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グローバルスターの衛星携帯電話は、CDMA方式を採用した専用の音声端末、独自の

発想に基づいた低軌道周回衛星システム、及び、世界の主要国に設置したゲートウェイ

地球局の三つを利用して、衛星モバイル通信を実現しています。万が一の災害発生時や

十分な通信インフラが整わない地域や国で、携帯電話インフラから離れた洋上（携帯電

話の繋がらない沖合・海上・洋上）でもその威力を発揮します。

• ��即応可能な通信インフラストラクチャー 
　– グローバルスターは通信インフラの整っていない地域、通信インフラに障害、　
　ダメージを負っている場所にモバイル通信を提供します。

• ��地上通信インフラに依存しないモバイル通信 
　– グローバルスターの衛星携帯電話は、大規模な停電発生時などでも冗長性を
　提供します。ビジネスやプライベートを問わず、グローバルスターを利用すれば　　
　万が一の場合も安心です。

• ��一時的なネットワークソリューション 
　– グローバルスターは通常の通話、Eメール、テキストや画像の送受信など、　　
　必要な情報の送受信のための実用的で唯一の短期的ソリューションを提供　　　
　しています。

• ��迅速なサービスのプロビジョニング 
　– グローバルスターの衛星携帯電話GSP-1700を始め、最もパワフルな衛星通信
　ホットスポットであるグローバルスターSat-Fi®を使用してサテライトソリューショ
　ンを迅速に用意できるため、大きな予算を掛けずにハイレベルなモバイル通信環境
　を構築可能です。

OPERABILITY BENEFITS
• 06CC-03-SATM – Satellite communication device, mobile phone
• 06CC-03-SATP – Satellite service with handheld device
• 06CC-03-SADS – Satellite data services (Internet access via satellite  
 connection); commercial providers of Internet connectivity via satellite
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KEY FEATURES
• 万が一の災害時や、携帯電話の圏外エリアでのモバイル通信に威力を発揮 

• CDMA方式による専用衛星携帯電話端末と独自の衛星通信ネットワークを介した

　�高品質な音声通話を実現 

• グローバルスターの高速な衛星通信網を利用したデータ通信

�����（9600bps、別売りの専用データ通信端末を利用した場合）

• 導入しやすいリーズナブルな月額サービス料金

• アメリカの電話番号が割り振られます 

• 廉価な衛星携帯端末により、官公庁、自治体を始め企業での導入が容易 



スペック

サイズ 135mm(H) X 55mm (W) X 37mm(D)/ (5.3”H X 2.2”W X 1.5”D)

重さ 約200g / 7.05oz

GSP-1700本体 -20ºC to +55ºC (-4ºF to +131ºF)
充電  0ºC to +40ºC (+32ºF to +104ºF) 
蓄電 -30ºC to +60ºC (-22ºF to +140ºF)
自動車・船舶用アンテナキット（オプション品） -20ºC to +55ºC (-4ºF to +131ºF)
自動車・船舶用クレードルキット（オプション品） -30ºC to +50ºC (-22ºF to +122ºF)
バッテリー 3.7V, 2600mAh
通話時間 4 hours
連続待受時間 10 hours (with satellite signal)
 36 hours (without satellite signal)

VOCODER 8k variable rate vocoder for Globalstar mode

周波数帯 Globalstar Transmit: 1.6GHz帯
 Globalstar Receive: 2.4GHz帯
 (Channel Center Frequency)

認証 FCC, IC, CE, ANATEL

動作環境

Some conditions apply. Rates for minutes based on individual price plan. Coverage may vary. Specifications subject to change without notice. 
Globalstar reserves the right to make changes to pricing, coverage and price plans at any time without notice. Ask your local Globalstar Authorized 
Dealer for complete pricing and coverage information or see complete details at www.globalstar.com. Please see complete details of Globalstar 
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標準同梱物

• GSP-1700本体

• GSP-1700専用
　リチウムイオン電池パック

• 取扱説明書• GSP-1700専用ACアダプター

• クイックスタートガイド

• 自動車・船舶用充電器
• GSP-1700用レザーケース

その他のアクセサリー

• 予備用GSP-1700専用
　リチウムイオン電池パック

オプション・アクセサリー

GIK-1700 INSTALL KIT  
自動車、船舶用衛星携帯電話GSP-1700
取り付け専用キット。
外部アンテナや取り付けが容易に行えます。 

GLOBALSTAR 
EMERGENCY PACKAGE  
衛星携帯電話GSP-1700本体、
カーチャージャー、スペアバッテリー、DC
電源ケーブルをセットに保管可能

GPDK-1700 PORTABLE 
DOCKING KIT  
自動車、船舶用衛星携帯電話
GSP-1700ポータブル・ドッキング
ステーション。
自動車や船舶から降りても
そのまま持ち運びが可能。


