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第 71 号

☆ オンエア・ミーティング 432.76 MHz 混信なら down QSY

毎土曜 22:00～ 毎日曜 10:00～ 毎第 2 第 4 日曜 144.76 MHz

２０15 October

ＪＪ１ＹＮＡ ＨＰ http://www.jarl.com/jj1yna/

☆ ロールコール 432.76 MHz 毎月第 1 日曜 10:00～
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平成２7 年度 船橋市総合防災訓練報告
8 月 9 日 13 時から飯山満公民館で総合防災訓練の説明会を実施し、参加局は 27 局でした。
8 月 30 日の防災訓練当日は、本部統制局、各地区統制局、各避難所で通信訓練を行い参加局は 33 局で
以下の通りです。
東部 ＪＡ１ＣＶＧ，７Ｍ４ＡＩＤ，ＪＰ１ＥＯＩ，ＪＩ１ＡＩＵ，ＪＩ１ＮＡＬ，７Ｌ３ＵＱＷ，
ＪＫ１ＥＫＵ，７Ｎ４ＤＴＲ，ＪＩ１ＦＣＹ,ＪＳ１ＩＷＡ，ＪＡ１ＯＥＶ，ＪＳ１ＧＸＮ，
西部 ＪＡ０ＥＤＩ，ＪＥ１ＦＴＮ，ＪＧ１ＤＶＹ，ＪＡ２ＳＷＨ，ＪＦ１ＸＰＨ，
中部 ＪＨ１ＭＱＣ，ＪＨ１ＧＥＮ，ＪＡ１ＯＱＸ，ＪＡ６ＡＺＥ，ＪＭ１ＭＵＡ，ＪＬ１ＣＭＬ，
ＪＡ１ＴＲＭ，７Ｎ３ＳＨＸ， 南部 ＪＯ１ＧＬＲ，ＪＡ１ＥＤＪ，
北部 ＪＡ１ＸＱＣ，ＪＡ１ＶＦＬ，７Ｌ３ＱＮＢ，ＪＡ１ＩＱＸ, 本部ＪＡ１ＷＨＤ，ＪＡ７ＴＨＥ
訓練終了後に飯山満公民館で午後１時００分から反省会を行いました。参加局は１7 局でした。
反省会では、今後の検討事項として 7 件の意見が出ました。
１ 集計する通信票に発信者名の追加
２ 地区内での避難所間の訓練を実施するかどうかの検討
３ 避難所間の通信が必要とされるため、その態勢作り（是非も含め）
４ 配置表に学校の連絡先電話番号を載せる
５ 地区区分は避難所、MCA、通信状況のいずれがよいのか検討
６ 432.76MHz は共通周波数として使用することを徹底
７ 会員募集は方法について別途検討
====================================================================================================

東部地区統制局 東消防署

担当 JA1OEV 伊藤 /JS1GXN 井手/ JS1IWA 吉野

はじめに、私 IWA が現地に到着し、次に井手さんが到着したので、署内に入り挨拶を済ませてから屋上
に上がり無線局の設置準備開始となりました。例年なら熱中症の心配がありましたが、何時雨が降るか雨
の場合を考慮しながらの配置となりました。そのうちに伊藤さんが到着。JS1GXN 局はなぜか備品不足で設
置を断念し、残りの二人で各々の機材を組み立て無線局の準備完了となりました。
後になって写真が無いのに気がつき失敗。JS1IWA は 3 バンド用モービルホイップ＋写真用三脚のアンテ
ナです。JA1OEV は 2 バンドのクロス八木＋写真用三脚のアンテナをセッティングしています。どちらもコ
ンパクトな装備で非常時には設置が楽になるような工夫がされています。
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参考のため、この写真はあとから説明用として私の装備を撮影したものです。↓
運用に入りますと配置場所は 8 箇所となり、運用面
で苦労する点は極力 1 回の一斉送信で済ませたいの
ですが、実際は各避難所の都合もあり、毎回、２回
送信となってしまうことです。
(実際に災害が発生したときは、このようなケースは
必要な訓練かと思えます)
通信実情については、本部統制局とは見通し距離の
ため、簡易アンテナと 1W 送信でも問題なく通信でき
るレベルです。避難所間との通信は、今までの経験
から 2.5W 送信でも支障なく使えます。見晴らしが良
いので電波の飛びは good です。
電源は、私の場合は IWA 自作のリチウムイオン電池
パックです。今年は 1 パック新たに作りこみ 2 パッ
クとしましたが、運用面では 1 パックでも残りに余
裕が出ました。
OEV 局は、ハンディ機と内蔵電池でした。
機器の扱いについては、私 IWA は FT-817,OEV 局は
ハンディ機といった形態です。通信表に書き込む作業を考えると、ハンドマイクのみが有利です。ハンデ
ィ機の場合は、外部マイク＋スピーカーセットの使用を推奨します。また、周波数が動かないように忘れ
ずにダイヤルロックすることです。(今回、このようなトラブルが発生しました)
最後に、東消防署の様子としては、駐車場が無いので歩きか、自転車利用で現地に出向くことになりま
す。無線の運用はケーブルを長く引いて室内で運用となると、準備と装備に手間が掛かりますから、屋上
運用としています。

本部統制局 消防指令センター

担当 JA1WHD 稲村 /JA7THE 遠藤
ＪＪ１ＹＮＡの常置場所である船橋市消防指令センターに本
部統制局を開局し、非常通信訓練に参加しました。
市の災害対策本部は市役所庁舎
内に開局されるため、災害対策
本部との間に市の MCA 無線機を
配置していただき、災害対策本
部との連絡手段を確保して訓練

に臨みました。
市の MCA 無線機は、トランシーバースタイルの電話機のような使用方法
です。少し慣れが必要かもしれません。
０９：００の訓練開始を前に各地区統制局および南部地区避難所局との開
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局確認および周波数確保を行います。各地区統制局と避難所間の開局確認をモニターしながら災害対策本
部からの訓練開始の指令を待ちます。
９：００丁度に MCA 無線と携帯電話での災害対策本部からの指令を受け、０９：０５訓練開始の第一報
を発信、訓練開始となりました。JA7THE 遠藤さんが本部統制局を担当し、JA1WHD 稲村が南部地区統制局
を担当しながら本部統制局の補佐役を務めました。
各避難所からの返信が各地区統制局を通して集まってくる中、第二報の準備をしながら遅れている南部地
区の避難所参加局を呼んでみるも応答なし、参加予定局の自宅へ電話してみると急な出張で不参加と判明。
もう一方は自力で地区統制局の周波数を見つけて頂き無事非常通信ネットワークが完成しました。
第二報の発信の時にはすでに訓練の終了に近い避難所があったようで、第二報の返信とともに閉局を報
告する避難所の声が聞き取れます。
今年の防災訓練は各避難所毎に訓練内容が異なったようで運用時間にバラツキがあったようです。南部
地区では MCA 無線担当者から受け取った電報を普通に地区統制局に送信していただいたので、電報の上り
下りが逆になるアクシデントも発生しました。これは正確に訓練を実施したために発生したものですが、
実際の災害時には非常に大事な訓練だったと思います。繰り返しますが、我々非常通信連絡会の責務は、
MCA 無線の補完であるため MCA 無線担当者からの電報を確実に伝えることにあります。
今回のアクシデントは、訓練の目的である MCA 担当者からの電文を正確に本部災害対策本部へ伝達でき
た証であると思います。JA1EDJ 篠田さんに深く感謝いたします。篠田さんは電文の内容から順番が違うこ
とをご存知の上送信していただいたものと推察いたします。有難うございました。
第二報の返信電報の受信が終わり、電文の取りまとめと通信票の記入を終え閉局の連絡をしたときには
閉局済みの避難所が多かったのではないでしょうか。
各局！お疲れ様でした。
今年も無事に訓練を終えることができたのも非常通信連絡
会の皆様のご協力があった故に出来得たものと思います。
各局！有難うございました。
本部統制局へ配置された MCA 無線機は、送信と受信を交互
に行う電話機のような無線機です。相手を呼び出して回線
を確立させてからトランシーバーでの通話といった感じで
す。回線の確立の確認？に慣れが必要かもしれません。
一度経験すればすぐわかりますが初めてだと戸惑っているうちにタイムアウトになることがあります。
だいぶ前にスタンバイ・ピー？といった、送信する前に電子音を送信する機能の付いたトランシーバーを
思い出してしまいました。
最後に、本部統制局が閉局してから反省会までの時間が非常に短く、昼食をとる時間もギリギリであり
余裕がないことが判明しております。今回はそれも勘案してスケジュールを組んだつもりですが、再考す
る価値ありと思います。
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中部統制局

北部統制局

中部統制局

西部統制局

西部統制局

本部統制局

反省会

本部統制局
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8J190Y 特別記念局の運用レポート
2015 年 8 月 29 日（土）に千葉県市川市の千葉県立現代産業科学館において、JARL 創立 90 周年特別記
念局 8J190Y の公開運用を行いました。
現代産業科学館は常設展示に加え期間を
限定した企画展が併設されるのですが平成
27 年度企画展「最先端ネットワークのかた
ち」の先行行事として小野館長（JS1TYO）
から菊池 JARL 千葉県支部長を経由して
JJ1YNA へ要請があり公開運用の実施となり
ました。
通常公開運用は屋内外のフリーエリアで
されることが多いのですが、今回は県立の立派な施設内の有料展示エリアでの運用という非常に珍しいケ
ースでの運用です。
公開運用は運用場所やアンテナの設置場所の設定な
ど通常の場合色々制限があるのですが、今回は小野館
長以下県職員の方の計らいもあり、施設屋内外を自由
に使用しても良いとのことで、これほどまでに施設側
からの協力が得られる公開運用は非常に珍しいと言え
ます。
開催までは、アンテナ／リグの設置場所の決定や公
開運用の実施方法など県職員の方々と数回の打ち合わ
せを実施し、最終的には、ただ QSO をしている様子を
お見せ（聴かせ）するだけでなく、以下を公開運用の
全体として実施しました。
(1)

HF 帯と V/UHF 帯で、それぞれ 8J190Y を公開運用

(2)「アマチュア無線を始めようビギナーズガイド（JARL 監修）」の内容のパネル展示とパンフレットの
配布
(3)

欧文モールス符号の世界文化遺産登録の活動の
パネルの紹介

(4)

欧文モールス符号一覧パネルの展示と、各種タ
イプの電鍵とモールス発信機を組み合わせたモ
ールス符号打電体験コーナーの設置（４セッ
ト）

(5)

アマチュア無線機（固定機、移動用ハンディー
機）の展示
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(6)

国内外の QSL カード展示
公開運用の場合、ゲストオペレータに快適に運用を楽しん
でいただける為でなく、一般の方にも最高のコンディション
での運用面を見てもらうようアンテナやリグの準備を万全に
しなくてはならず、今回の運用に先立って開催１週間前に千
葉港近くの広い駐車場で JA2SWH 佐竹さんと二人で 4 バンド V
型ダイポールを実際の運用の形で組立て調整を実施しました。
公開運用当日は菊池 JARL 千葉県支部長も朝早くから終日支
援に来館いただいただけでなく、千葉県支部の幹部、CQ 出版
の沖田さん（JA1CCN 局）なども来館されました。JG1KLK、

JI1KCU の田中兄弟も運用応援に駆けつけていだだき、さらに JARL 会
員証と無線従事者免許証を持参したゲストオペレータ数名が来館され、
午前 10 時から夕方の 16:30 まで HF～V/UHF 帯までの公開運用が行わ
れました。
当日から遡ること数日はお空の電波伝搬コンディションの良い日が
続き、当日も心配されましたが約 6 時間半の運用全体で 245 局と交信
することができました。
特に 7MHz での運用は運用開始から終了間際までほぼ間欠なく QSO
することができましたが、折角４バンドの V 型ダイポールを準備して
いましたので、本当は 7MHz 以外での運用を行い、できれば海外との
交信の実際を一般のお客様にも見て（聴いて）いただきたかったので
すが、他のバンドに QSY する余裕がなかったというのが実情です。
渉外担当 JA7THE 遠藤
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第2回

ウォーキング FOX ハンティング（練習会）レポート

6 月 20 日の第１回に続き今回が第 2 回目の開催となりましたが、今回は以下のようなスケジュール、ルー
ル、FOX 送信機および探索範囲で開催しました。
【スケジュール】
2015 年 9 月 12 日（土）
13:00 初心者向け FOX ハンティング講習会
14:00 FOX 電波発出／参加者 FOX 探索開始
15:30 FOX 電波停止／探索終了
16:00 反省会及び懇親会 デニーズ海神店（自由参加）
【FOX 発見練習会ルール】
・ 会場近辺への移動は東葉高速鉄道を利用し「飯山満（はさま）」駅で下車すると便利です。
・ 会場近辺まではモービルでの移動もOK ですが、FOX 探索は必ず「徒歩」で行って下さい。
また、モービルで来場の場合の駐車場は、飯山満公民館の駐車場または飯山満中学校の駐車場を自己
責任で確保して下さい。
・ 講習会参加および一旦全員集合が必須ではありませんが、FOX が電波を発出するまでは飯山満中学校
／飯山満公民館前あたりで待機願います。
・ 時間になりましたら FOX から電波が出ますので、FOX 探索を開始してください。
・ アンテナ／無線機を抱えての移動になりますので、一般通行人、車には十分に注意して行動して下さ
い。（アンテナエレメントの先を物、人にぶつけないように細心の注意をお願いします。）
・ FOX 近辺にボードと紙を用意していますので、FOX 発見者は Call と時間の記入をお願いします。
・ FOX を発見しても狂喜乱舞しないで下さい。他参加者に悟られないように、まだ FOX を見つけていな
いような仕草でカムフラージュしてその場を離れて下さい。
・ FOX の場所の口外は厳禁です。
・ 順位は、後日このページや JJ1YNA 掲示板で報告します。
・ あくまで技術修練、自己訓練が目的なので毎回の賞品／賞状のたぐいはありませんが年間でなんらか
の賞品／賞状は必ず出します。
・ 当日の表彰式はありませんので、FOX 発見後は基本自由解散です。ただし、交流も目的ですので、毎
回反省会と称してのお茶会を開催をします。
・ 今回は、サイゼリア船橋芝山店で開催しますので FOX を早く発見した人から順番にお店で座席の確保
をお願いします。
【FOX の概要】
今回の FOX 役は第１回優勝者である JL1CML 木村さんが率先
して努めてくれる申し出がありお願いしました。木村さんは
所有の C701 ハンディトランシーバに自作の発信装置を組み合
わせました。この装置は、ARDF 用発信器をインターネット情
報を参考に自作したもので、PIC マイコンで送信／休止のタ
イミングや自局の CW-ID が内部の SW 操作によりプログラマブ
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ルという優れもので、今回は FOX 送信 2 分、休止１分の繰り返しで行いました。周波数は前回と同じ
145.76MHz を使用しましたが、今回の FOX は電波出力が約 200mW と前回の 16mW から大幅に送信出力を UP
しました。
【今回の探索エリア】

FOX の場所は上記の地図上の全て場所に可能性があります。
（★印の FOX の隠れ場所は練習会終了後に追加加筆したものです。）
【第２回練習会結果】
激励の局も含め全 11 局の参加をいただきました。
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JG1KLK, JI1KUC, JF1XPH, JA7THE, JA1WHD, 7L3QNB, JH1XYA, JG1DVY, JA1XQC, JI1AIU, JL1CML (FOX 役)
13:00 から初心者を対象とした FOX ハンテ
ィングの講習会を開催しました。参加者の
中にはベテランの方もいましたが、なんと
講習会には全員が参加という状況でした。
FOX の隠れ（発信）場所は、天候等の対応
をするため事前に何ヶ所かを下見をしてい
たそうですが、当日、飯山満中学校の体育
祭が開催されていて多少難点があった為急
遽変更したとのことです。
この場所は飯山満公民館からは直線で約 330m なのですが、電波を真っ直ぐに追いかけると道がなくな
るため、南側の東洋高校周りでいくか一旦北側に線路を超えて飯山満駅周りでいくか、どちらにしても迂
回せざるを得ず、北側からのルートで最短 820m の距離となります。今回は鉄道高架橋や芝山団地周辺の
反射波があるうえ、自動車は通れない地元の隠れ小路的な場所であったことから、かなりハンターの皆さ
んを混乱させたようです。なかなか発見者の姿が見えない状況に FOX 役は少々不安となってしまったとの
ことでした。
上位 3 名の成績は下記のとおりです。
順位

CALL

発見までの所要時間

第１位

JF1XPH

32 分

第２位

JA7THE

35 分

第３位

7L3QNB

61 分

なお、今回の優勝者には JL1CML 木村さんのご好意で作成した自作制御装置が優勝者の CW-ID 書き込みが
された状態で賞品として贈呈され、これにより JF1XPH 矢野さんが次回（第 3 回）の FOX 役に決定しまし
た。
【反省会からのコメント及び今後の開催】
さすがに第 2 回目ともなると、ハンター各局アンテナ、減衰器など工夫をしての参加でしたが初回より
も送信出力が増大されたことで各局とも至近距離対策が課題となりました。反省会で、次回は 430MHz で
実施しようということに決定しましたが、この周波数ではアンテナは小型になりますが、反射波の影響が
さらに激しくなりますし、減衰器などはしっかりと遮蔽しておかないと回りこみ等により減衰の効果が薄
れてしまいますので 2m とまた違った様相を見せるはずです。
第 3 回目は 11 月 28 日（土）に開催する予定で、FOX 役は今回優勝の非常通信連絡会会長 JF1XPH 局自ら
が努めます。場所、時間は決定次第 FARE-Net 掲示板等でお知らせしますので参加予定の各局は準備をお
願いします。
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FOX 役及び FOX ハンターの皆さん

JA7THE/1 遠藤
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2015/7/12 に

MMANA 教室を開きました
JJ1GRK 高木

ＭＭＡＮＡ(Makoto Mori ANAlyzer)は米国で開発された「MININEC Ver3」のエンジンを元にして、JE3HHT森誠氏
が作成したアンテナ解析ソフトです。利用しているアルゴリズムはモーメント法、元のエンジンはＢＡＳＩＣでした
が、これをＣ＋＋に移植したものです。
ARRL（QST）による解説はこちら

https://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/9102018.pdf

2015 年 7 月 12 日に、飯山満公民館で、この MMANA 教室を開きました。
＜以下は資料抜粋です＞

１）

MMANA を使ってみよう

起動して、ANT フォルダにあるサンプルプログラムから、2ELE20.MAA を読み込んでください。
形状確認。計算。ＳＷＲチェック。パターン図の読み方を覚えて（Ｖ、Ｈなど）ください。
戻って電流確認。計算場所に戻って、周波数を変えて計算をします。
R は半径。SEG は正の値（整数）で分割数、０は自動、負の値でテーパリング。
給電点は、PULSE が給電場所とその方法です。
頭の 2 文字が給電するエレメント番号（w1、w2･･･）、最後の数字が場所になります。
c はセンター b は先端 e が終端 数字を付けるとそこから幾つ目、という表記です。
ex．w1c1 はワイヤ１の中心から終端方向に 1 つ、w2c-2 はワイヤ２の終端から先端へ２つ
集中定数はローディングコイルやトラップの挿入の事です。
種類のところは一度エンターを押すと選択する形で入力可能になります。
エレメントが１つなら、PULSE は数字のみでも可。普通は W1B30 のような指定をします。

アンテナ形状
計算

電流は計算後に表示されます。

普通は自由空間で。高さは自由。また、ワイヤは無損失で。(除く磁界ループ、ヘンテナ)
計算ボタンをおすと計算を始めます。

パターン

計算してから開く事 垂直・水平。電界・磁界が出てきます。

２）ＭＭＡＮＡでできること。できないこと。
自由空間に於ける、平衡型アンテナは大得意。
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不平衡給電は苦手。無理に計算させるとバランをつけないダイポールの時のような結果が出ます。
垂直系は特に注意です。
大地条件は近似。計算は完全導体、遠方電界のみ大地を使用（＝反射率に使用？）しています。
大地条件はメディアで手入力可能だが、実際と値はあまり合いません。（中波アンテナで確認）

３）

注意！ 接地型アンテナについて
通常は放っておいても接地してくれます。たとえば、VRET20.MAA を参照の事。
片側にしか給電していない（給電点は w1b）が、不平衡給電となっています。
地上に置く場合は高さ＝0、高さを変えた場合は理想的なラジアルが付いているとして計算する。
アンテナ形状図には少々無理が。詳しくは MMANA の appen.txt を参照してください。

４）

実践例
２エレ八木をＦ／Ｂ比最大で作る。144MHz 用

ルール１ エレメントを長くすると
j は－から＋
ルール２ エレメントを長くすると
Ｒは増加
ルール３ アンテナ間隔は経験則から
ルール４ アンテナ間隔を近くすると
Ｒは低下、F/B は劣化
ルール５ パラスチックエレメントは
難しい。長さを変えて確認。
ルール６ 1/4 波長等、特異なところ
もある。
ルール１、２の為の図表
（電気通信ハンドブック

電気通信学会編より）

参加者は JG1KLK,JI1MKN,JA1WHD,JI1AIU,JL1CML,JA7THE (順不同）の皆さんでした。
（JARL 関連イベントと重なったため、参加できなかった皆さま、申し訳ありませんでした）
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フリートーキング

事務局からのお知らせ
■免許状の更新について
更新済みですが、写しが未提出の方
・JE1FUT 井岡 様
半年以内に有効期限が切れる局
・JA1EDJ 篠田 様・JA1TRM 山本 様・JS1IWA 吉野 様・JH1GEN 高間 様
・JS1GXN 井手 様・7M1FDP 坂本 様
○免許の更新について忘れずに手続きをお願いいたします。
また、局免許を更新された際は、新免許状の写しを事務局宛てに必ず送付してください。
写しの提出をもって更新の確認といたします。
（平成２７年９月２８日現在）

事務局担当：危機管理課 武井
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超不定期連載、ＹＮＡ相談室
JH1GEN 高間さんからの質問の回答です。

高間さま、御質問ありがとうございます。ご質問の内容を図にしてみると上図のようなものかと思います。
1 波長と 1/2 波長では面積は 1/4 ですから、スクエアローベースの 2 エレが確かに優位になりそうです。

さて、これは元々の造りを考えれば解決する疑問です。キュビカルクワッド（以下ＣＱ）は、縦 2 列、間
隔 1/2 波長のダイポールアンテナスタックになります。端点から給電する関係で位相がずれますが、1/4
波長だけ離れて位相的に直交しているのでその影響は最小になります。一方スクエアローはダイポールの
エレメントを曲げた物です。先端はつながっていてループになっているのが普通ですが、図のように切り
離しても同様に動作します。
次に，2 エレのＣＱは縦 2 段スタックの水平偏波 2 エレ八木と考える事ができます。こちらの動作はわか
りやすいので説明を省きます。
一方スクエアローは元々ダイポールですから、上への放射
があります。水平方向が８の字になるところを、エレメン
トを曲げて無指向性にしたものです。
ここで、本来のダイポールの放射を放射 A、エレメントを
曲げた事で得られた放射を放射Ｂとします。
このアンテナを立てると、寝ていた時の上下への放射分が
前後方向になり、寝ていた時の水平方向がループと同じ面
の方向への放射（やはり 8 の字、放射Ｂ）になります。
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立てたスクエアローの前後に別のエレメントを付ければ放射Ａの上下方向の成分は一方向に集められます
から前に飛ぶようになりますが、放射Ａの一部（前後方向）、そして放射 B はすべて違う方向への放射な
ので集める事はできません。特に放射 B は大きいので無くすにはどうしたら良いか考えたいところですが、
答えは簡単！ エレメントが曲がっていなければ良いのです。
だって、エレメントを曲げたことで出現したのが放射Ｂですから。
そこでエレメントを伸ばすと、なんと不思議な事に、普通の八木が出来上がってしまいます。
チャンチャン♪。 つまり、スクエアローのスタック化（多エレメント化）は意味が無い，普通に八木が良
いよ！という事です。
もうひとつ。スクエアローを４３０MHz で作ると、１辺は８．７センチになります。小さくてよさそう
ですが水平偏波です。高さも取れません。立てた形にすると水平面に指向性がでて、ハンディではリグの
向きで S が変わると言う事になってしまいます。使いにくい！
430MHz 帯の指向性を狙わないアンテナとしては水平面無指向性の垂直偏波が一番良いのですが、スクエ
アローベースでは水平面無指向性の水平偏波か、水平面指向性有りの垂直偏波しか出せない訳です。ちな
みに水平面無指向性アンテナの代表はホイップ、そしてコーリニアですね。
（文責 JJ1GRK）
編集後記
壊れた無線機もお金になりました。先月にネット販売にて ICOM 製の 50/144/430 の 3 バンド 5W ハンディ機を
仕入れました。下取り品は、受信音が出ないマランツの 144/430/1200 の 3 バンドハンディ機です。下取り価
格は、購入金額のおよそ 20%程度でした。修理は工数単価が高いので、購入価格をよく考えてどうするか決めて
います。今回は、たまたま、HP を見たときに中古の出物がありラッキーでした。今のところ、問題なく使えて
います。ちなみに、昨年は同ショップで買った中古の HF～430 の 50W 機ですが、調子が悪くなり下取りに出す
と、購入価格の 30%程度で買い取ってもらいました。このときも、何か無いか探していた時に、たまたま掘り出
し品があり、同等品が運よく買い替えることが出来たということです。
発行 船橋市アマチュア無線非常通信連絡会 船橋市アマチュア無線クラブ 担当 ＪＳ１ＩＷＡ
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