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JSIMA（日本測量機器工業会）

（事業者認定番号J1301014)
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プラチナグリン
ﾘﾁｳﾑﾊﾞｯﾃﾘｰ

プラチナグリン
単３型電池

グリコンレーザー
単3型電池

LTKグリン
単３型電池

ＬＴＫグリン
リチウムバッテリー

テクノパイソン
20ｍＷ

ハイパワーレーザー
10ｍＷ

プライマリーレーザー
10ｍＷ

ファインレーザー
10ｍＷ

写真上：ＣＣＤカメラによる実測検査システムとデジタルコリメーターシステム 写真上：コリメーターシステム

●すべての製品を安心提供

当社取扱いの

すべての製品を

自社にて点検・

校正を行って

おります。

●１台１台に精度を追究した、熟練の職人による調整
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プラチナグリン
ﾘﾁｳﾑﾊﾞｯﾃﾘｰ

プラチナグリン
単３型電池

グリコンレーザー
単3型電池

LTKグリン
単３型電池

ＬＴＫグリン
リチウムバッテリー

テクノパイソン
20ｍＷ

ハイパワーレーザー
10ｍＷ

プライマリーレーザー
10ｍＷ

ファインレーザー
10ｍＷ

●測量機・レーザー墨出し器の修理・点検・調整
お客様がお使いの測量機全般、トータルステーション・セオドライト・オートレベル・レーザーレベル・

レーザー墨出し器等の修理・校正を賜っております。

●安心サポートシステム

・すべての製品に１年間の保証付

・修理引取サービス 故障等の場合お買い求めの販売店様・お客様の元へ（指定運送便にて）お引取。

通常の取扱上での故障等の場合、無償で修理・調整。

・代替機無償貸出 修理の際、レーザー等が必要な場合は代替機を無償にて貸出。

・１年間盗難・火災保 のﾏｰｸは当社製のﾚｰｻﾞ墨出器等を購入されたお客様が盗難又は火災に遭われた場合、
補償させていただきます。（オプションは対象外となります。）

保証期間：ご購入翌日より１年間。（購入時に販売店様にて保険登録が必要です）

費用：保険加入料は当社にて負担いたします。
万が一盗難または火災に遭われた場合、諸費用としてお客様の負担（標準価格の5％）でお届け致します。詳しくは当社へご連絡下さい。

ＪＳＩＭＡ（日本測量機器工業会）

（事業者認定番号Ｊ1301014）

※ご購入時に販売店様での登録が必要です。

※ご購入された際には、必ず登録を行ってください。

※保証書にはご使用される方のお名前のご記入が必要です。

※事故にあっても保管状況等により補償できない場合があります。

保険料は頂きません。
盗難・火災にあっても
標準価格の5％（+手数料）の
自己負担で再購入できます。

（販売店様へ）

販売時にＦＡＸでのご登録が必要です。

この登録が無い場合は、対応できませんのでご注意願います。

近年 作業現場での盗難が増加しております。

レーザーの保管には充分ご注意願います。
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・超高輝度グリンレーザー搭載
（明るさ３段階切替）

・実測精度

水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー

最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・リチウムバッテリー搭載

高容量3400mAバッテリー（LBT-3200）ｘ２個付

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：電子整準、モーター方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：リチウムバッテリー（LBT3200）/AC100V 連続使用時間：約4時間（LBT3200使用）

適用受光器：LC-15GP・LC-FSG 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：155（W）ｘ220（H）㎜/重量：約1.8Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー（LBT3200）ｘ2個、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

標準価格 ￥430,000（本体）

・超高輝度グリンレーザー搭載
（明るさ３段階切替）

・実測精度
水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー

最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・NI-MH充電池

単3型NI-MH充電池ｘ8本+充電器付
仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：電子整準、モーター方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：NI-MH充電池ｘ4本/単3アルカリ乾電池ｘ4本/AC100V 連続使用時間：約2.5時間（NI-MH充電池使用）

適用受光器：LC-15GP・LC-FSG 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：130（W）ｘ203（H）㎜/重量：約1.4Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、NI-MH充電池ｘ8本、ACアダプター・充電器、レーザーグラス

標準価格 ￥350,000（本体）
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・超高輝度グリンレーザー搭載

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・NI-MH充電池：単3型NI-MH充電池ｘ8本+充電器付

・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

・高耐久：スタンダードモデルながら、耐久性に強い設計

・3電源：単3アルカリ乾電池ｘ4本、専用リチウムバッテリーMLB-4、AC100V
仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単3アルカリ乾電池ｘ4本/リチウムバッテリー（MLB-4）/AC100V

連続使用時間：約1.5時間（MLB-4使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-GL・LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：115（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.3Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、アルカリ乾電池ｘ４本、

リチウムバッテリー（MLB-4）、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

標準価格 ￥245,000（本体）
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標準価格 ￥238,000（本体）

・超高輝度グリンレーザー搭載

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・NI-MH充電池：単3型NI-MH充電池ｘ8本+充電器付

標準価格 ￥213,000（本体）

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：2㎜/5ｍ、3.5㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：NI-MH充電池ｘ3本/単3アルカリ乾電池ｘ3本AC100V

連続使用時間：約1時間（NI-MH充電池使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：115（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.3Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、NI-MH充電池ｘ8、充電器、ACアダプター、レーザーグラス

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：2㎜/5ｍ、3.5㎜/10ｍ

自動補正機構：電子整準、モーター方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：NI-MH充電池ｘ４本/単3アルカリ乾電池ｘ4本/AC100V

連続使用時間：約3.5時間（NI-MH電池使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：130（W）ｘ203（H）㎜/重量：約1.4Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、NI-MH充電池ｘ8、充電器、ACアダプター、レーザーグラス



・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・リチウムバッテリー搭載：高容量1620ｍAバッテリー（LBT-1620）ｘ２個付

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：リチウムバッテリー（LBT1620）/AC100V 連続使用時間：約4.5時間（LBT1620使用）

適用受光器：LC-15GP・LC-FSG 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー（LBT1620）ｘ2個、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

￥255,000標準価格
（本体）

・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・NI-MH充電池：単3型NI-MH充電池ｘ8本+充電器付

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：NI-MH充電池ｘ4本/単3アルカリ乾電池ｘ4本/AC100V 連続使用時間：約3.5時間（NI-MH充電池使用）

適用受光器：LC-15GP・LC-FSG 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、NI-MH充電池ｘ8本、ACアダプター・充電器、レーザーグラス

標準価格 ￥225,000（本体）
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・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

・高耐久：スタンダードモデルながら、耐久性に強い設計

・3電源：単3アルカリ乾電池ｘ3本、専用リチウムバッテリーMLB-3、AC100V

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単3アルカリ乾電池ｘ3本/リチウムバッテリー（MLB-3）/AC100V

連続使用時間：約2.5時間（MLB-3使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-GL,LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：115（W）ｘ180（H）㎜/重量：約1.1Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、アルカリ乾電池ｘ3本、

リチウムバッテリー（MLB-3）、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス
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標準価格 ￥195,000（本体）

・超高輝度グリンレーザー搭載

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・NI-MH充電池：単3型NI-MH充電池ｘ8本+充電器付

標準価格 ￥168,000（本体）

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：2㎜/5ｍ、3.5㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単3アルカリ乾電池ｘ4本/NI-MH充電池ｘ4/AC100V

連続使用時間：約5時間（NI-MH充電池使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、NI-MH充電池ｘ8、充電器、ACアダプター、レーザーグラス



・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・リチウムバッテリー搭載：高容量1620ｍAバッテリー（LBT-1620）ｘ２個付

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：jジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：リチウムバッテリー（LBT1620）/AC100V 連続使用時間：約6時間（LBT1620使用）

適用受光器：LC-15GP・LC-FSG 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー（LBT1620）ｘ2個、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

標準価格 ￥225,000（本体）

・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・NI-MH充電池：単3型NI-MH充電池ｘ8本+充電器付

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：NI-MH充電池ｘ4本/単3アルカリ乾電池ｘ4本/AC100V 連続使用時間：約4時間（NI-MH充電池使用）

適用受光器：LC-15GP・LC-FSG 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、NI-MH充電池ｘ8本、ACアダプター・充電器、レーザーグラス

（8）

標準価格 ￥195,000（本体）



・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

・高耐久：スタンダードモデルながら、耐久性に強い設計

・3電源：単3アルカリ乾電池ｘ3本、専用リチウムバッテリーMLB-3、AC100V

標準価格 ￥165,000（本体）

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単3アルカリ乾電池ｘ3本/リチウムバッテリー（MLB-3）/AC100V

連続使用時間：約3時間（MLB-3使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-GL・LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：115（W）ｘ180（H）㎜/重量：約1.1Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、アルカリ乾電池ｘ3本、

リチウムバッテリー（MLB-3）、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

(9)

・超高輝度グリンレーザー搭載

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・NI-MH充電池：単3型NI-MH充電池ｘ8本+充電器付

標準価格 ￥145,000（本体）

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：2㎜/5ｍ、3.5㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単3アルカリ乾電池ｘ4本/NI-MH充電池ｘ4/AC100V

連続使用時間：約6時間（NI-MH充電池使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、NI-MH充電池ｘ8、充電器、ACアダプター、レーザーグラス



・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・リチウムバッテリー搭載：高容量1620ｍAバッテリー（LBT-1620）ｘ２個付

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：リチウムバッテリー（LBT1620）/AC100V 連続使用時間：約8時間（LBT1620使用）

適用受光器：LC-15GP・LC-FSG 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー（LBT1620）ｘ2個、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

￥195,000標準価格
（本体）

・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・NI-MH充電池：単3型NI-MH充電池ｘ8本+充電器付

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：NI-MH充電池ｘ4本/単3アルカリ乾電池/AC100V 連続使用時間：約6時間（NI-MH充電池使用）

適用受光器：LC-15GP・LC-FSG 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、NI-MH充電池ｘ8本、ACアダプター・充電器、レーザーグラス

￥165,000標準価格
（本体）

（10）



・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

・高耐久：スタンダードモデルながら、耐久性に強い設計

・2電源：単3アルカリ乾電池ｘ3本、AC100V

￥135,000標準価格
（本体）

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単3アルカリ乾電池ｘ3本/AC100V

連続使用時間：約3時間（アルカリ電池使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-GL・LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：115（W）ｘ180（H）㎜/重量：約1.1Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、アルカリ乾電池ｘ3本、ACアダプター、レーザーグラス

（11）

・超高輝度グリンレーザー搭載

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・NI-MH充電池：単3型NI-MH充電池ｘ8本+充電器付

標準価格 ￥128,000（本体）

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：2㎜/5ｍ、3.5㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単3アルカリ乾電池ｘ4本/NI-MH充電池ｘ4/AC100V

連続使用時間：約8時間（NI-MH充電池使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、NI-MH充電池ｘ8本、充電器、ACアダプター、レーザーグラス



（12）

・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・NI-MH充電池：単3型NI-MH充電池ｘ8本+充電器付

・超高輝度グリンレーザー搭載

・実測精度：水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー：最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・NI-MH充電池：単3型NI-MH充電池ｘ8本+充電器付

・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度：水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

・高耐久：スタンダードモデルながら、耐久性に強い設計

・2電源：単3アルカリ乾電池ｘ3本、AC100V

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：電子整準、モーター方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：NI-MH充電池ｘ4本/単3アルカリ乾電池/AC100V 連続使用時間：約8時間（NI-MH充電池使用）

適用受光器：LC-15GP・LC-FSG 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、NI-MH充電池ｘ8本、充電器、ACアダプター、レーザーグラス

標準価格 ￥135,000（本体）

標準価格 ￥105,000（本体）

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単3アルカリ乾電池ｘ3本/AC100V

連続使用時間：約5.5時間（アルカリ電池使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-GL・LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：115（W）ｘ180（H）㎜/重量：約1.1Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、アルカリ乾電池ｘ3本、ACアダプター、レーザーグラス

標準価格 ￥ 95,000（本体）

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：2㎜/5ｍ、3.5㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単3アルカリ乾電池ｘ4本/NI-MH充電池ｘ4/AC100V

連続使用時間：約12.5時間（NI-MH充電池使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、NI-MH充電池ｘ8本、充電器、ACアダプター、レーザーグラス



・超高輝度グリンレーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・使用範囲 天井20ｍ・奥行15ｍ（現場の明るさにより異なる）

・実測精度 水平±1㎜/7.5ｍ・たち・通り芯±1㎜/7.5ｍ

・高耐久 スタンダードモデルながら、耐久性に強い設計

・2電源 単3アルカリ乾電池ｘ3本、AC100V

・全周微調整 エンドレス微動ツマミ付

・ライン切替 たち（通り芯）と鉛直十字、水平ラインをそれぞれ切替

・防塵防滴 IP５４相当（埃と水からボディを守ります）テクノ独自の上部十字レンズを

採用し天井高２０mを実現！

￥115,000
標準価格
（本体）

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単3アルカリ乾電池ｘ3本/AC100V

連続使用時間：約3時間（アルカリ電池使用） 適用受光器：LC-15GP・LC-GL・LC-FSG

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：115（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.1Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、アルカリ乾電池ｘ3本、ACアダプター、レーザーグラス

G350Pの天井ライン 一般的な天井ライン

（13）



一体収納型

　アルミケース

・新開発コーンプリズム
（LTC独自の高精度360°プリズムを採用 。全周に安定したラインを照射）

・際ライン照射
（コーンプリズム採用により、床十字ライン、すべてのラインをフル照射可能）

（出墨は0㎜、入墨は7㎜で墨出し可能）

・シフティングテーブル付属
（X軸・Y軸に床ラインの地墨合わせ可能、回転微動ツマミで確実にライン合わせ可能）

（14）

・リチウムバッテリーｘ２個付
（高容量リチウムバッテリー3400ｍA、連続使用時間はクラス最高の８時間）

・ロックモード搭載
（D/Sスイッチを最初に押すと任意の位置でラインの斜め出しが可能）

￥350,000標準価格
（本体）

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：7mで±1㎜以内（全方向） 使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ

ライン幅：2㎜/5ｍ、3.5㎜/10ｍ 自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：専用リチウムバッテリー/AC100V 連続使用時間：約8時間（LBT-3200使用） 適用受光器：LC-FSG（標準付属品）

防塵防滴：IP54相当 サイズ/重量：95ｘ205ｘ140㎜/重量：約1.135g

付属品：専用ケース、受光器、キャリングベルト、リチウムバッテリー（LBT-3200）ｘ２個、充電器（ACアダプター）、レーザーグラス

￥515,000
標準価格

￥435,000
標準価格

￥310,000
標準価格

￥323,000
標準価格



遠近切替モード付

今お使いのレーザーが「自動追尾」に

セッテングはカンタン

お手持ちのレーザーを載せるだけ

・地墨合わせをスマートに自動追尾

　　※地墨ポイントが本体の下部に投影できます。

・三脚の上にも取付可能

テクノの超高輝度グリーン 一般的な高輝度グリーン

全方向±1㎜/10ｍ

10ｍ 10ｍ

10ｍ

10ｍ

一般的に市場に出ている高輝度グリーンラインより、

さらに高出力のグリーンダイオードを使用しています。

当社の精度表示は、数値表示だけでは、実際

の現場での施工に支障をきたす為、現場での

作業に合った「実測値」での表示をしています。

製造、調整後、完成した後、最終の配送まで

１台１台を全数検査しています。

レーザー専門メーカーのテクノ販売だからできる。

使用して頂くお客様すべてに満足をモットーとしています。

プラチナグリン：使用温度範囲が広範囲で、オールシーズン対応

グリコンレーザー：使用温度範囲は若干小さいが、遠距離でもラインが鮮明

（15）

使用例

￥85,000
標準価格
（本体）

（グリンレーザー用）

標準価格
（本体） ￥25,000

標準価格
（本体） ￥25,000

標準価格
（本体） ￥55,000

受光距離：半径1.5ｍ～30ｍ

（条件等により異なる）

検出精度：±1㎜/20ｍ以内

（ラインの中心を検出）

電源：9Vアルカリ乾電池ｘ1

サイズ・重量：150ｘ50ｘ25㎜・150ｇ

付属品：9V乾電池・クランプ・ストラップ

受光距離：半径3ｍ～20ｍ

（条件等により異なる）

検出精度：±1㎜/15ｍ以内

（ラインの中心を検出）

電源：単4アルカリ乾電池ｘ4

サイズ・重量：150ｘ70ｘ28㎜・200ｇ

付属品：単4ｱﾙｶﾘ乾電池ｘ4本・クランプ

受光距離：半径1.5ｍ～20ｍ

（条件等により異なる）

検出精度：±1㎜/15ｍ以内

（ラインの中心を検出）

電源：9Vアルカリ乾電池ｘ1

サイズ・重量：150ｘ50ｘ25㎜・150ｇ

付属品：9V乾電池・クランプ

仕様

使用可能機種：パルス機能搭載のグリーンレーザー墨出し器

（※一部対応できない機種もあります）

使用可能距離：3ｍ～20ｍ（使用環境等により異なる）

電源：本体（単４アルカリ電池ｘ3本）、受光器（単４アルカリ電池ｘ４本）

検出精度：±1㎜以内/15ｍ

使用温度：±0℃～+40℃（結露なき事）

動作時間：約１５時間以上（レーザー受光時）

オートパワーオフ時間：約１０分（手動での電源オフも可）

サイズ・重量：本体120ｘ120㎜/550ｇ 受光器150ｘ70ｘ28㎜/200ｇ

付属品：本体・受光器・クランプ・アタッチメント・単４アルカリ乾電池ｘ７本・ケース

※
適合機種
グリン全機種

※ 適合機種
ＬＴＫ-ＧＰ※

適合機種
グリン全機種



・超高輝度レーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/12ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・リチウムバッテリー搭載 高容量3400ｍAバッテリー（LBT-3200）ｘ２個付

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：12ｍで±1㎜以内（水平）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：電子整準、モーター方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：リチウムバッテリー（LBT3200）/AC100V 連続使用時間：約6時間（LBT3200使用）

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：155（W）ｘ220（H）㎜/重量：約1.8Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー（LBT3200）ｘ2個、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

標準価格 ￥308,000（本体）

標準価格 ￥218,000（本体）
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標準価格 ￥285,000（本体）

・高輝度レーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/12ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：12ｍで±1㎜以内（水平）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：電子整準、モーター方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ４本/AC100V 連続使用時間：約４時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：155（W）ｘ220（H）㎜/重量：約1.8Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ4本、ACアダプター、レーザーグラス

・高輝度レーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：電子整準、モーター方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ４本/AC100V 連続使用時間：約3.5時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：130（W）ｘ200（H）㎜/重量：約1.4Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ4本、ACアダプター、レーザーグラス



・高輝度レーザー搭載 （明るさ２段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

・３電源 乾電池・リチウムバッテリー・AC100V

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：電子整準、モーター方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅）

電源：単３アルカリ乾電池x5本/リチウムバッテリー/AC100V 連続使用時間：約10時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：150（W）ｘ205（H）㎜/重量：約1.5Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単３アルカリ乾電池ｘ5本、リチウムバッテリーｘ1、ACアダプター（充電器）、

レーザーグラス

標準価格 ￥168,000（本体）

標準価格 ￥150,000（本体）
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標準価格 ￥180,000（本体）

・高輝度レーザー搭載 （明るさ２段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/12ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：12ｍで±1㎜以内（水平）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ3本/AC100V 連続使用時間：約2.5時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ3本、ACアダプター、レーザーグラス

・高輝度レーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ４本/AC100V 連続使用時間：約3時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：115（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.3Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ4本、ACアダプター、レーザーグラス



全方向±1㎜/10ｍ

　　10ｍ

10ｍ

10ｍ

10ｍ

・超高輝度レーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/12ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・リチウムバッテリー搭載 高容量3400ｍAバッテリー（LBT-3200）ｘ２個付

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：12ｍで±1㎜以内（水平）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：電子整準、モーター方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：リチウムバッテリー（LBT3200）/AC100V 連続使用時間：約11時間（LBT3200使用）

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：155（W）ｘ220（H）㎜/重量：約1.8Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー（LBT3200）ｘ2個、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

標準価格 ￥248,000（本体）

（18）

標準価格 ￥235,000（本体）

・高輝度レーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/12ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：12ｍで±1㎜以内（水平）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：電子整準、モーター方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ４本/AC100V 連続使用時間：約６時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：155（W）ｘ220（H）㎜/重量：約1.8Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ4本、ACアダプター、レーザーグラス

当社の精度表示は、数値表示だけでは、実際

の現場での施工に支障をきたす為、現場での

作業に合った「実測値」での表示をしています。

製造、調整後、完成した後、最終の配送まで

１台１台を全数検査しています。

レーザー専門メーカーのテクノ販売だからできる。

使用して頂くお客様すべてに満足をモットーとしています。



仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：12ｍで±1㎜以内（水平）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：リチウムバッテリー（LBT1620）/AC100V 連続使用時間：約４時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー（LBT-1620）ｘ２個、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

標準価格 ￥188,000（本体）

標準価格 ￥130,000（本体）

（19）

標準価格 ￥150,000（本体）

・高輝度レーザー搭載 （明るさ２段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ４本/AC100V 連続使用時間：約７時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ４本、ACアダプター、レーザーグラス

・高輝度レーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ３本/AC100V 連続使用時間：約４時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：115（W）ｘ180（H）㎜/重量：約1.1Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ3本、ACアダプター、レーザーグラス

・超高輝度レーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/12ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・リチウムバッテリー搭載 高容量1620ｍAバッテリー（LBT-1620）ｘ２個付



仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：12ｍで±1㎜以内（水平）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：リチウムバッテリー（LBT1620）/AC100V 連続使用時間：約６時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー（LBT-1620）ｘ２個、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

標準価格 ￥168,000（本体）

標準価格 ￥110,000（本体）

（20）

標準価格 ￥130,000（本体）

・高輝度レーザー搭載 （明るさ２段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ４本/AC100V 連続使用時間：約９時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ4本、ACアダプター、レーザーグラス

・高輝度レーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ３本/AC100V 連続使用時間：約６時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：115（W）ｘ180（H）㎜/重量：約1.1Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ3本、ACアダプター、レーザーグラス

・超高輝度レーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/12ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・リチウムバッテリー搭載 高容量1620ｍAバッテリー（LBT-1620）ｘ２個付



仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：12ｍで±1㎜以内（水平）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：リチウムバッテリー（LBT1620）/AC100V 連続使用時間：約９時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー（LBT-1620）ｘ２個、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

標準価格 ￥148,000（本体）

標準価格 ￥ 90,000（本体）

（21）

標準価格 ￥110,000（本体）

・高輝度レーザー搭載 （明るさ２段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ４本/AC100V 連続使用時間：約13時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ4本、ACアダプター、レーザーグラス

・高輝度レーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ３本/AC100V 連続使用時間：約９時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：115（W）ｘ180（H）㎜/重量：約1.1Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ3本、ACアダプター、レーザーグラス

・超高輝度レーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/12ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・リチウムバッテリー搭載 高容量1620ｍAバッテリー（LBT-1620）ｘ２個付



仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス２M） 実測精度：12ｍで±1㎜以内（水平）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：リチウムバッテリー（LBT1620）/AC100V 連続使用時間：約11時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー（LBT-1620）ｘ２個、ACアダプター（充電器）、レーザーグラス

標準価格 ￥128,000（本体）

標準価格 ￥ 70,000（本体）

（22）

標準価格 ￥ 85,000（本体）

・高輝度レーザー搭載 （明るさ２段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/10ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：10ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ４本/AC100V 連続使用時間：約20時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.2Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ4本、ACアダプター、レーザーグラス

・高輝度レーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ３本/AC100V 連続使用時間：約14時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：115（W）ｘ180（H）㎜/重量：約1.1Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ3本、ACアダプター、レーザーグラス

・超高輝度レーザー搭載 （明るさ３段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/12ｍ・大矩±1㎜/10ｍ

・ラインメモリー 最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射

・リチウムバッテリー搭載 高容量1620ｍAバッテリー（LBT-1620）ｘ２個付



標準価格 ￥ 80,000（本体）

標準価格

￥ 38,000（本体）
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標準価格 ￥ 98,000（本体）

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：7.5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径15ｍ、別売受光器使用時20ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ3本 連続使用時間：約9時間

適用受光器：LC-15P・LC-RL・LC-MINI 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：110（W）ｘ195（H）㎜/重量：約1.1Kg

付属品：専用ケース、キャリングベルト、単3アルカリ乾電池ｘ3本、レーザーグラス

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M）

実測精度：10ｍで±2㎜以内

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式

範囲外警告：有（レーザーライン点滅とアラーム音） 電源：単３アルカリ乾電池ｘ３本

適用受光器：なし（受光器使用不可）

サイズ/重量：66ｘ130ｘ115㎜/重量：約600g

付属品：専用ケース、単3アルカリ乾電池ｘ3本、ターゲット板

・高輝度レーザー搭載 （明るさ2段階切替）

・実測精度 水平±1㎜/7.5ｍ・大矩±1㎜/7.5ｍ

仕様

レーザー：可視光半導体レーザー（クラス1M） 実測精度：5ｍで±1㎜以内（全方向）

使用距離：屋内半径10ｍ ライン幅：1.5㎜/5ｍ、3㎜/10ｍ

自動補正機構：ジンバル整準、磁気ブレーキ方式 範囲外警告：有（レーザーライン消灯）

電源：単4アルカリ乾電池ｘ2本 連続使用時間：約3時間

適用受光器：なし（受光器使用不可） 防塵防滴：IP54相当

サイズ/重量：24.5（W）ｘ63.5（Ｄ）ｘ83（Ｈ）㎜/重量：約200g

付属品：専用ケース、単4アルカリ乾電池ｘ2本

上方だけではなく

下方にもポイントを壁（柱）下に

ツライチで投影します。



業界最高の精度

ﾗｲﾝの中心±0.5㎜

を受光

今お使いのレーザーが「自動追尾」に

セッテングはカンタン

お手持ちのレーザーを載せるだけ

・地墨合わせをスマートに自動追尾

　　※地墨ポイントが本体の下部に投影できます。

・三脚の上にも取付可能

一体収納型

アルミケース
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使用例

￥85,000
標準価格
（本体）

（レッドレーザー用）

標準価格
（本体） ￥25,000

標準価格
（本体） ￥25,000標準価格

（本体） ￥45,000

受光距離：半径1.5ｍ～30ｍ

（条件等により異なる）

検出精度：±0.5㎜/20ｍ以内

（ラインの中心を検出）

電源：9Vアルカリ乾電池ｘ1

サイズ・重量：150ｘ50ｘ25㎜・150ｇ

付属品：9V乾電池・クランプ・ストラップ

受光距離：半径1.5ｍ～20ｍ

（条件等により異なる）

検出精度：±1㎜/15ｍ以内

（ラインの中心を検出）

電源：9Ｖアルカリ乾電池ｘ1

サイズ・重量：149ｘ50ｘ25㎜・150ｇ

付属品：9V乾電池・クランプ

受光距離：半径1.5ｍ～20ｍ

（条件等により異なる）

検出精度：±1㎜/15ｍ以内

（ラインの中心を検出）

電源：単4アルカリ乾電池ｘ1本

サイズ・重量：90ｘ57ｘ25㎜・80ｇ

付属品：単4アルカリ乾電池ｘ2本・クランプ

仕様

使用可能機種：パルス機能搭載の赤レーザー墨出し器

（※一部適用しない機種もあります）

使用可能距離：3ｍ～20ｍ（使用環境等により異なる）

電源：本体（単４アルカリ電池ｘ3本）、受光器（単４アルカリ電池ｘ４本）

検出精度：±1㎜以内/15ｍ

使用温度：±0℃～+40℃（結露なき事）

動作時間：約１５時間以上（レーザー受光時）

オートパワーオフ時間：約１０分（手動での電源オフも可）

サイズ・重量：本体120ｘ120㎜/550ｇ 受光器150ｘ70ｘ28㎜/200ｇ

付属品：本体・受光器・クランプ・アタッチメント・単４アルカリ乾電池ｘ７本・ケース

￥303,000
標準価格

ﾘﾁｳﾑﾊﾞｯﾃﾘｰ
LBT-3200

標準価格

￥２３,０００

容量：3400ｍＡ

対応機種：

LTC-PGX9001

LTC-TPX920Z

LTC-TPX720Z

ＬＴＫ-ＦＧ3Ｃ

ﾘﾁｳﾑﾊﾞｯﾃﾘｰ
LBT-1620

容量：1620ｍＡ

対応機種：

LTC-PGZ各機種

LTC-TPZ各機種

標準価格

￥２０,０００

ﾘﾁｳﾑﾊﾞｯﾃﾘｰ
MLB-4

容量：3200ｍＡ

対応機種：

LTK-G910P

標準価格

￥１３,０００

ﾘﾁｳﾑﾊﾞｯﾃﾘｰ
MLB-3

容量：2200ｍＡ

対応機種：

LTK-G310P～

G610P

LST-RB310～

RB610

標準価格

￥１０,０００

充電ﾊﾞｯﾃﾘｰｾｯﾄ
BT-13A

標準価格

￥３４,０００

容量：13000ｍＡ

出力電圧：5V

出力電流：最大2.1A
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ＡＪマウント ＡＪ-ＭＴＳ
軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、

高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。

取付ネジ径：5/8インチ

昇降幅：110㎜

ｻｲｽﾞ・重量：100×250×130㎜・約470ｇ

標準価格

￥１２,０００

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ式 軽天ﾎﾙﾀﾞｰ ＫＨ-１０５
柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なﾂｰﾙです。

取付ネジ径：5/8インチ

取付幅：20～95㎜

昇降幅：50㎜
ｻｲｽﾞ・重量：100×150×180㎜

・約780ｇ

標準価格

￥１２,０００

三脚アダプター ＡＤ-４５
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器

本体を取り付ける為のアダプターです。

取付ネジ径：5/8インチ
ｻｲｽﾞ・重量：30（Φ）×45㎜・約60ｇ

標準価格

￥２,５００

整準台 ＳＪ-1
三脚上での水平出しに便利なアダプターです。

取付ネジ径：5/8インチ

ｻｲｽﾞ・重量：50（Φ）×40㎜・約210ｇ

標準価格

￥１２,０００

レーザーグラス
ＴＧ-３

レーザーライン確認用補助具、

ｻｲｽﾞ・重量：140×50㎜・約30ｇ

簡易傾斜雲台
ＵＤ-１（ＡＤ45付）

電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上

での斜めラインを投影する際に便利です。

標準価格

￥１２,０００

標準価格

￥２,０００

ﾐﾆｴﾚﾍﾞｰﾀｰ三脚 ＥＬ-ＳＬ

取付ネジ径：5/8インチ

有効高：１８０～４００㎜

標準価格

￥６,０００

標準エレベーター三脚 ＥＬ-ＧＬ

取付ネジ径：5/8インチ

有効高：６００～１６００㎜

標準価格

￥１０,０００

２ｍエレベーター三脚

取付ネジ径：
5/8インチ

有効高：７２０～
２０００㎜

３ｍエレベーター三脚

取付ネジ径：
5/8インチ

有効高：９００～
３０００㎜

取付ネジ径：
5/8インチ

ＥＬ-ＭＬ ＥＬ-ＨＬ

三脚の上に取り付ける

延長棒 （伸縮式）

レーザー墨出し器を

３ｍまで上げることが

できます。

有効高：９００～
１５００㎜

伸縮ポール
ＳＰ-150

標準価格

￥１５,０００
標準価格

￥２８,０００
標準価格

￥２０,０００

取付ネジ径：5/8インチ
ｻｲｽﾞ・重量：230㎜×90㎜・約170ｇ

ＴＧ-３G
赤レーザー用

グリンレーザー用

マルチホルダーＭＨ-５０
取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。

標準価格

￥２５,０００

エレベーター三脚 ＥＬ-ＤＬ

取付ネジ径：5/8インチ

有効高：４００～１２００㎜

￥１２,０００
標準価格

取付ネジ径：5/8インチ
取付幅（ｸﾗﾝﾌﾟ）：50㎜
ｻｲｽﾞ・重量：230㎜×90㎜・約170ｇ



標準価格

スイッチパネル

標準価格

スイッチパネル

ＴＫ-ＶＨ500ＧＮ
¥325,000

（三脚付）

ＴＫ-Ｈ500Ｎ ¥160,000

ＴＫ-Ｈ500Ｎ
¥185,000

（三脚付）

ＴＫ-ＶＨ500ＧＮ ¥300,000

完全自動整準！リモコンで遠隔操作可

仕様

測定範囲：直径500ｍ

精度：:±15″（±2.25㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±5°

作動温度範囲：-10℃～40℃

レーザー：635ｎｍ（クラス2）

耐水性：ＩＰ-54相当

使用電源：単2アルカリ乾電池×４本

連続使用時間：6０時間

サイズ/重量：160×160ｘ180㎜ /2.0Ｋｇ

付属品：ケース・受光器・クランプ・リモコン・乾電池・乾電池ﾎﾙﾀﾞｰ

水平専用！直径500ｍ！
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・勾配設定機能付

・回転速度切替機能付

・スキャンモード付

水平・垂直兼用！直径500ｍ！

・本体を横に設置で
垂直（通り芯）OK

・勾配設定機能付

・充電バッテリー搭載

・回転速度切替機能付

・スキャンモード付

完全自動整準！リモコンで遠隔操作可能！

仕様

測定範囲：直径500ｍ

精度：:±15″（±2.25㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±5°

作動温度範囲：-10℃～40℃

レーザー：532ｎｍ

耐水性：ＩＰ-54相当

使用電源：充電式バッテリー

連続使用時間：24時間

サイズ/重量：160×160ｘ180㎜ /2.0Ｋｇ

付属品：ケース・受光器・クランプ・充電式バッテリー・電池ホルダー

・充電器・垂直マウント・リモコン



標準価格

標準価格

標準価格

標準価格

ＴＫ-300 ¥153,000

ＴＫ-300
¥178,000

（三脚付）

ＴＫ-ＶＨ500Ｇ
¥325,000

（三脚付）

ＴＫ-Ｈ500 ¥160,000

ＴＫ-Ｈ500
¥185,000

（三脚付）

ＴＫ-ＶＨ500 ¥235,000

ＴＫ-ＶＨ500
¥260,000

（三脚付）

ＴＫ-ＶＨ500Ｇ ¥300,000

完全自動整準！リモコンで遠隔操作可

仕様

測定範囲：直径500ｍ 精度：:±15″（±2.25㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±5° 作動温度範囲：-10℃～40℃

レーザー：635ｎｍ（クラス2） 耐水性：ＩＰ-54相当

使用電源：充電式バッテリー/単2アルカリ乾電池×４本 （別売）

連続使用時間：2０時間 サイズ/重量：160×160㎜ /2.0Ｋｇ

付属品：ケース・受光器・クランプ・充電式バッテリー・ＡＣアダプタ・乾電池ﾎﾙﾀﾞｰ

高精度スタンダードレーザーレベル！

水平専用！直径500ｍ！

仕様

測定範囲：直径300ｍ 精度：±15″（±2.25㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±５° 作動温度範囲：-10℃～50℃

レーザー：780ｎｍ（クラス1） 耐水性：ＩＰ-54相当

使用電源：単2アルカリ乾電池×4本 連続使用時間：６０時間

サイズ/重量：157×162ｘ247㎜ /2.5ｋｇ

付属品：ケース・受光器・クランプ・乾電池
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・気泡を合わせるだけの
標準タイプ

・安心の傾斜センサー付

・使用距離：直径300ｍ

・高精度受光器ＬＲ-2付

・２軸勾配設定機能付
（ﾘﾓｺﾝ操作のみ）

・3電源
バッテリー・AC100V・乾電池

完全自動整準！リモコンで遠隔操作可能！

仕様

測定範囲：直径500ｍ 精度：:±15″（±2.25㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±5° 作動温度範囲：-10℃～40℃

レーザー：635ｎｍ（クラス2） 耐水性：ＩＰ-54相当

使用電源：充電式バッテリー/単2アルカリ乾電池×４本 （別売）

連続使用時間：2０時間 サイズ/重量：160×160㎜ /2.0Ｋｇ

付属品：ケース・受光器・クランプ・充電式バッテリー・ＡＣアダプタ・乾電池ホルダー

水平・垂直兼用！直径500

・本体を横に設置で
垂直（通り芯）ＯＫ

・２軸勾配設定機能付

・3電源
バッテリー・AC100V・乾電池

水平・垂直兼用！直径500ｍ！

水平専用！直径300ｍ！

・本体を横に設置で
垂直（通り芯）OK

・２軸勾配設定機能付

・３電源
ﾊﾞｯﾃﾘｰ・AC100V・乾電池

完全自動整準！リモコンで遠隔操作可能！

仕様

測定範囲：直径500ｍ 精度：:±15″（±2.25㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±5° 作動温度範囲：-10℃～40℃

レーザー：532ｎｍ 耐水性：ＩＰ-54相当

使用電源：充電式バッテリー/単2アルカリ乾電池×４本 （別売）

連続使用時間：1０時間 サイズ/重量：160×160㎜ /2.0Ｋｇ

付属品：ケース・受光器・クランプ・充電式バッテリー・ＡＣアダプタ・乾電池ホルダー



標準価格

ＲＵＧＢＹ６１０（受光器ｘ２台）セット三脚付 ¥292,000

ＲＵＧＢＹ６１０ ¥210,000

ＲＵＧＢＹ６１０三脚付 ¥235,000

ＲＵＧＢＹ６１０（受光器ｘ２台）セット ¥267,000

完全自動整準！直径1100ｍ！

完全防水！タフなレーザーレベル！

通常保証 登録後保証期間
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電池パックセット

・性能・耐久性・環境への負荷を中心に、

抜本的に設計を見直した新しい回転レーザー

・防塵防水性能ＩＰ６７をクリア

塵埃の侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めて

も製品に影響がないタフな仕様。

・強固なハウジング

転倒時の衝撃をハンドルと裏側凸部で吸収。

さらに、表面部分の作りも頑丈で、機器内部への

ダメージを最小限に抑える設計。

・ラバーコーティングハンドル

滑りにくく、持ちやすい太さのハンドル。

持った時の本体重量が軽く感じます。

・自動整準 ±５°
少々傾いていても柔軟に水準をとります。

標準受光器ＲｏｄＥｙｅ１６０デジタル

・120ｍｍのワイドな受光幅
（レーザー光がひろいやすくなり、調整がすばやくできます）

・防塵防水ＩＰ67
（受光器も本体同様、埃・水に強い堅牢仕様です）

・レーザーマンボタンで画面をホールド

（読取値をホールドし、画面に表示された数値が消えない様にロックします）

・ｍｍ/ｃｍ単位変換、最小0.5ｍｍ単位の高精度

（単位と精度レベルをお好みの設定に変更できます）

仕様

測定範囲：直径1100ｍ

精度：±15″（±2.2㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±5°

作動温度範囲：-10℃～50℃

レーザー：635ｎｍ

耐水性：ＩＰ-67

使用電源：単１アルカリ乾電池ｘ４本

連続使用時間：60時間

サイズ/重量：212×239ｘ192㎜ 2.38Ｋｇ

付属品：ケース・受光器ＲodEye160デジタル・クランプ

・単1アルカリ乾電池ｘ４本・乾電池ホルダー

デジタル受光器
「RodEye160デジタル」

ワイドな受光範囲：120㎜
検出精度：
±0.5/1/2/3/5㎜



標準価格

標準価格

標準価格

※インテリアセットには、L型マウント・ターゲット板が付属しています。

ＲＵＧＢＹ６２０ ¥223,000
ＲＵＧＢＹ６２０三脚付 ¥248,000

ＲＵＧＢＹ６４０ ¥250,000
ＲＵＧＢＹ６４０三脚付 ¥275,000

640Gｲﾝﾃﾘｱｾｯﾄ三脚付 ¥340,000

ＲＵＧＢＹ６４０Ｇ ¥290,000
ＲＵＧＢＹ６４０Ｇ三脚付 ¥315,000
RUGBY640Gｲﾝﾃﾘｱｾｯﾄ ¥315,000

水平専用機として余裕の使用範囲を持つ高精度機。

より効率の良い基礎工事や土間工事などが実現します。

１軸最大8％までマニュアル勾配も可能です。

完全自動整準！直径1100ｍ！水平（１軸勾配）！

水平・垂直・勾配機能を合わせた
マルチ機能のレーザーレベル

完全自動整準！直径1100ｍ！垂直・２軸勾配機能搭載！

ワイドな受光範囲：120㎜

検出精度：±0.5/1/2/3/5㎜
完全防水：ＩＰ６7、デジタル表示

通常保証 登録後保証期間

デジタル受光器
「RodEye160」

ワイドな受光範囲：120㎜

検出精度：±0.5/1/2/3/5㎜
完全防水：ＩＰ67、デジタル表示

デジタル受光器
「RodEye160」

電池パックセット

完全自動整準！直径４00ｍ！垂直・２軸勾配機能搭載！

電池パックセット

デジタル受光器
「RodEye120G」

電池パックセット

仕様

測定範囲：直径400ｍ 精度：±15″（±2.2㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±5° 作動温度範囲：-20℃～+5０℃

レーザー：520nm 耐水性：ＩＰ-67

使用電源：単1アルカリ乾電池ｘ４本 連続使用時間：60時間

サイズ/重量：212×239ｘ192㎜ 2.56Ｋｇ

付属品：ケース・受光器ＲodEye120Gデジタル・クランプ・リモコン・単１アルカリ乾電池ｘ４本・乾電池ホルダー

ワイドな受光範囲：７0㎜

検出精度：±1/2/3㎜

完全防水：ＩＰ６7、デジタル表示
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仕様

測定範囲：直径1100ｍ

精度：±10″（±1.5㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±5°

作動温度範囲：-10℃～50℃

レーザー：635ｎｍ 耐水性：ＩＰ-67

使用電源：単１アルカリ乾電池ｘ４本

連続使用時間：60時間

サイズ/重量：212×239ｘ192㎜ 2.56Ｋｇ

付属品：ケース・受光器ＲodEye160デジタル・クランプ

・単１アルカリ乾電池ｘ４本・乾電池ホルダー

仕様

測定範囲：直径1100ｍ

精度：±10″（±1.5㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±5°

作動温度範囲：-20℃～+5０℃

レーザー：635nm 耐水性：ＩＰ-67

使用電源：単1アルカリ乾電池ｘ４本

連続使用時間：60時間

サイズ/重量：212×239ｘ192㎜ 2.56Ｋｇ

付属品：ケース・受光器ＲodEye160デジタル・クランプ

・単１アルカリ乾電池ｘ４本・乾電池ホルダー



標準価格

標準価格

標準価格

※1㎜単位又は5㎜単位で、デジタル表示できます。

※デジタル表示範囲（+40㎜～-40㎜）

標準価格

※0.5・1・2・5・10㎜の単位で、デジタル表示できます。

※デジタル表示範囲（+50㎜～-50㎜）

ＬＬ100Ｎｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｾｯﾄ ¥188,000

ＬＬ100Ｎｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｾｯﾄ三脚付 ¥213,000

ＬＬ100Ｎｵｰﾙｲﾝﾜﾝセット ¥208,000

ＬＬ500（ＨＬ700）三脚付 ¥273,000

ＬＬ300Ｎ（ＨＬ450）セット ¥223,000

ＬＬ300Ｎ（ＨＬ450）三脚付 ¥248,000

ＬＬ500（ＨＬ700）セット ¥248,000

Ｎikon
直径350ｍ！スタンダードレーザーレベル

Ｎikon

仕様

測定範囲：直径350ｍ 精度：±20″（±3㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±５° 作動温度範囲：-5℃～45℃

耐水性：ＩＰ-54 使用電源：単1アルカリ乾電池×2本

連続使用時間：8０時間 サイズ：220×170×150㎜

付属品：ケース・受光器・クランプ・乾電池
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完全自動整準

完全自動整

高さ1ｍからの転倒でも機能を 保持する堅牢設計

直径500ｍ！高精度なレベル出しに！

仕様

測定範囲：直径500ｍ

精度：±10″（±1.5㎜/30ｍ） 自動補正範囲：±11′

作動温度範囲：-20℃～50℃ レーザー：670ｎｍ

耐水性：ＩＰ-54 使用電源：単1アルカリ乾電池×４本

連続使用時間：175時間 サイズ：270×190×190㎜・3.6Kg

付属品：ケース・受光器・クランプ・乾電池

・自動補正範囲外警告により、
補正範囲外でﾚｰｻﾞｰを停止し
誤った作業を防ぎます。

・温度変化に強い設計

Ｎikon

Ｎikon完全自動整準

・信頼の防水性ＩＰ66
・使用温度範囲：-20℃～+50℃
・1ｍの高さからの落下

転倒に耐える堅牢設計

直径500ｍ！タフなレーザーレベル！

直径350ｍ！スタンダードレーザーレベル
高さ1ｍからの転倒でも機能を 保持する堅牢設計

仕様

測定範囲：直径350ｍ 精度：±20″（±3㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±５° 作動温度範囲：-5℃～45℃

耐水性：ＩＰ-54 使用電源：単1アルカリ乾電池×2本

連続使用時間：8０時間 サイズ：220×170×150㎜

付属品：ケース・受光器・クランプ・乾電池・アルミスタッフ・三脚

仕様

測定範囲：直径500ｍ 精度：±15″（±2.25㎜/30ｍ）

自動補正範囲：±５° 作動温度範囲：-20℃～50℃

レーザー：可視光半導体レーザー 耐水性：ＩＰ-66

使用電源：単1アルカリ乾電池×4本 連続使用時間：9０時間

サイズ：272×195ｘ201㎜ 重量2.7ｋｇ

付属品：ケース・受光器・クランプ・乾電池



レーザーレシーバー
ＬＲ-２（ｸﾗﾝﾌﾟ付）

ロッドアイ140ｸﾗｼｯｸ
Ｒｏｄ-Ｅｙｅ140（ｸﾗﾝﾌﾟ付）

受光可能回転数：

300rpm～1000ｒｐｍ

検出精度：

±1㎜・±2㎜の2段階

電源：

9Vアルカリ乾電池×1

連続使用時間：

40時間

サイズ/重量：

130×65×25×/180ｇ

最大検出幅：

102ｍｍ

デジタル表示：

±40mｍ

掲出精度：

±1㎜・±5㎜の２段階

電源：

単3アルカリ乾電池×2

連続使用時間：70時間

サイズ/重量：

165×75×35×/300ｇ

広範囲検出

120ｍｍ

全方向３６０°でレーザーを受光
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レーザーレシーバー
GR-92R（ｸﾗﾝﾌﾟ付）

受光可能回転数：

300rpm～1000ｒｐｍ

検出精度：

±1㎜・±2.5㎜の2段階

電源：

9Vアルカリ乾電池×1

連続使用時間：

40時間

サイズ/重量：

150×70×25×/195ｇ

ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞｰﾚｼｰﾊﾞ
GR-92Ｇ（ｸﾗﾝﾌﾟ付）

ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ＆ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ用
ｾﾝｻｰ（受光器）ＬMＲ360R

ｸﾞﾘｰﾝ専用

検出精度：±6㎜・±12㎜の2段階

電源：ＮＩＭＨバッテリー

連続使用時間：30時間

サイズ/重量：

375×75Ｘ107ｍｍ/1.8Ｋｇ

標準価格

￥３０,０００

レーザーレシーバー
ＨＲ-３２０（ｸﾗﾝﾌﾟ付）

受光可能回転数：

300rpm～1000ｒｐｍ

検出精度：

±2㎜・±6㎜の2段階

電源：

単3アルカリ乾電池×2

連続使用時間：

70時間

サイズ/重量：

150×70×29×/240ｇ

標準タイプ

受光幅：50㎜
受光可能回転数：

300rpm～1000ｒｐｍ

検出精度：

±1㎜・±2.5㎜の2段階

電源：

9Vアルカリ乾電池×1

連続使用時間：

40時間

サイズ/重量：

150×70×25×/195ｇ

標準価格

￥４０,０００

レーザーレシーバー
ＨＬ-４５０（ｸﾗﾝﾌﾟ付）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示ﾀｲﾌﾟ
受光幅：１０２㎜

標準価格

￥５７,０００

標準価格

￥２５０,０００

受光可能回転数：

300rpm～1000ｒｐｍ

検出精度：

±1・2・3㎜の3段階

電源：

単3アルカリ乾電池×2

連続使用時間：

50時間

サイズ/重量：

173×76×29/300ｇ

標準価格

￥４０,０００
標準価格

￥５０,０００

標準価格

￥４５,０００

標準価格

￥４７,０００

標準価格

￥７０,０００

Ｎikonレーザーレシーバー
ＨＬ-７００（ｸﾗﾝﾌﾟ付）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示ﾀｲﾌﾟ
受光幅：１２７㎜

標準価格

￥５５,０００

最大検出幅：

127ｍｍ

デジタル表示：

±50mｍ

掲出精度：

±0.5・1・2・5・10㎜の5段階

電源：

単3アルカリ乾電池×2

連続使用時間：60時間

サイズ/重量：

168×76×36×/371ｇ

ロッドアイ160デジタル
Ｒｏｄ-Ｅｙｅ160（ｸﾗﾝﾌﾟ付）

最大検出幅：120ｍｍ

デジタル表示：

±60ｍｍ

掲出精度：

±0.5・1・2・3・5㎜の５段階

電源：

単3アルカリ乾電池×2

連続使用時間：50時間

サイズ/重量：

173×76×29×/300ｇ

ロッドアイ180デジタル
Ｒｏｄ-Ｅｙｅ180ＲＦ（ｸﾗﾝﾌﾟ付）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示ﾀｲﾌﾟ
受光幅：１２0㎜
最大検出幅：120ｍｍ

デジタル表示：±60ｍｍ

掲出精度：±0.5・1・2・3・5㎜の５段階

電源：単3アルカリ乾電池×2

連続使用時間：50時間

サイズ/重量：

173×76×29×/300ｇ
・１軸および２軸勾配で勾配の終端に受光器を据れば

自動的にﾚｰｻﾞｰ光が受光器を探し、正しく勾配設定

・スマートロック機能で、 受光器の高さと位置を追尾

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示ﾀｲﾌﾟ
受光幅：１２0㎜

Ｎikonデジロッド
ＤＲ４００（ｸﾗﾝﾌﾟ付）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示ﾀｲﾌﾟ
受光幅：１２７㎜

標準価格

￥１４８,０００

・レーザーを受光して水平を測る

・レーザーを照射し、距離を測る

・レーザーを受光し基点からの高低差を測る

水平・距離・高低差。１台３役のレーザー受光器

受光幅：127㎜

検出精度：±0.5㎜・1.0㎜・2.0㎜・5.0㎜・10㎜の5段階

デジロッド測定長：6ｍ

レーザー距離計測定範囲：50ｍ

電源：単３アルカリ乾電池ｘ４本

連続使用時間：７0時間

サイズ/重量：

180×90Ｘ35ｍｍ/540ｇ

ロッドアイ120Gデジタル
Rod-Eye120Ｇ（ｸﾗﾝﾌﾟ付）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示
受光幅：70㎜
最大検出幅：70ｍｍ

デジタル表示：

±35ｍｍ

掲出精度：

±1・2・3㎜の3段階

電源：

単3アルカリ乾電池×2

連続使用時間：50時間

サイズ/重量：

173×76×29×/300ｇ

標準価格

￥４７,０００

標準タイプ

受光幅：45㎜

標準タイプ

受光幅：50㎜

受光幅：45㎜

ｸﾞﾘｰﾝ専用



標準価格

TK-824・828

十字線　焦点鏡

TK-832

くさび型　焦点鏡

標準価格

ＴＫ-832三脚付 ¥183,000

ＴＫＬ-132三脚付 ¥143,000

ＴＫＬ-132（32倍） ¥118,000

ＴＫ-828（28倍） ¥138,000
ＴＫ-828三脚付 ¥163,000
ＴＫ-832（32倍） ¥158,000

ＴＫ-824（24倍） ¥98,000
ＴＫ-824三脚付 ¥123,000

レーザー搭載で読取誤差を軽減！ ３２倍の望遠鏡にレーザーを搭載！

特徴

・望遠鏡とレーザーが同一視準

・スタッフを持つ人が数値を読み取れる

・測定する地点が探しやすい

・狭い場所からＯＫ（最短合焦距離0.5ｍ）

・防滴（ＪＩＳ保護等級３相当）
仕様

望遠鏡倍率：３２倍 対物レンズ有効径：３６㎜

視界：１°20′ 最短合焦距離：0.5ｍ

精度（1Ｋｍ標準往復偏差）：±1.0㎜ 自動補正：マグネットダンパー

自動補正範囲：±15′ 防水性：ＪＩＳ保護等級3相当（ＩＰＸ3）

スタジア：乗数100 加数0 円形気泡管感度：8′/2㎜

レーザークラス：クラス1Ｍ レーザー電源：単４アルカリ電池ｘ２本

連続使用時間：約13時間 サイズ・重量：220㎜・1.45ｋｇ
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最高水準の信頼性！ 耐久性・操作性を追求した、自動レベル！

特徴

・高精度・・・・・標準偏差（1Ｋｍ）

ＴＫ-832（±0.7㎜）、ＴＫ-828（±1.5㎜）、TK-824（±2.0㎜）

・望遠鏡・・・・・有効径42㎜（ＴＫ-832）

明るくクリアな正立像の望遠鏡

・確実な視準・ 2段階スピード（粗動・微動）の合焦ツマミと

左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準

・自動補正・・・ﾏｸﾞﾈｯﾄﾀﾞﾝﾊﾟｰ方式の自動補正装置を内蔵。

外部から微振動やｼｮｯｸを受けても安定した測定が可能

・防水性・・・・・ＪＩＳ保護等級4相当のすぐれた防水性

・スタジア測量・・・スタジア測量が可能（スタジア乗数100、加数0）
仕様

望遠鏡倍率：ＴＫ-832（32倍）、ＴＫ-828（28倍）、TK-824（24倍）

対物レンズ有効径：ＴＫ-832（42㎜）、ＴＫ-828・824（36㎜）

視界：１°20′ 最短合焦距離：0.3ｍ（望遠鏡先端より0.2ｍ）

精度（1Ｋｍ標準往復偏差）：ＴＫ-832（±0.7㎜）、ＴＫ-828（±1.5㎜）、TK-824（±2.0㎜）

自動補正：マグネットダンパー 自動補正範囲：±15′

防水性：ＪＩＳ保護等級4相当（ＩＰＸ4） スタジア：乗数100 加数0

円形気泡管感度：8′/2㎜ 最小水平目盛：1°

サイズ・重量：130（Ｗ）ｘ215（Ｄ）ｘ135（Ｈ）・約1.8ｋｇ



標準価格

標準価格

標準価格

標準価格

ＴＬ-124（24倍） ￥　75,000

ＮＡ724（24倍） ￥115,000

ＮＡ728三脚付 ￥165,000

ＮＡ724三脚付 ￥140,000
ＮＡ728（28倍） ￥140,000

ＴＬ-124三脚付 ￥100,000
ＴＬ-128（28倍） ￥　95,000
ＴＬ-128三脚付 ￥120,000

ｽﾌﾟﾘﾝﾀ-150Ｍ三脚付 ￥ｵｰﾌﾟﾝ

ＮＡ730（30倍） ¥165,000
ＮＡ730三脚付 ¥190,000

ｽﾌﾟﾘﾝﾀｰ150 ￥ｵｰﾌﾟﾝ
￥ｵｰﾌﾟﾝ

ｽﾌﾟﾘﾝﾀｰ150Ｍ ￥ｵｰﾌﾟﾝ
ｽﾌﾟﾘﾝﾀｰ150三脚付

ＴＫ-124（24倍） ￥　75,000
ＴＫ-124三脚付 ￥100,000
ＴＫ-128（28倍） ￥　95,000
ＴＫ-128三脚付 ￥120,000
ＴＫ-132（32倍） ￥115,000
ＴＫ-132三脚付 ￥140,000

仕様

望遠鏡倍率：ＴＬ124（24倍）・ＴＬ128（28倍）

対物レンズ有効径：30㎜ 最短合焦距離：0.6ｍ

精度（1㎞標準往復偏差）：ＴＬ124（±2.0㎜）・ＴＬ128（±1.5㎜）

自動補正範囲：±15′ 防水性：ＪＩＳ保護等級4相当

スタジア：乗数100 加数0 円形気泡管感度：10′/2㎜

寸法・重量：205㎜・1.8Ｋｇ

明るくクリアなレンズ搭載 スタンダードモデル

・明るくクリアな望遠鏡

・確実な自動補正

（マグネットダンパー）

・狭い場所からＯＫ
（最短合焦距離0.6ｍ）

・突然の雨でもＯＫ
（ＪＩＳ保護等級4相当）

仕様

望遠鏡倍率：ＴＫ124（24倍）・128（28倍）・132（32倍）

対物レンズ有効径：30㎜

最短合焦距離：0.6ｍ

精度（1㎞標準往復偏差）：ＴＫ124（±2.0㎜）・128（±1.5㎜）・132（±1.0㎜）

自動補正範囲：±15′

防水性：ＪＩＳ保護等級4相当

スタジア：乗数100 加数0

円形気泡管感度：10′/2㎜

寸法・重量：205㎜・1.8Ｋｇ

明るくクリアなレンズ搭載 スタンダードモデル

・明るくクリアな望遠鏡

・確実な自動補正
（マグネットダンパー）

・狭い場所からＯＫ
（最短合焦距離0.6ｍ）

・突然の雨でもＯＫ（ＪＩＳ保護等級4相当）

わずか３秒で水準（レベル）と距離を測定。次世代のレベル！

1焦点を合わせる

2ボタンを押す

3測量結果表示

わずか３秒

・読み違いなし
（高さと距離をﾊﾞｰｺｰﾄﾞで読取り）

・簡単な操作
（ボタンを押すだけの簡単操作）

・速い（わずか３秒で読取り）

・優れた耐環境性
（防塵・防水性ＩＰ55）

仕様

精度（高さ）：±0.6㎜/30ｍ（デジタル測定） ±1.2㎜/30ｍ（光学測定）

精度（距離）：10㎜/10ｍ以下 距離（ｍ）×0.001㎜/10ｍ以上

測定距離範囲：2ｍ～100ｍ 光学式最短合焦距離：0.5ｍ

望遠鏡 倍率：24倍 対物有効径：36㎜ 測定時間（電子式）：通常3秒以内

測定に必要な照度（電子式）：可視可能な明るさ 最低照度20Ｌux

円形気泡管感度：10′/2㎜ 自動補正範囲：±10′

測定・表示項目：高さ（標尺の読み）・距離

液晶表示：モノクロ128×104ピクセル

防塵・防水性：ＩＰ55 電源・作動時間：単3アルカリ乾電池×4本・連続14時間

重量：2.5Ｋｇ 付属品：専用ケース・乾電池・バーコードスタッフ（標尺）

大口径40㎜レンズ搭載 完全防水 2年保証
・明るくｸﾘｱな望遠鏡
・確実な自動補正
・狭い場所からＯＫ （最短合焦距離0.4ｍより）

・水浸ＯＫ完全防水（ＪＩＳ保護等級7）

・曇らないレンズ（窒素ガス充填）

国土地理院３級水準儀（ＮＡ728・730）

仕様

望遠鏡倍率：ＮＡ724（24倍）・ＮＡ728（28倍）・NA730（30倍） 対物ﾚﾝｽﾞ有効径：NA724（36㎜）、NA728.730（40㎜）

最短合焦距離：NA724(0.4ｍ),ＮＡ728・730(0.6ｍ） 自動補正範囲：±15′

精度（1㎞標準往復偏差）：ＮＡ724（±2.0㎜）・ＮＡ728（±1.5㎜）・NA730（±1.0㎜） 防水性：ＪＩＳ保護等級7（防浸型）

スタジア：乗数100 加数0 円形気泡管感度：10′/2㎜ 寸法・重量：210㎜・1.7Ｋｇ
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標準価格

標準価格

標準価格

標準価格

標準価格

ＡＰ-２３０三脚付 ￥オープン

ＡＰ-２２６（26倍） ￥オープン
ＡＰ-２２６三脚付 ￥オープン
ＡＰ-２３０（30倍） ￥オープン

ＡＳ-２三脚付 ¥196,000
ＡＳ-２Ｃ（34倍） ¥189,000
ＡＳ-２Ｃ三脚付 ¥214,000

ＡＥ-7C（30倍） ¥158,000
ＡＥ-7C三脚付 ¥183,000

ＡＳ-２（34倍） ¥171,000

ＡＰ-８三脚付 ￥156,000

ＡＥ-7（30倍） ¥151,000
ＡＥ-7三脚付 ¥176,000

ＡＣ-2Ｓ（24倍） ￥115,000
ＡＣ-2Ｓ三脚付 ￥140,000

ＡＰ-８（28倍） ￥131,000
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最高倍率３４倍！安心の完全防水！
・明るくクリアな望遠鏡

（大口径45㎜レンズ使用）

・確実な自動補正

（ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ使用）

・狭い場所からＯＫ
（最短合焦距離0.9ｍ）

・完全防水

仕様

望遠鏡倍率：３4倍

対物レンズ有効径：45㎜ 最短合焦距離：0.9ｍ

精度（1㎞標準往復偏差）：±1.0㎜

自動補正範囲：±12′ 防水性：ＪＩＳ保護等級７

スタジア：乗数100 加数0 円形気泡管感度：10′/2㎜

寸法・重量：259㎜・1.9Ｋｇ

Ｎikon

２種類の三脚に対応！

（Ｗ5/8・Ｍ35㎜）

安心の完全防水！ 最短合焦距離わずか20㎝！
・明るくクリアな望遠鏡

（大口径40㎜レンズ使用）

・確実な自動補正

（ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ使用）

・狭い場所からＯＫ
（最短合焦距離0.2ｍ）

・完全防水

仕様

望遠鏡倍率：３０倍

対物レンズ有効径：40㎜ 最短合焦距離：0.2ｍ

精度（1㎞標準往復偏差）：±1.5㎜

自動補正範囲：±16′ 防水性：ＪＩＳ保護等級７

スタジア：乗数100 加数0 円形気泡管感度：10′/2㎜

寸法・重量：220㎜・1.7Ｋｇ

Ｎikon

２種類の三脚に対応！

（Ｗ5/8・Ｍ35㎜）

国土地理院３級水準儀 Ｎikon

明るくシャープなレンズ搭載 プロ用ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞモデル
・明るくシャープな望遠鏡

（有効径30㎜レンズ使用）

・確実な自動補正
（ﾏｸﾞﾈｯﾄﾀﾞﾝﾊﾟｰ使用）

・軽量コンパクト設計
（最短合焦距離0.75ｍ）

・突然の雨でもＯＫ
（ＪＩＳ保護等級4相当）

仕様

望遠鏡倍率：ＡＣ-2Ｓ（24倍）

対物レンズ有効径：30㎜ 最短合焦距離：0.75ｍ

精度（1㎞標準往復偏差）：ＡＣ-2Ｓ（±2.0㎜）

自動補正範囲：±16′ 防水性：ＪＩＳ保護等級4

スタジア：乗数100 加数+10 円形気泡管感度：10′/2

㎜

寸法・重量：190㎜・1.25Ｋｇ

国土地理院３級水準儀 Ｎikon

明るくシャープなレンズ搭載 プロ用ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞモデル
・明るくシャープな望遠鏡

（有効径30㎜レンズ使用）

・確実な自動補正

（ﾏｸﾞﾈｯﾄﾀﾞﾝﾊﾟｰ使用）

・軽量コンパクト設計

（最短合焦距離0.75ｍ）

・突然の雨でもＯＫ
（ＪＩＳ保護等級4相当）

仕様

望遠鏡倍率：ＡＰ-8（28倍）

対物レンズ有効径：30㎜ 最短合焦距離：0.75ｍ

精度（1㎞標準往復偏差）：ＡＰ-8（±1.5㎜）

自動補正範囲：±16′ 防水性：ＪＩＳ保護等級4

スタジア：乗数100 加数+10 円形気泡管感度：10′/2

㎜

寸法・重量：190㎜・1.25Ｋｇ

国土地理院３級水準儀

国土地理院３級水準儀

・明るくクリアな望遠鏡
・確実な自動補正
・狭い場所からＯＫ

（最短合焦距離0.3ｍ）

・突然の雨でもＯＫ（IP55）

仕様

望遠鏡倍率：ＡＰ226（26倍）・ＡＰ230（30倍） 対物レンズ有効径：30㎜

最短合焦距離：0.3ｍ 精度（1㎞標準往復偏差）：±1.5㎜

自動補正範囲：±15′ 防水性：ＩＰ-55

スタジア：乗数100 加数0 円形気泡管感度：8′/2㎜

寸法・重量：200㎜・1.3Ｋｇ

安心の防塵防水性能ＩＰ55、 スタンダードモデル



標準価格

標準価格

標準価格

ＴＫ-ＰＳ100三脚付 ¥325,000

ＮＥ-10ＲＣⅡ ¥440,000
ＮＥ-10ＲＣⅡ三脚付 ¥465,000

ＴＫ-ＰＳ100 ¥300,000

ＮＥ-20ＳＣⅡ ¥345,000
ＮＥ-20ＳＣⅡ三脚付 ¥370,000

ＴＫ-510ＮＳ ¥330,000

ＴＫ-510ＮＳ三脚付 ¥355,000

Ｎikon
測角精度5″ ニコンの高精度トランシット！

・倍率30倍

（高倍率明るくクリアなレンズ）

・片面液晶ディスプレイ（20SCⅡ）

（見やすい大型液晶 簡単操作）

・最小表示単位10″/ 20″（20SCⅡ）

（測角精度5″）

・優れた耐環境性
（ＪＩＳ保護等級4）

仕様

望遠鏡倍率：30倍 望遠鏡分解力：2.5″

対物レンズ有効径：45㎜ 視界：1°20′

最短合焦距離：0.64ｍ 測角部精度：5″

最小表示：10″/ 20″（20SCⅡ） 5″/10″（10RCⅡ）

液晶デジタル表示部：片側（20SCⅡ）※（10RCⅡは両側）

防水・防塵性能：ＪＩＳ保護等級4）（IP54）※10RCⅡはＪＩＳ保護等級3（IP56）

電源：単3アルカリ乾電池×6本 連続使用時間：22時間

本体寸法・重量：153×172×333㎜・4.4Ｋｇ 付属品：専用ケース・乾電池
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・倍率30倍
（高倍率明るくクリアなレンズ）

・両面液晶ディスプレイ

（見やすい大型液晶 簡単操作）

・最小表示単位10″/20″

・測角精度：10″

・優れた耐環境性
（防塵・防水性ＩＰ54相当）

・バッテリー２個付

測角精度10″ 両面液晶表示 ワンクラス上のトランシット！

仕様

望遠鏡倍率：30倍

望遠鏡分解力：3.5″

対物レンズ有効径：45㎜

視界：1°30′

最短合焦距離：1.3ｍ

測角部精度：10″

最小表示：10″/20″

液晶デジタル表示部：両側

防水・防塵性能：ＪＩＳ保護等級4（ＩＰ54相当）

電源：ＮＩ-ＭＨ充電池

連続使用時間：10時間

付属品：専用ケース・充電池x2個、充電器

高精度鉛直機・測定距離１００ｍ！フォーカス機能搭載！

・高精度鉛直機、

・測定距離最大100ｍ

・地墨レーザー点付

・鉛直レーザー点は絞り機能付

仕様

望遠鏡倍率：30倍

対物レンズ有効径：45㎜

防水性能：ＪＩＳ保護等級4（防まつ型）

電源：単３アルカリ乾電池ｘ３本

連続使用時間：20時間

付属品：専用ケース・乾電池



標準価格

TK-510NLS（O）
¥430,000光学求心タイプ

TK-510NLS（O）
¥455,000三脚付

¥430,000

¥455,000

TK-510NLS（L）
レーザー求心タイプ

TK-510NLS（L）
三脚付

・可視光レーザーで目標を目視ＯＫ

・レーザー絞り可能（30ｍで1㎜φ）

・レーザー求心ポイント付（光学求心タイプも選べます）

・倍率30倍

・両面液晶ディスプレイ
（見やすい大型液晶 簡単操作）

・最小表示単位10″/20″
（測角精度：10″）

・優れた耐環境性
（防塵・防水性ＩＰ54）

仕様

望遠鏡倍率：30倍

望遠鏡分解力：3.5″

対物レンズ有効径：45㎜

視界：1°30′

最短合焦距離：1.3ｍ

測角部精度：10″

最小表示：10″/20″

液晶デジタル表示部：両側

防水・防塵性能：ＪＩＳ保護等級4（ＩＰ54相当）

電源：ＮＩ-ＭＨ充電池

連続使用時間：10時間

付属品：専用ケース・充電池ｘ2・充電器

（36）



標準価格

TK-805ＮＬＳ
プリズム・三脚付

￥オープン

￥オープン

TK-805ＮＬＳ

約5時間（連続測距）　　約10時間（測角のみ）

 -20 ～ +50℃
IP55相当

幅170×長さ210×高さ340㎜（シフトタイプ）

5.8㎏（バッテリー含む）

ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ：±（5+3ppm×D）mm
ﾌﾟﾘｽﾞﾑ使用時：ｸﾗｽ2・ﾉﾝﾌﾟﾘ使用時：ｸﾗｽ3R

アブソリュート・エンコーダ

1軸補正（補正　有/無　選択）
±3′

1.35ｍ
ノンプリ：5～300ｍ　反射シート：5～800ｍ

ミニプリズム：3～1000ｍ　1ﾌﾟﾘｽﾞﾑ3～4500ｍ

 プリズム：±（3+2ppm×D）mm
 反射ｼｰﾄ：±（5+3ppm×D）mm

正象
30倍
45㎜

3″
1゜30′

60000点
Li-ion充電式バッテリー/DC7.4V

水平角：両側検出　　高度角：片側検出

1″/5″/10″/20″選択
標準偏差5″

USBポート

横気泡管：　30″/2㎜・円形気泡管：　8′/2㎜

正反両側
6行×24文字

防塵・防水
外形寸法

重量

文字数
インターファイス

内部メモリ
バッテリー
使用時間
使用温度

最小表示

測角精度
形式

補正範囲
感度

測距範囲

精度

ﾚｰｻﾞｰ規格
角度方式
検出方法

電源部

その他

像
倍率

有効径
分解力
視界

最短視準距離

望遠鏡部

測距部

測角部

自動補正装置

気泡管部

表示部

データ出力部

ディスプレイ

倍率３０倍

測角精度 標準偏差5″

最小表示単位1″/5″/10″/20″(選択)

両面液晶カラーディスプレー

ノンﾌﾟﾘｽﾞﾑ測距機能

信頼の防水性能（ＩＰ55相当）
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標準価格

標準価格

標準価格

Builder505S
¥1,200,000（プリズム付）

Builder505S
¥1,225,000（プリズム・三脚付）

Ｖ-270NSC
¥1,150,000（プリズム付）

Ｖ-270NSC
¥1,175,000（プリズム・三脚付）

¥1,166,000(ﾌﾗｯﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ付）

¥1,191,000
Builder306S

（ﾌﾗｯﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ・三脚付）

Builder306S

・快適な「測る」を実現する、
充実の基本性能

・大型画面と簡単明解な操作

・レーザー距離計による
ノンプリズム測距が可能

・安心の防塵防水機構（ＩＰ55）

・内臓メモリー、外部出力可能

・レーザー求心装置内臓

仕様

望遠鏡倍率：30倍

望遠鏡分解力：3.0″

対物レンズ有効径：40㎜

視界：1°30′

最短合焦距離：1.7ｍ

測距範囲：ノンプリズム250ｍ、ミニプリズム800ｍ、別売1素子ﾌﾟﾘｽﾞﾑ3000ｍ

測角精度：5″                    

最小表示：1″/5″/10″

液晶デジタル表示部：片側

内臓メモリー：50000点

防水性能：ＩＰ55                 

電源：充電式バッテリー

連続使用時間：20時間

付属品：専用ケース・ﾐﾆﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ピンポール
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ノンプリズム機能で目標物を直接測定！次世代のトータルステーション！

・快適な「測る」を実現する、
充実の基本性能

・大型画面と簡単明解な操作

・レーザー距離計による
ノンプリズム測距が可能

・安心の防塵防水機構（ＩＰ55）

・内臓メモリー、外部出力可能

・レーザー求心装置内臓

仕様

望遠鏡倍率：30倍

対物レンズ有効径：40㎜ 視界：1°30′

最短合焦距離：1.7ｍ

測距範囲：ノンプリズム120ｍ、フラットプリズム250ｍ

測角精度：5″                                      最小表示：1″/5″/10″

液晶デジタル表示部：片側 内臓メモリー：15000点

防水性能：ＩＰ55                 

電源：充電式バッテリー 連続使用時間：20時間

付属品：専用ケース・フラットﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ピンポール

ノンプリズム機能で目標物を直接測定！短距離トータルステーション！

PENTAX
ノンプリズム測距機能！幅広く対応できるトータルステーション！

・ピンポイントの可視光レーザーで、
高速ノンプリズム測距

・大きなグラフィック画面で
簡単明解な操作が可能

・豊富なファンクション

・安心の防水機構（ＩＰ56）

・データ通信機能、メモリー搭載

仕様

望遠鏡倍率：30倍

望遠鏡分解力：3.0″

対物レンズ有効径：45㎜

視界：1°30′

最短合焦距離：1.0ｍ

測距範囲：ノンプリズム200ｍ、反射シート600ｍ、

ミニプリズム1200ｍ、1素子プリズム2000ｍ

測角精度：5″ 

最小表示：5″/10″

液晶デジタル表示部：両側

内臓メモリー：約4000点

データ通信、インターフェース：SDカードスロッﾄ、ミニUSBポート、RS-232Cｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

防水性能：ＩＰ56                   

電源：充電式バッテリー

連続使用時間：測距5時間、測角12時間

付属品：専用ケース・ｲﾝﾁﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ピンポール



標準価格

標準価格

標準価格

NST-405C
¥1,000,000

NST-405C
¥1,080,000（プリズム・三脚付）

NST-C2
¥930,000（プリズム付）

NST-C2
¥955,000（プリズム・三脚付）

Ｖ-270ＰＣ
¥1,050,000（プリズム付）

Ｖ-270ＰＣ
¥1,075,000（プリズム・三脚付）
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PENTAX
簡単で軽快な操作を実現！工事測量専用のトータルステーション！

・快適な「測る」を実現する、
充実の基本性能

・大型画面と簡単明解な操作

・便利な応用ソフト

・高速な測距（連続測距0.4秒）

・実用性重視の防水機構

仕様

望遠鏡倍率：30倍 望遠鏡分解力：3.0″

対物レンズ有効径：45㎜

視界：1°30′

最短合焦距離：1.0ｍ

データ記録：約4000点

測距範囲：反射シート600ｍ、ミニプリズム1200ｍ 、1素子プリズム2000ｍ

測角部精度：6″

最小表示：10″/20″

液晶デジタル表示部：両側

データ通信、インターフェース：SDカードスロッﾄ、ミニUSBポート、RS-232Cｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

防水性能：ＩＰ56

電源：内部バッテリー（充電式）6Ｖ

連続使用時間：測距5時間、測角12時間

付属品：専用ケース・バッテリー・チャージャー

Ｎikon

Ｎikon

すぐに使える、シンプル操作の短距離トータルステーション！

・必要な機能を厳選、
現場での基本機能+付加機能

・大きくて見やすい日本語表示

・少ないキーで簡単操作

・高速な測距1.1秒（初回２秒）

・実用性重視の防水機構

・リチウムイオンバッテリーｘ２個付

仕様

望遠鏡倍率：33倍

望遠鏡分解力：2.5″

対物レンズ有効径：45㎜

視界：1°20′

最短合焦距離：1.5ｍ

測距範囲：反射シート200ｍ、ミニプリズム1000ｍ 、1素子プリズム3000ｍ

測角部精度：5″

最小表示：10″/20″

液晶デジタル表示部：片側

防水性能：ＩＰ55

電源：リチウムイオンバッテリー（充電式）

連続使用時間：6時間

付属品：専用ケース・リチウムイオンバッテリーｘ2個・チャージャー

・快適な「測る」を実現する、
充実の基本性能

・漢字・かな表示。見やすくわかりやすい
大型グラフィック液晶ディスプレイ

・目標がさがしやすい
レーザーポイント付

・実用性重視の防水機構

・リチウムイオンバッテリーｘ２個付

快速測距！カンタン・高性能トータルステーション！

仕様

望遠鏡倍率：33倍

望遠鏡分解力：2.5″

対物レンズ有効径：45㎜

視界：1°20′

最短合焦距離：1.5ｍ

データ記録：最大10000点

測距範囲：反射シート200ｍ、ミニプリズム1000ｍ 、1素子プリズム3000ｍ

測角部精度：5″

最小表示：5″/10″/20″

液晶デジタル表示部：両側

防水性能：ＩＰ55

電源：リチウムイオンバッテリー（充電式）

連続使用時間：6時間

付属品：専用ケース・リチウムイオンバッテリーｘ2個・チャージャー



ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙｾｯﾄ TSP-WS ¥60,000

ﾌﾟﾁｽﾀﾝﾄﾞ PTS-4575 ¥18,500

ﾃｸﾉﾌﾟﾘｽﾞﾑｾｯﾄ TK-P01S ¥50,000

TSﾌﾟﾘｽﾞﾑ標準ｾｯﾄ TSP-0 ¥54,000

ﾃｸﾉﾌﾟﾘｽﾞﾑ TK-P01 ¥40,000

品名 型番 標準価格

レベルアーム Ｌ-ＡＲＭエレベーター三脚

ＴＫ-ＯＬＴＫ-ＯＤ ＴＫ-ＯＴ

定芯桿
5/8ｲﾝﾁ

定芯桿
5/8ｲﾝﾁ

定芯桿
35㎜

定芯桿
5/8ｲﾝﾁ

定芯桿
5/8ｲﾝﾁ定芯桿

5/8ｲﾝﾁ

ＴＫ-ＯＤＣ

ＥＬ-155 ＥＬ-300

定芯桿
5/8ｲﾝﾁ

ＳＥＬ-90

アルミ三脚

有効高

480㎜～

900㎜

有効高

900㎜～

1550㎜

有効高

1200㎜～

3000㎜

（球面脚頭） （球面脚頭） （平面脚頭） （平面脚頭）

標準価

￥25,000
標準価格

￥45,000
標準価格

￥45,000
標準価格

￥48,000

標準価格

ＴＳミニプリズム プチスタンド PTS4575

ﾌﾟﾘｽﾞﾑ定数：0㎜
有効径：1.5ｲﾝﾁ

標準ｾｯﾄ
TSP-0

TSﾐﾆﾌﾟﾘｽﾞﾑ
ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙｾｯﾄ

TSP-WS

軽量、コンパクトな
ピンポールスタンドです。

ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙ・ﾌﾟﾘｽﾞﾑは別売です

脚長450～750㎜
約1.3ｋｇ

テクノプリズム

ﾌﾟﾘｽﾞﾑ定数：0㎜
有効径：1.5ｲﾝﾁ

ﾌﾟﾘｽﾞﾑ単品
TK-P01ﾌﾟﾘｽﾞﾑｾｯﾄ

TK-P01S

￥12,000

標準価格

￥25,000 ￥25,000
標準価格

￥25,000

標準価格
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ＥＬ-90

定芯桿
5/8ｲﾝﾁ

有効高

480㎜～

900㎜

￥45,000
標準価格



サンスタッフＥＸ

反射スタッフ

アルミスタッフＳＫ

三太郎

ちょい棒

水準器

手持ちスタッフ用水準器 T-30 ¥4,400

ﾍﾞﾙﾄ式スタッフ用水準器 E-30 ¥4,600

品名 型番 標準価格

差込式スタッフ用水準器 M-30 ¥1,650

ちょい棒2ｍ2段 TC0-2 ¥4,600

ちょい棒3ｍ3段 TC0-3 ¥6,500

三太郎3ｍ3段 ＳＳ-33 ¥6,900

品名 型番 標準価格

ロックボタン大 ＳＫ-2 ¥500

品名 型番 標準価格

アルミスタッフ　３ｍ３段 Ｍ-33ＦＺ ¥9,000

ロックボタン小 ＳＫ-1 ¥400

アルミスタッフ　５ｍ４段 Ｍ-54ＦＺ ¥13,200

アルミスタッフ　５ｍ３段 Ｍ-53ＦＺ ¥11,000

アルミスタッフ　7ｍ４段 ＳＫＴ-74Ｒ ¥22,000

アルミスタッフ　５ｍ５段 Ｍ-55ＦＺ ¥13,800

反射スタッフ用ボタン 252-2138 ¥220

品名 型番 標準価格

反射スタッフ5ｍ4段 ＨＲＳ-54 ¥44,550

反射スタッフ5ｍ3段 ＨＲＳ-53 ¥41,750

サンスタッフＥＸ　5ｍ5段 ＥＸ-55 ¥13,800

ロックボタンＥＸ ＥＸ-Ｂ ¥180

品名 型番 標準価格

サンスタッフＥＸ　3ｍ3段 ＥＸ-33 ¥9,000

ロックボタンＥＸ

サンスタッフＥＸ

三太郎 ちょい棒

ＥＸ-55

ＥＸ-33

ＨＲＳ-54

ＨＲＳ-53

ＳＳ-33

TC0-2 TCO-3

表 裏 表 表 表 裏表 裏
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表 裏 表 裏表 裏 表 裏

ロックボタン
SK-1      SK-2

M-33FZ

M-55FZ

SKT-74R

M-53FZ

M-54FZ

耐久性に優れた、アルミ製のスタッフ

アルミスタッフＳＫ

小 大

M-30 T-30 E-30

反射スタッフ

表 裏



アルミロッド（60㎜幅）

アルミロッドセット

アルミクロス

クロス金具

ミリ目付ロッド

※110㎝までの標尺４本と、ポケットには金具・ロッドポインターが入ります。

２つ折れアルミ標尺

伸縮ロッド

ロッド立て

ロッドポインター

ロッドカーソル
①5：5（伸身長　1ｍ/折畳時50㎝）

②4：6（伸身長　1ｍ/折畳時60㎝）

③5：6（伸身長1.1ｍ/折畳時60㎝）

ｸﾘｯﾌﾟｶｰｿﾙ（4ヶ組） CPC-01 ¥1,550

ロッドポインター ＲＰ-1 ¥350

品名 型番 標準価格

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ用ﾛｯﾄﾞ立て RT-02 ¥7,200

品名 型番 標準価格

60㎝/1ｍ/1.8ｍ/3.4ｍ 伸縮ﾛｯﾄﾞｾｯﾄ ¥31,890

品名 型番 標準価格

長さ97～180㎝ ＳＲ-180 ¥7,650

長さ177～340㎝ ＳＲ-340 ¥10,670

長さ37～60㎝ ＳＲ-60 ¥4,680

長さ57～100㎝ ＳＲ-100 ¥5,890

品名 型番 標準価格

長さ27～40㎝ ＳＲ-40 ¥4,240

1ｍ　5：5 250-1116 ¥4,400

1.1ｍ　5：6 250-1117 ¥4,600

規格/ﾀｲﾌﾟ 型番 標準価格

1ｍ　4：6 250-1115 ¥4,400

2ｍ　20㎝間隔紅白 250-1129 ¥6,500

標尺用収納ｹｰｽ※ 250-1097 ¥3,300

1.1ｍ　20㎝間隔紅白 250-1128 ¥3,850

1.5ｍ　20㎝間隔紅白 250-1011 ¥4,600

70㎝　10㎝間隔紅白 250-1127 ¥3,300

1ｍ　20㎝間隔紅白 250-1037 ¥3,500

30㎝　10㎝間隔紅白 250-1126 ¥2,250

50㎝　10㎝間隔紅白 250-1010 ¥2,600

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ用ｸﾛｽ金具 ＣＲ-02 ¥1,500

規格/ﾀｲﾌﾟ 型番 標準価格

100×110㎝ ＡＣＲ-110 ¥6,500

品名 型番 標準価格

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ8点ｾｯﾄ ＡＲＤ-8Ｓ ¥20,000

品名 型番 標準価格

品名 型番 標準価格

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ5点ｾｯﾄ ＡＲＤ-5Ｓ ¥14,300

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ150㎝ ＡＲＤ-150 ¥3,500

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ200㎝ ＡＲＤ-200 ¥4,600

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ110㎝ ＡＲＤ-110 ¥2,650

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ50㎝ ＡＲＤ-50 ¥1,550

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ70㎝ ＡＲＤ-70 ¥2,100

品名 型番 標準価格

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ30㎝ ＡＲＤ-30 ¥1,350

ｱﾙﾐﾛｯﾄﾞ100㎝ ＡＲＤ-100 ¥2,400

ロッド立て

ＡＲＤ30

ＡＲＤ50

ＡＲＤ200

ＡＲＤ70

ＡＲＤ100

ＡＲＤ150

ＡＲＤ110

表 裏
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30㎝

50㎝

70㎝

1.1ｍ

1ｍ

1.5ｍ

2ｍ

・両サイドの赤色キャップは、

背景との境目がハッキリとわかり、写真写りもよい

・四隅の穴に針金を通し、鉄筋などに固定できる

・角は面取りされ、構造物の隅部分でもピッタリ置ける

・追番目盛で拡大撮影の際に寸法が分かりやすい

・60㎜幅ｘ6㎜厚で他社製品と互換性あり

ロッドポインター

ｸﾘｯﾌﾟｶｰｿﾙ

2つ折れアルミ標尺

表

裏

伸縮ロッド

アルミ製

で自立、

収納にも

便利

構造物の内径証明撮影に使用



ロッドクリップ

リボンクリップ
200-1394 ＲＣ（２個入） ¥1,600

200-9611 2ｍテープ ¥4,200

200-9612 3ｍテープ ¥4,500

200-9603 引張金具 ¥1,500 200-1393 1ｍ ¥2,800

品番 規格/タイプ 標準価格

200-9651 3ｍセット　テープ+引張金具 ¥6,000 200-1392 50㎝ ¥2,300

200-9650 2ｍセット　テープ+引張金具 ¥5,700

¥8,500

50ｍ用 ＨＫ6-Ｌ ¥8,500 50ｍ用 ＨＫ10-Ｌ ¥9,100 50ｍ用 ＨＫ12-Ｌ ¥9,700

30ｍ用 ＨＫ6-Ｍ ¥7,300 30ｍ用 ＨＫ10-Ｍ ¥7,900 30ｍ用 ＨＫ12-Ｍ

品番 規格/タイプ 標準価格

10ｍ用 ＨＫ6-Ｓ ¥6,100 10ｍ用 ＨＫ10-Ｓ ¥6,600 10ｍ用 ＨＫ12-Ｓ ¥7,300

60㎜幅紅白ロッド・ケースのみ 100㎜幅紅白ロッド・ケースのみ 120㎜幅紅白ロッド・ケースのみ
規格 型番 標準価格 規格 型番 標準価格 規格 型番 標準価格

50ｍ ＨＫ6-50Ｔ ¥46,000 50ｍ ＨＫ10-50Ｔ ¥62,900 50ｍ ＨＫ12-50Ｔ ¥69,000

20ｍ ＨＫ12-20Ｔ ¥30,300

30ｍ ＨＫ6-30Ｔ ¥26,700 30ｍ ＨＫ10-30Ｔ ¥38,000 30ｍ

20ｍ ＨＫ6-20Ｔ ¥20,000 20ｍ ＨＫ10-20Ｔ ¥26,700

ＨＫ12-30Ｔ ¥43,700

10ｍ ＨＫ6-10Ｔ ¥7,900 10ｍ ＨＫ10-10Ｔ ¥13,800 10ｍ ＨＫ12-10Ｔ ¥17,000

5ｍ ＨＫ6-5Ｔ ¥4,200 5ｍ ＨＫ10-5Ｔ ¥7,900

3ｍ ＨＫ6-3Ｔ ¥3,000

2ｍ ＨＫ6-2Ｔ ¥2,700

60㎜幅紅白ロッド・テープのみ 100㎜幅紅白ロッド・テープのみ 120㎜幅紅白ロッド・テープのみ
規格 型番 標準価格 規格 型番 標準価格 規格 型番 標準価格

30ｍ ＨＫ12-30Ｍ ¥52,200

50ｍ ＨＫ6-50Ｌ ¥54,500 50ｍ ＨＫ10-50Ｌ ¥70,800 50ｍ

30ｍ ＨＫ6-30Ｍ ¥34,000 30ｍ ＨＫ10-30Ｍ ¥45,900

ＨＫ12-50Ｌ ¥78,700

20ｍ ＨＫ6-20Ｍ ¥27,300 20ｍ ＨＫ10-20Ｍ ¥34,600 20ｍ ＨＫ12-20Ｍ ¥38,800

10ｍ ＨＫ6-10Ｓ ¥14,000 10ｍ ＨＫ10-10Ｓ ¥20,400 10ｍ ＨＫ12-10Ｓ ¥24,300

60㎜幅紅白ロッド・ケース付 100㎜幅紅白ロッド・ケース付 120㎜幅紅白ロッド・ケース付
規格 型番 標準価格 規格 型番 標準価格 規格 型番 標準価格
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・反射防止テープで撮影に最適

・耐久性に優れたガラス繊維製

・回転金具採用で収納時もスッキリ

・ＪＩＳ１級（50Ｎ,20℃）で正確

60㎜幅 100㎜ 120㎜軽量コンパクト！近距離向け 大きな目盛のオススメロッド 大きな文字でくっきり写る

配筋に簡単に取付けがができる専用テープ 紅白ロッドをたるませない 紅白ロッドを磁石で固定できる



収納ポール（伸縮式）

木製ポール

アルミ多段ポール（ネジ込み式）

ポールホルダー

ピンポール/トラバーピン

ポール立て/ピンポールスタンド

伸縮式ピンポールスタンド TK-ＰTＳ ¥6,000

ピンポールスタンド　30㎝ ＰＰＳ-Ｓ ¥2,500

ピンポールスタンド　50㎝ ＰＰＳ-Ｌ ¥2,500

品名 型番 標準価格

ポール立て　足長100㎝ ＰＦ-01 ¥7,400

トラバーピン50㎝4Ф ＴＰ-50 ¥450

ピンポール1.5ｍ8Ф ＰＰ-150 ¥2,350

トラバーピン30㎝4Ф ＴＰ-30 ¥400

ピンポール60㎝6Ф ＰＰ-60 ¥900

ピンポール1ｍ8Ф ＰＰ-100 ¥1,100

ピンポール30㎝6Ф ＰＰ-30 ¥700

ピンポール50㎝6Ф ＰＰ-50 ¥800

ポールホルダー用ウエイト 253-2399 ¥1,500

品名 型番 標準価格

三脚タイプ　ＰＨ-Ｌ 253-2397 ¥7,000

二脚タイプ　ＰＨ-2Ｓ 253-2398 ¥4,800

規格/タイプ 品番 標準価格

三脚タイプ　ＰＨ-Ｓ 253-2396 ¥5,500

中段Ｂ 253-2325 ¥2,000

上段Ｃ（突起部除く） 253-2326 ¥2,000

規格/タイプ 品番 標準価格

下段Ａ（石突あり）1ｍｘ30㎜ 253-2324 ¥2,000

規格/タイプ 品番 標準価格

2ｍｘ30㎜　20本入 253-2332 ¥20,000

3ｍ　２段継　全縮時1.67ｍ 253-2346 ¥3,990

収納ﾎﾟｰﾙ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄＨＳＰ-Ａ 253-2348 ¥4,800

規格/タイプ 品番 標準価格

2ｍ　２段継　全縮時1.17ｍ 253-2345 ¥3,070

収納ポール
/木製ポール

ピンポール
/トラバーピン

ポールホルダー

ピンポールスタンド

ＰＰ60

ＰＰ100

ＰＰ30

ＰＰ50

ＰＰ150
ＴＰ30

ＴＰ50

ＰＰＳ-Ｓ ＰＰＳ-Ｌ

高さ20～35ｃｍ

持ち運びに便利

伸縮式

ピンポール

トラバーピン

スタンド
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収納ポール用
アタッチメント

アルミ製

多段ポール

ポールホルダー用

ウエイト

ウエイトを使用すれば

より安定した据え置き

を可能に（２個１組）

ＰＨ-Ｌ

脚長860㎜

ＰＨ-Ｓ

脚長490㎜

６段（6ｍ）程度まで安定して

綱げるアルミ製ポール



鉄筋用色彩マーク6色セット

・長さ５０㎜
　鉄筋径15～35㎜対応 鉄筋用色彩マーク10色セット

鉄筋用色彩マーク（10個1組）

鉄筋ゲージ

鉄筋表示板

スプレーシート数字セット（６枚組）

スプレーシート数字・記号セット（4枚組）

スプレーシート数字・記号セット（4枚組）

スプレーシート数字セット（3枚組）

文字高25・40・70㎜ HS-N ¥8,300

文字高70㎜ HS-70 ¥5,400

規格/タイプ 品番 標準価格

文字高100㎜ HS-100 ¥8,300

規格/タイプ 品番 標準価格

文字高170㎜ HS-170 ¥7,300

規格/タイプ 品番 標準価格

規格/タイプ 品番 標準価格

文字高200㎜ HS-200 ¥8,300

規格/タイプ 品番 標準価格

145ｘ100ｘ3㎜ HB-1 ¥1,150

Φ10・13・16・19・22・25 TG-S ¥2,500

Φ29・32・35・38・41・51 TG-L ¥3,000

茶 ＨＳＣＭ-50（ＢＲ） ¥500

規格/タイプ 品番 標準価格

黄緑 ＨＳＣＭ-50（ＬＧ） ¥500

グレー ＨＳＣＭ-50（ＧＬ） ¥500

赤 ＨＳＣＭ-50（Ｒ） ¥500

オレンジ ＨＳＣＭ-50（ＯＲ） ¥500

白 ＨＳＣＭ-50（Ｗ） ¥500

緑 ＨＳＣＭ-50（）Ｇ ¥500

桃 ＨＳＣＭ-50（Ｐ） ¥500

青 ＨＳＣＭ-50（Ｂ） ¥500

10色ｘ10個 ＨＳＣＭ-ＳＥＴ10 ¥5,000

黄 ＨＳＣＭ-50（Ｙ） ¥500

規格/タイプ 品番 標準価格

6色ｘ10個 ＨＳＣＭ-ＳＥＴ6 ¥3,000
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６色セット

１０色セット

鉄筋ゲージ

TG-S

鉄筋ゲージ

TG-L

鉄筋表示板

HB-1

文字高200㎜・170㎜ 文字高100㎜

文字高25・40・70㎜文字高70㎜



オリジナルバージョン ライトバージョン
座標登録可能で道路計算の得意な とにかくシンプルに！座標計算中心の

オリジナルバージョン ライトバージョン

すぐるくん５８００ すぐるくん５８００ライト
（本体+説明書+管理野帳１冊） （本体+説明書）

標準価格 標準価格

ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾗｲﾄ ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾗｲﾄ ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾗｲﾄ
● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

・土木・建築のお客様に便利な測量プログラムが満載！

・９９９点の座標登録機能＆道路設計のプログラムが充実！

・道路設計（路線）のプログラムが充実。BP、IP、EPの入力で、

　指定の距離間隔（1ｍなど）と幅で全ての座標値が、座標名付で一度に自動計算！

・パソコンで整理した座標データを電卓に転送可能！

・付属の座標管理帳で、座標登録機能をサポート！

・集中トラバース（林業分野）の新プログラムを追加！

サイズ：177.5ｘ88.5ｘ21㎜、重量：約250ｇ、電源：単４ｱﾙｶﾘ電池ｘ４本

レベルブック　10冊入

トランシットブック　10冊入

スケッチブック　10冊入

セ-Ｙ2 ¥2,000

規格 標準価格

セ-Ｙ3 ¥2,000

セ-Ｙ1 ¥2,000

MBS防水ﾚﾍﾞﾙﾌﾞｯｸ ¥3,900

規格 標準価格

標準価格 ¥69,800

規格 標準価格

セ-Ｙ21（再生紙） ¥2,000

2角夾辺の解放 クロソイドオフセット 手計算用　初期設定

2辺夾角の解法 クロソイド極角設置

方位逆トラバース開放 単曲線の中心線・幅杭 路線（クロソイド・単曲線）

逆トラバース開放 単曲線の垂線 座標登録管理

逆トラバース単独 単曲線偏角設置 片勾配計算

逆トラバース放射 単曲線要素 拡幅計算

方位トラバース開放 ブロック積（寸法・数量） 縦断計画

トラバース開放 単曲線オフセット 光波水準

トラバース単独 オベリスクの体積計算 新点設置（3点角度）

トラバース放射 重力ようへき（寸法・数量） 新点設置（2円交点）

直線の交点 座標面積計算 丁張設置・法長

円と直線の交点 観測面積計算 新点設置（2辺夾角）

直線の延長点・幅杭 ヘロン面積計算 クロソイドの中心点・幅杭

直線の垂線 台形面積 円弧要素・逆算

メインメニュー 3辺既知の解法 クロソイド要素

¥39,800 ¥29,800

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名

座標登録機能を使いこなせていますか？

簡単に素早く登録できて、整理は付属の座標管理野帳で簡単整理。

計算・登録時にも、お待たせしません。

レベルブック トランシットブック スケッチブック
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測量技術の高度化に対応する「メジャーネイル」。
特殊釘分野で培った確かな技術が生んだ、新しい高品質測量釘です。

適合

ベース

Ｓ45Ｃ №２ 100本10ｘ10

Ｓ45Ｃ №２ 100本 5ｘ10

Ｓ45Ｃ №３ 100本 10

Ｓ45Ｃ №３ 100本 10

Ｓ45Ｃ №３ 100本 10

Ｓ45Ｃ №３ 50本 8

Ｓ45Ｃ №３ 50本 8

Ｓ45Ｃ №３ 50本 5

測量標識ポイントを簡単に設置することができ、
作業等効率が大幅にアップします。

色

赤

黄

青

白

緑

赤

黄

青

白

緑

ＨＳＭ-210 車軸径20㎝、10㎝～10㎞ ¥12,500

標準価格 ￥オープン 標準価格 ￥オープン

ＨＳＭ-101 車軸径10㎝、1㎝～1㎞ ¥10,500

ＨＳＭ-201 車軸径20㎝、1㎝～1㎞ ¥14,500

№３ 1組（20枚） 5(小箱)x10(大箱) ¥660

品名 仕様 標準価格

入数 梱包 標準価格

№２ 1組（100枚） 5(小箱)x12(大箱) ¥1,700

№４ 10ｘ20ｘ100

砂利道用

¥4,450

№５ 10ｘ20ｘ125 ¥5,300

№７ 10ｘ20ｘ200 ¥7,200

№２ 8ｘ15ｘ50
ア ス フ ァ ル ト
道 用

¥4,200

№Ｒ 8ｘ15ｘ65 ¥4,700

№３ 8ｘ15ｘ75 ¥5,000

標準価格
（ｄｘＤｘＬ)

№01 4ｘ6ｘ25 コ ン ク リ － ト
道 用

¥1,100

№１ 5ｘ9ｘ40 ¥1,900

型番
サイズ(㎜)

材料 用途 入数 梱包

レーザーポインターＬＰＲ-660

（全長110㎜）

グリーンレーザーポインターＬＰＧ-532N

（消費生活安全法適合品）

赤色レーザーより５倍見やすい
グリーン光レーザー

（全長118㎜）
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（消費生活安全法適合品）

HSM-101
HSM-201
HSM-210

HSM-101：全長98～46㎝ 1目盛 1㎝
HSM-201：全長103～51㎝ 1目盛 1㎝
HSM-210：全長103～51㎝ 1目盛10㎝



取扱店

： 〒816-0931　福岡県大野城市筒井5-3-18

TEL：092-588-5581 FAX：092-588-5582

： 〒123-0864　東京都足立区鹿浜3-12-11

TEL：03-5837-3052 FAX：03-5837-3053

： 〒546-0002　大阪市東住吉区杭全1-3-13

TEL：06-6714-2296 FAX：06-6714-2298

東 京 支 店

大 阪 営 業 所

製造会社：株式会社LTC

　　　測量機・測量ツール・レーザー墨出し器専門

    　　株式会社 テクノ販売
（社）日本測量工業会　登録事業所

本 社

®

®

※このカタログに記載の価格は、すべて消費税抜きの価格となります。
※このカタログに記載の仕様・構成・外観等は平成３０年６月現在の
ものでこれらは予告無く変更する事があります。


