiteruYupiteruYupiteru GSTGSTGSTGST----5Arc5Arc5Arc5Arc
ゴルフ用ヘッドスピード測定器

標準添付品：
本体
モーションセンサー一式
microSDカード（2GB）
取扱説明書
保証書

商品仕様

寸法 6.1 x 13.4 x 2.0cm

重量 134g

動作時間 約7時間

防水性能 IPX-5 / IPX-7

バッテリー 充電式リチウム

ヘッドスピード、ボールスピード、ミート率、推定飛距離を表示！ヘッドスピード、ボールスピード、ミート率、推定飛距離を表示！ヘッドスピード、ボールスピード、ミート率、推定飛距離を表示！ヘッドスピード、ボールスピード、ミート率、推定飛距離を表示！

ゴルフショップの高額な測定器でしか測れなかったご自身のショットデータが、本
機で手軽に確認することができます。 また、上達した過程も本機でグラフ表示で
きます。スイング改善でゴルフのスキルアップ！！
※ヘッドスピードと推定飛距離はボールを打たなくても素振りで確認できます。

クラブにモーションセンサーを付けて、スイング軌道、フェース軌跡クラブにモーションセンサーを付けて、スイング軌道、フェース軌跡クラブにモーションセンサーを付けて、スイング軌道、フェース軌跡クラブにモーションセンサーを付けて、スイング軌道、フェース軌跡
も表示！も表示！も表示！も表示！

その他ゴルフナビ関連アイテム

価格：価格：価格：価格：￥３２，４００（税込）￥３２，４００（税込）￥３２，４００（税込）￥３２，４００（税込）

レーザー距離計



■自転車用GPS

Edge810Edge810Edge810Edge810 英語版英語版英語版英語版 GPSGPSGPSGPSサイクルコンピューターサイクルコンピューターサイクルコンピューターサイクルコンピューター

標準添付品：
本体
バイクマウント
充電用ACアダプター
PC用USBケーブル
英文ガイド

Edge810商品仕様

寸法 5.1×9.3×2.5cm

重量 98g

動作時間 約17時間

防水性能 日常生活防水（IPX7）

バッテリー 充電式リチウム

画面 5.5cm x 3.6cm（160 x 240ピクセル）

■Edge 810はGPSベースのサイクルコンピューターで、GPS測位情報に加え各種

センサーともリンクし、多種のトレーニングデータを収集、そして、管理が可能で
す。

■遥か上空のGPSシグナルを受信しながら、高度、スピード、ケイデンス/心拍
（別売オプション）のセンサーの情報を表示することが出来ます。

■こんなにも沢山の機能が詰め込まれているにも関わらず、ステムの上に設置
しても邪魔にならない位コンパクトなボディです。

■心臓部であるGPSエンジンは、最新の高感度チップを採用し、市街地でのGPS

測位がしやすくなりました。気圧高度計は上り坂や下り坂を認識してくれます。

■心拍数/ケイデンス（別売オプション）、スピード、そして、ANT+Sportsに対応し

たサードパーティーのパワー計を使用すれば自身の身体能力が事細かに分析
する事が可能です。

■GARMIN ConnectでPC上で細かなスケジュール管理が行えます。
トレーニング終了後、PCでGARMIN Connectにアクセスし、その日のトレーニング

をアップロードします。毎日の自分の進歩を確認する事により、トレーニングがよ
り一層楽しくなる事でしょう。

GARMIN GPSサイコン

価格：価格：価格：価格：￥４８，０８６（税込）￥４８，０８６（税込）￥４８，０８６（税込）￥４８，０８６（税込）

Edge510 Edge500Edge1000



■自転車用GPS

POLAR（ポラール）【V650】 GPSGPSGPSGPS

標準添付品：
本体
マウント一式
USBケーブル
取扱説明書
心拍センサー（付き/無し）

商品仕様

寸法 10.5×6.3×2.0cm

重量 120g

動作時間 約10時間

防水性能 日常生活防水（IPX7）

バッテリー 充電式リチウム

画面
カラー大画面：縦5.8cm、横4.3cm

高解像度：320x240pix

Polar V650は、サイクリングでのあらゆるデータを把握・分析し、トレーニングを
効率的にする機能が多数搭載されており、自身のパフォーマンス向上を追求す
る上級者ユーザーにおすすめの製品です。もちろんあらゆる自転車の層に対応
してご利用いただける先端のサイクルコンピュータです。

主な機能には、心拍計測機能、GPS 機能、気圧センサー機能、トレーニング
データの管理などがあります。

●日本国内正規モデルで日本語表示対応
●心拍計測機能
●GPS機能

・距離・スピード・ペース
・簡易的なルートガイド機能
・スタート地点に戻る機能で、スタート地点の方角や距離をガイド

●気圧センサー機能
・気圧センサーによる正確な高度表示機能
・傾斜計・上昇度・下降度を表示
・温度
・リアルタイムVAM （平均上昇速度）
・高度補正消費カロリー

おすすめオプション

心拍計付き：心拍計付き：心拍計付き：心拍計付き： 価格価格価格価格：：：：￥３８，０００（税込）￥３８，０００（税込）￥３８，０００（税込）￥３８，０００（税込）
心拍計無し：心拍計無し：心拍計無し：心拍計無し： 価格価格価格価格：￥：￥：￥：￥３２，９４０（３２，９４０（３２，９４０（３２，９４０（税込税込税込税込））））

ケイデンス 心拍計



■GPSデータロガー

ARKNAVARKNAVARKNAVARKNAV K18UK18UK18UK18U 長時間稼働長時間稼働長時間稼働長時間稼働GPSGPSGPSGPSロガーロガーロガーロガー

標準添付品：
GPS ロガー本体
USB ケーブル
充電用ケーブル
リチウムイオンバッテリー
マグネット付きケース
microSDカード(1GB)/SDアダプター
カラビナクリップ
CD（ソフトウェア）

商品仕様

寸法 6.53×4.26×1.84cm

重量 36g（GPS本体のみ）

動作時間 約220時間

防水性能 防水性能無し

バッテリー 充電式リチウム

記録データ形式 テキスト形式 NMEA0183,GGA,RMC

・大容量リチウムイオンバッテリー（外付け）にて長時間の連続稼動が可能
（約２２０時間）約９日間の連続稼動が可能。

・振動センサー付きで移動していない時は自動的にスリープモードになりバッテ
リーの消耗を防ぎます。

・記録域はマイクロSDカード対応で、２GBなら毎秒記録しても約１６２日分の保
存が可能！

・記録間隔が１～３６００秒（１時間）の間で設定可能なので詳細に移動体の管理
が可能！

・付属のマグネット付き防水ケースで車両や船舶などへの取り付けが可能。

・GPSデータはNMEA、テキスト形式でフリーソフト（GoogleEarth、カシミール）など
にも簡単にデータ表示が可能

おすすめオプション

価格：価格：価格：価格：￥３４，１２８（税込）￥３４，１２８（税込）￥３４，１２８（税込）￥３４，１２８（税込）

マグネット付きケース 予備バッテリー



■GPSデータロガー

TransystemTransystemTransystemTransystem 747proS747proS747proS747proS GPSGPSGPSGPSロガーロガーロガーロガー

標準添付品：
747ProS 本体
カーチャージャー(MiniUSB)

USBケーブル
CD-ROM(ソフトウェア・ドライバ)

充電型バッテリー 商品仕様

寸法 4.7×7.2×2.0cm

重量 65g

動作時間 約24時間

防水性能 防水性能無し

バッテリー 充電式リチウム（取り外し可）

データログ

250,000ウェイポイント記録可能
時間・距離・速度によるログ設定
ボタンプッシュでGPSデータを記録可能
（POI機能）

AGPS GPSデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー

■約２4時間稼動、スタンバイ時250時間稼動

■747Proの振動センサーをスペックアップ!

■カーモード搭載で自動車管理向けのとしても最適！
車のエンジンをかけるとGPSの受信を開始して捕捉後にログ開始！

■データログとナビゲーションのデュアル機能軌跡を記録しながらＧＰＳ受信機と
して利用可能です。

■ボタンプッシュで位置登録。ブザーでお知らせ。
衛星受信した際にもブザーでお知らせ。
■時間、距離、速度のスムーズなログ
■カーモード時、外部バッテリーからの電源供給時のみ動作。それ以外はスタン
バイ。
■高感度振動センサー搭載で2分静止でスタンバイ。稼動開始はウェイクアップ。
■8MB（64Mbit）メモリ搭載/250,000点のウェイポイント記録が可能
■頑丈で、ルート追跡や登山、車両管理等に便利
■ソフトウェアは日本語対応 「Photo Tagger」（フォトタガー）
■A-GPS対応で衛星測位までの時間を大幅短縮
■パソコン・PDAと接続してGPS受信機として現在位置表示が可能
■自動ON/OFF機能

その他GPSロガー

価格：価格：価格：価格：￥１１，８８０（税込）￥１１，８８０（税込）￥１１，８８０（税込）￥１１，８８０（税込）

GPS Walker M-241 Track Stick



■GPSデータロガー

Mobile ActionMobile ActionMobile ActionMobile Action iiii----gotUgotUgotUgotU GTGTGTGT----600600600600 GPSGPSGPSGPSロガーロガーロガーロガー

標準添付品：
i-gotU本体
USBケーブル
ラバーケース
CD-ROM（マニュアル・ソフトウェア）

商品仕様

寸法 4.6×4.15×1.4cm

重量 34g

動作時間 10時間～ ※スケジュール制御等で変化

防水性能 防滴程度

バッテリー 充電式リチウム

データログ 262,000

ログ間隔 1秒～1時間

i-gotU(GT-120)と比べデータ容量、稼動時間がアップしたと比べデータ容量、稼動時間がアップしたと比べデータ容量、稼動時間がアップしたと比べデータ容量、稼動時間がアップした
上位モデルとなります上位モデルとなります上位モデルとなります上位モデルとなります。。。。

その分サイズは大きくなっております。
GT-120: 44.5 x 28.5 x 13mm

GT-600: 46   x 41.5 x 14mm 

■■■■メモリーがメモリーがメモリーがメモリーがGT-120：：：：64,000と比べ約４倍と比べ約４倍と比べ約４倍と比べ約４倍262,000ポイントポイントポイントポイント
■■■■バッテリーバッテリーバッテリーバッテリーGT-120：：：：230mAhと比べ約３倍と比べ約３倍と比べ約３倍と比べ約３倍750mAh

・移動ルートを記録
・専用ソフトウェアにてGoogleマップ、Earth上でログデータを表示
・写真ロケータ機能
・スポーツ用途としてのソフトウェア「スポーツアナライザー」
・スケジュール制御
・振動センサー搭載

MobileAction社その他商品

価格：価格：価格：価格：￥８，６００（税込）￥８，６００（税込）￥８，６００（税込）￥８，６００（税込）

GT-120 GL-770 BT-Q1300S



■GPSデータロガー

HoluxHoluxHoluxHolux MMMM----241 Bluetooth241 Bluetooth241 Bluetooth241 Bluetooth GPSGPSGPSGPSロガーロガーロガーロガー

標準添付品：
i-gotU本体
USBケーブル
ラバーケース
CD-ROM（マニュアル・ソフトウェア）

商品仕様

寸法 3.209×3.0×7.4cm

重量 39g（電池除く）

動作時間 約12時間

防水性能 なし

バッテリー 充電式リチウム

データログ 130,000

ログ間隔 1秒～
●Bluetooth機能
●LCD(液晶表示)付GPSロガー
●LCDにログステータス・日時・座標・速度・設定情報を表示
●MTK（メディアテック）超高感度GPSチップ採用
●重量わずか39g（電池を除く）、同クラス最軽量
●100,000点のログが可能（V1.13）

小型のデータロガーには珍しいLCD画面付きで、バッテリーも単三電池１本で駆
動！またカシミール３Dなどとの併用でリアルタイムナビゲーションも可能！
Bluetooth機能を使えばスマートフォンと連携させることも可能です。
※アプリが別途必要となります。機器により対応できないこともございます。

オプション

価格：価格：価格：価格：￥９，２５７（税込）￥９，２５７（税込）￥９，２５７（税込）￥９，２５７（税込）

ソフトウェア
プロダクトキー



■GPSレシーバー

GARMINGARMINGARMINGARMIN GPS18GPS18GPS18GPS18シリーズシリーズシリーズシリーズ

GPS18xGPS18xGPS18xGPS18x----LVC LVC LVC LVC 

価格価格価格価格：：：：￥￥￥￥１２，７４４（税込）１２，７４４（税込）１２，７４４（税込）１２，７４４（税込）

GPS18xGPS18xGPS18xGPS18x----PC PC PC PC 

価格価格価格価格：：：：￥￥￥￥１２，９６０（税込）１２，９６０（税込）１２，９６０（税込）１２，９６０（税込）

GPS18xGPS18xGPS18xGPS18x----USBUSBUSBUSB

価格価格価格価格：：：：￥￥￥￥１６，２００（税込）１６，２００（税込）１６，２００（税込）１６，２００（税込）

GPS18xGPS18xGPS18xGPS18x----5Hz 5Hz 5Hz 5Hz 

価格価格価格価格：：：：￥￥￥￥３４，９８１（税込）３４，９８１（税込）３４，９８１（税込）３４，９８１（税込）

GARMINGARMINGARMINGARMIN GPS17/16GPS17/16GPS17/16GPS17/16シリーズシリーズシリーズシリーズ

GPS17xGPS17xGPS17xGPS17x----HVS HVS HVS HVS 

価格価格価格価格：：：：￥￥￥￥３７，９１３（税込）３７，９１３（税込）３７，９１３（税込）３７，９１３（税込）

GPS16xGPS16xGPS16xGPS16x----HVS HVS HVS HVS 

価格価格価格価格：：：：￥￥￥￥１９，３４７（１９，３４７（１９，３４７（１９，３４７（税込）税込）税込）税込）

GPS16xGPS16xGPS16xGPS16x----LVSLVSLVSLVS

価格価格価格価格：：：：￥￥￥￥２３，７６０２３，７６０２３，７６０２３，７６０（税込）（税込）（税込）（税込）



■GPSレシーバー

4Hz/5Hz4Hz/5Hz4Hz/5Hz4Hz/5Hz GPSGPSGPSGPSレシーバーレシーバーレシーバーレシーバー

FV25USBFV25USBFV25USBFV25USB----WWWW 4Hz 4Hz 4Hz 4Hz 

価格価格価格価格：：：：￥２０，５２０（税込）￥２０，５２０（税込）￥２０，５２０（税込）￥２０，５２０（税込）

FV25RSFV25RSFV25RSFV25RS 4Hz 4Hz 4Hz 4Hz 

価格：価格：価格：価格：￥２０，５２０（税込）￥２０，５２０（税込）￥２０，５２０（税込）￥２０，５２０（税込）

その他その他その他その他GPSGPSGPSGPSレシーバーレシーバーレシーバーレシーバー

BUBUBUBU----353 S4 SiRF4353 S4 SiRF4353 S4 SiRF4353 S4 SiRF4チップチップチップチップ

価格：￥価格：￥価格：￥価格：￥６，４８０（税込）６，４８０（税込）６，４８０（税込）６，４８０（税込）

高精度高精度高精度高精度GPSGPSGPSGPSレシーバーレシーバーレシーバーレシーバー
A101A101A101A101 3m3m3m3mケーブル付き（ケーブル付き（ケーブル付き（ケーブル付き（RSRSRSRS））））

価格価格価格価格：：：：￥３２０，０４７（税込）￥３２０，０４７（税込）￥３２０，０４７（税込）￥３２０，０４７（税込）

GUGUGUGU----158 RS158 RS158 RS158 RS 5Hz5Hz5Hz5Hz

価格価格価格価格：：：：￥２０，５２０（税￥２０，５２０（税￥２０，５２０（税￥２０，５２０（税込込込込））））

高精度高精度高精度高精度GPSGPSGPSGPSレシーバーレシーバーレシーバーレシーバー
A101A101A101A101 4.6m4.6m4.6m4.6mケーブル付きケーブル付きケーブル付きケーブル付き（先バラ）（先バラ）（先バラ）（先バラ）

価格価格価格価格：：：：￥３０５￥３０５￥３０５￥３０５，０７８（税込），０７８（税込），０７８（税込），０７８（税込）



■GPSモジュール/チップ

GARMIN GPS15GARMIN GPS15GARMIN GPS15GARMIN GPS15シリーズシリーズシリーズシリーズ

GPS 15xGPS 15xGPS 15xGPS 15x----W W W W 

価格価格価格価格：：：：￥１０，３６８（税込）￥１０，３６８（税込）￥１０，３６８（税込）￥１０，３６８（税込）

GPSGPSGPSGPS 15xL15xL15xL15xL----W W W W 

価格：￥価格：￥価格：￥価格：￥１１，０１６（税込）１１，０１６（税込）１１，０１６（税込）１１，０１６（税込）

GPSGPSGPSGPS 15xH15xH15xH15xH----W W W W 

価格価格価格価格：：：：￥￥￥￥１１，６６４（税込）１１，６６４（税込）１１，６６４（税込）１１，６６４（税込）

GGGG----top GPStop GPStop GPStop GPSモジュールモジュールモジュールモジュール

GmsGmsGmsGms----b6b6b6b6 北斗対応北斗対応北斗対応北斗対応

価格価格価格価格：：：：￥２，９１６（税込）￥２，９１６（税込）￥２，９１６（税込）￥２，９１６（税込）

GPSアンテナとのセット商品アンテナとのセット商品アンテナとのセット商品アンテナとのセット商品
多数ございます。多数ございます。多数ございます。多数ございます。

FGPMMOPA6CFGPMMOPA6CFGPMMOPA6CFGPMMOPA6C

価格価格価格価格：：：：￥２，１６０（税込）￥２，１６０（税込）￥２，１６０（税込）￥２，１６０（税込）

GmmGmmGmmGmm----u2P EVu2P EVu2P EVu2P EV----BoardBoardBoardBoard
評価キット評価キット評価キット評価キット

価格価格価格価格：：：：￥１０，１５２（税込）￥１０，１５２（税込）￥１０，１５２（税込）￥１０，１５２（税込）

GmmGmmGmmGmm----u2Pu2Pu2Pu2P

価格価格価格価格：￥：￥：￥：￥３，７８０（税込）３，７８０（税込）３，７８０（税込）３，７８０（税込）



■GPSモジュール/チップ/アンテナ

OriginGPSシリーズ

ORGORGORGORG----1410141014101410----R01 (10mm)R01 (10mm)R01 (10mm)R01 (10mm)

価格価格価格価格：：：：￥￥￥￥６，５８８（税込）６，５８８（税込）６，５８８（税込）６，５８８（税込）

ORGORGORGORG----4472447244724472----R01 (7mmR01 (7mmR01 (7mmR01 (7mm))))

価格：価格：価格：価格：￥２，８０８（税込）￥２，８０８（税込）￥２，８０８（税込）￥２，８０８（税込）

ORGORGORGORG----4475447544754475----R01 (5.6mm)R01 (5.6mm)R01 (5.6mm)R01 (5.6mm)

価格価格価格価格：：：：￥３，３４８（税込）￥３，３４８（税込）￥３，３４８（税込）￥３，３４８（税込）

GPSGPSGPSGPSアンテナアンテナアンテナアンテナ

GA38GA38GA38GA38 BNCBNCBNCBNC
GPS/GLONASSGPS/GLONASSGPS/GLONASSGPS/GLONASSアンテナアンテナアンテナアンテナ

価格価格価格価格：：：：￥￥￥￥１７，０６４（税込）１７，０６４（税込）１７，０６４（税込）１７，０６４（税込）

評価キットございます。評価キットございます。評価キットございます。評価キットございます。

MCXMCXMCXMCX 2.5m2.5m2.5m2.5m GPSGPSGPSGPSアンテナアンテナアンテナアンテナ

価格価格価格価格：：：：￥５，２９２（税込）￥５，２９２（税込）￥５，２９２（税込）￥５，２９２（税込）

RARARARA----50 50 50 50 再放射アンテナ再放射アンテナ再放射アンテナ再放射アンテナ

価格価格価格価格：：：：￥９，０７２（税込）￥９，０７２（税込）￥９，０７２（税込）￥９，０７２（税込）

RKRKRKRK----104104104104 再放射アンテナ再放射アンテナ再放射アンテナ再放射アンテナ

価格価格価格価格：：：：￥９０，７２０（税込）￥９０，７２０（税込）￥９０，７２０（税込）￥９０，７２０（税込）



日本登山地形図（TOPO10M Plus）V4は、昭文社が整備した「山と高原地図」60冊分のデータをベースに、国土地理院2

万5千分の1地形図の元となる数値地図（国土基本情報）の情報を加えた、登山や地理調査に最適なルート探索可能な
デジタル地形図です。

登山道は航空写真のトレースだけではなく、地元登山家による実踏調査データを使用しているため、一般的な地形図より
も精度が高くなっています。

※V4からはPCへのインストーラーが付属しません。PC上で地図をご覧いただく場合は、本製品をPCへマウントし
BaseCamp上でご覧ください。

●最寄の登山道を自動的に探索する登山道ルーティング
現在の登山口から目的の山頂を指定すると、
自動的に登山道を選んでルートを探索します。
九十九折やジグザグの登山道も考慮した全体距離が
確認でき、その間の高低差もグラフで表示可能です。

※安全性に考慮して昭文社実踏調査分の
登山道のみ対応しています。

●昭文社「山と高原地図」＆国土地理院1/25000万地形図が一緒に1枚のカードに収録
昭文社「山と高原地図」の地図データに国土地理院2万5千分の1地形図を追加し、送電線、電波塔、標高点、電子水準

点、三角点、水準点、ダム、園丁、植生記号などを新たに収録しました。

microSD版版版版 日本登山地形図日本登山地形図日本登山地形図日本登山地形図 価格：￥価格：￥価格：￥価格：￥１１１１７７７７，０００，０００，０００，０００（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）
■地図



■日本詳細道路地図（シティナビゲーター）は日本全国の詳細な経路探索可能な道路地図と多数のPOI(ポイント情報)を
収録しています。 microSD版のみの販売となります。 DVD版はございません。
microSD版はロック解除の必要がございません。ご購入後に対応機器にセットするだけですぐにお使い頂けます。
専用ソフトウェアBase Camp(無料ダウンロード可)上で表示/操作する事が可能です。

・・・・POIPOIPOIPOI情報：情報：情報：情報： ハンディ機＞約ハンディ機＞約ハンディ機＞約ハンディ機＞約62626262万件万件万件万件
・・・・住所：住所：住所：住所： 約約約約3,4003,4003,4003,400万件万件万件万件
・・・・電話番号：電話番号：電話番号：電話番号： 約約約約650650650650万件万件万件万件（個人データ除く）（個人データ除く）（個人データ除く）（個人データ除く）
・・・・高速道路：高速道路：高速道路：高速道路： 2012201220122012年年年年4444月〆月〆月〆月〆
・・・・一般道路：一般道路：一般道路：一般道路： 2012201220122012年年年年1111月〆月〆月〆月〆
・・・・主な新設道路：主な新設道路：主な新設道路：主な新設道路： 新設道路は新東名高速道路（御殿場新設道路は新東名高速道路（御殿場新設道路は新東名高速道路（御殿場新設道路は新東名高速道路（御殿場JCTJCTJCTJCT～浜松いなさ～浜松いなさ～浜松いなさ～浜松いなさJCTJCTJCTJCT）、東京ゲートブリッジ、道東自動車道（む）、東京ゲートブリッジ、道東自動車道（む）、東京ゲートブリッジ、道東自動車道（む）、東京ゲートブリッジ、道東自動車道（む
かわ穂別～占冠）、松江自動車道（吉田掛合かわ穂別～占冠）、松江自動車道（吉田掛合かわ穂別～占冠）、松江自動車道（吉田掛合かわ穂別～占冠）、松江自動車道（吉田掛合ICICICIC～三刀屋木次～三刀屋木次～三刀屋木次～三刀屋木次ICICICIC）など）など）など）など
・・・・2012201220122012年年年年4444月までの市町村合併に対応月までの市町村合併に対応月までの市町村合併に対応月までの市町村合併に対応
・・・・データ容量：データ容量：データ容量：データ容量： 約約約約1.3GB1.3GB1.3GB1.3GB（日本全国（日本全国（日本全国（日本全国））））

microSD版のみの販売となります。 DVD版はございません。
microSD版はロック解除の必要がございません。ご購入後に対応機器にセットするだけですぐにお使い頂けます。
専用ソフトウェアBase Camp(無料ダウンロード可)上で表示/操作する事が可能です。

▼▼▼▼動作条件動作条件動作条件動作条件
・Windows 8 日本語版

Windows 7 日本語版 64bit / 32bit
Windows Vista日本語版
WindowsXP SP3日本語版

・NET framework 3.5 必須
・メモリ 1GB以上
・モニター カラー24ビット以上、1024 x 768 ドット以上
・DVD-ROMドライブ必須
・HDD空き容量 5GB以上
・インターネット接続環境（一部機能において必要）
・BaseCamp内の3D表示は、PCのビデオカードの種類によりお使い頂けない場合もあります

シティナビゲーター日本シティナビゲーター日本シティナビゲーター日本シティナビゲーター日本 価格：￥１９，０００（税抜）価格：￥１９，０００（税抜）価格：￥１９，０００（税抜）価格：￥１９，０００（税抜）
■地図



RAMマウントマウントマウントマウント

RAMマウントマウントマウントマウント
取り付けの自由度が高く堅牢なRAM社のシステムマウント 豊富な種類と耐久性・耐腐食に優
れ世界中で幅広く扱われています。GPS以外にもiPhone/iPadや各種PNDなどのホルダーも多
数ございます。



RAMマウントマウントマウントマウント Uボルトボルトボルトボルト 固定型固定型固定型固定型

■ RAMマウント Uボルト固定型 eTrex用 ¥5,800（税抜）
■ 76ｼﾘｰｽﾞ用 ¥5,900（税抜）
■ 60ｼﾘｰｽﾞ用 ¥5,900（税抜）
■ 76Cｼﾘｰｽﾞ用 ¥5,900（税抜）
■ カラー版 eTrex用 ¥5,800（税抜）
■ iPod/MP3/Cellular phone用 ¥7,784（税抜）
■ PDA用 縦型 ¥7,784（税抜）
■ PDA用 横型 ¥7,784（税抜）
■ nuvi360用 ¥5,900（税抜）
■ nuvi250用パーツ ¥5,595（税抜）
■ 【Apple】 i Ｐｈｏｎｅ 用 ¥5,595（税抜）
■ nuvi250専用ホルダー ¥5,800（税抜）

Uボルトベース
ダブルソケットアーム 3イン

チ
片腕ボール ホルダー（eTrex用）

++++ ++++ ++++

単品価格 ¥2,079（税込） 単品価格 ¥2,300（税抜） 単品価格 ¥1,668（税抜） 単品価格 ¥1,850（税抜）



RAMマウントマウントマウントマウント 吸盤吸盤吸盤吸盤 固定型固定型固定型固定型

■ RAMマウント 吸盤固定型 eTrex用 ¥7,500（税抜）
■ 76ｼﾘｰｽﾞ用 ¥7,690（税抜）
■ 60ｼﾘｰｽﾞ用 ¥7,690（税抜）
■ 76Cｼﾘｰｽﾞ用 ¥7,690（税抜）
■ カラー版 eTrex用 ¥5,800（税抜）
■ iPod/MP3/Cellular phone用 ¥9,565（税抜）
■ PDA用 縦型 ¥9,565（税抜）
■ PDA用 横型 ¥9,565（税抜）
■ nuvi360用 ¥7,690（税抜）
■ nuvi250用パーツ ¥7,376（税抜）
■ 【Apple】 i Ｐｈｏｎｅ 用 ¥7,376（税抜）
■ nuvi250専用ホルダー ¥7,500（税抜）

吸盤ベース
ダブルソケットアーム 3イ

ンチ
片腕ボール ホルダー（eTrex用）

++++ ++++ ++++

単品価格 ¥3,980（税抜） 単品価格 ¥2,300（税抜） 単品価格 ¥1,668（税抜） 単品価格 ¥1,850（税抜）



防水ケース防水ケース防水ケース防水ケース

アクアパック

オーバーボード



カシミール３カシミール３カシミール３カシミール３D シリーズシリーズシリーズシリーズ

書籍書籍書籍書籍

改訂新版改訂新版改訂新版改訂新版 入門入門入門入門
２，４００円 税抜

改訂新版改訂新版改訂新版改訂新版 GPS応用編応用編応用編応用編
２，４００円 税抜

図解実例集図解実例集図解実例集図解実例集-初級編初級編初級編初級編
２，４００円 税抜

改定新版ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ改定新版ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ改定新版ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ改定新版ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ
ﾏｽﾀｰ編ﾏｽﾀｰ編ﾏｽﾀｰ編ﾏｽﾀｰ編
２，８００円 税抜

外部バッテリー外部バッテリー外部バッテリー外部バッテリー

ポータブルエナジースポータブルエナジースポータブルエナジースポータブルエナジース
テーションテーションテーションテーション [2600mAh]

２，８３８円 税抜

ポーラブルエナジースポーラブルエナジースポーラブルエナジースポーラブルエナジース
テーションテーションテーションテーション [6000mAh]

４，７４３円 税抜

ポータブルエナジースポータブルエナジースポータブルエナジースポータブルエナジース
テーションテーションテーションテーション 「「「「6600mAh]
８，３８１円 税抜

ポータブルエナジースポータブルエナジースポータブルエナジースポータブルエナジース
テーションテーションテーションテーション 「「「「8800mAh]
９，５０５円 税抜

ポータブルバッテリー電源ポータブルバッテリー電源ポータブルバッテリー電源ポータブルバッテリー電源
パワーキューブパワーキューブパワーキューブパワーキューブ
９，５００円 税抜



URL: http://www.ida-japan.co.jp

¥¥¥¥10,80010,80010,80010,800((((税込税込税込税込))))以上ご購入のお客様、送料・代引手数料はサービスさせていただきます！以上ご購入のお客様、送料・代引手数料はサービスさせていただきます！以上ご購入のお客様、送料・代引手数料はサービスさせていただきます！以上ご購入のお客様、送料・代引手数料はサービスさせていただきます！
送料は全国一律料金¥600(税抜)です。代引手数料は全国一律料金¥400(税抜)となります。
お支払い総額は、[ 商品代金合計(税込)＋送料(税込)＋代引手数料(税込) ＋NP後払い手数料 ] となります。

【【【【お支払い方法お支払い方法お支払い方法お支払い方法】】】】

【【【【クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード】】】】

【【【【ショッピングクレジットショッピングクレジットショッピングクレジットショッピングクレジット】】】】 （（（（OricoOricoOricoOrico WebWebWebWeb分割クレジット）分割クレジット）分割クレジット）分割クレジット）
※クレジットカードをお持ちでなくても、インターネット上で便利な分割払いやボーナス払いなど多様な
お支払いが可能です。

【【【【NPNPNPNP後払い後払い後払い後払い】】】】 NP後払い手数料は¥190(税抜)となります。

配送方法はゆうパック便、ゆうメール便、クロネコヤマトメール便よりご選択可能です。配送方法はゆうパック便、ゆうメール便、クロネコヤマトメール便よりご選択可能です。配送方法はゆうパック便、ゆうメール便、クロネコヤマトメール便よりご選択可能です。配送方法はゆうパック便、ゆうメール便、クロネコヤマトメール便よりご選択可能です。
メール便では一部配送できない商品、お支払方法がございます。

即日発送業務に即日発送業務に即日発送業務に即日発送業務についてついてついてついて

午後３時３０分頃までに入金が確認されましたご注文は即
日発送となります。

それ以降に入金が確認されましたご注文につきましては
翌営業日の発送となります。

■お支払い方法・配送について



URL: http://www.ida-japan.co.jp

取扱い主要メーカー



警告 【安全上に関する注意】 ご使用する前には必ず操作説明書をお読み下さい。

○GPS（全地球測位システム）は、アメリカ合衆国政府が運用しているもので、その精度及び保守についてはアメリカ政府が単独責任を
有しております。このシステムは全てのGPS装置の精度および性能に影響する変更が生じる場合があります。
○GPS製品は精密電子機器ですが、誤った使用や解釈をされますと、信頼性が損なわれる場合がございます。
○車輌でのご利用の際は一般的なカーナビと同様に走行中の操作は非常に危険です。停車した状態での操作をお願いいたします。
○GPS製品を使用して生じた事故や損害等については当社では、その責任を負いかねますのでご了承ください。


