
1. Open the DISTRESS key cover then press and hold the DISTRESS key for four seconds. The au-
dio alarm sounds while pressing the key, and the key flashes in red. The countdown message ap-
pears on the screen while pressing the DISTRESS key (3s → 2s → 1s → 0s →).

When the countdown shows 0s, the distress alert is sent. The audio alarm sounds for two seconds 
and the message "Sending DISTRESS ALERT." appears.

After the distress alert has been sent, the following screens appear in order.

2. The audio alarm sounds. Press the CANCEL key to silence the audio alarm.
3. Communicate with the coast station via radiotelephone (CH16) as below.

a) Say "MAYDAY" three times.
b) Say "This is ..." name of your ship and call sign three times.
c) Give nature of distress and assistance needed.
d) Give description of your ship (type, color, number of persons onboard, etc.).

Note: If you do not receive the distress alert acknowledge call, the equipment automatically re-
transmits the distress alert after 3 min 30 seconds to 4 min 30 seconds. Then the equipment 
awaits the distress alert acknowledge call. This is repeated until the distress alert is acknowl-
edged.
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1. [DISTRESS] キーのカバーを開き、 [DISTRESS] キーを 4 秒間押し続けます。 キーを押し ている間
ア ラーム音が鳴り、 キーのラ ンプが赤 く 点滅し ます。 [DISTRESS] キーを押し ている間に、 画面
に秒読みの メ ッ セージ (3s → 2s → 1s → 0s) が表示されます。

カ ウ ン ト ダ ウ ンが 0s にな る と 、 遭難警報が発射されます。 ア ラーム音が 2 秒間鳴 り 、 遭難警報
送信中の メ ッ セージが表示されます。

遭難警報が発射されたあ と 、 下記の順で画面が切 り 替わ り ます。

2. ア ラーム音が鳴るので、 [CANCEL] キーを押し てア ラーム音を止めます。

3. 無線電話 (CH16) で次のよ う に海岸局と通信を開始し ます。

1) メ ーデー、 メ ーデー、 メ ーデー (3 回繰 り 返す )

2) 船名 と 自船 ID 番号を 3 回繰 り 返す
3) 遭難の状況 と 要請する救助事項

4) 自船の特徴 ( 船舶のタ イプ、 色、 乗船人数など )

注 ) 海岸局からの遭難受信証を受信する こ とができない場合、 3 分 30 秒～ 4 分 30 秒の間隔を

おいて、 遭難警報は自動的に再発射されます。
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