
■主要メーカー　回転レーザレベル比較表①
メーカー

品番 Rugby 100  Rugby 100LR RUGBY50 Rugby 810 Rugby 820 Rugby 830 Rugby 840 Rugby 280DG Rugby 260SG 

水平精度
±15秒、30mにて           

 ±2.25mm
±10秒、30mにて           

 ±1.5mm
±7.5"                         

   　±0.5mm/10m
± 1.5 mm at 30 m ± 1.5 mm at 30 m ± 1.5 mm at 30 m ± 1.5 mm at 30 m

10" （30ｍの距離で 
1.5mm）

10" （30ｍの距離で 
1.5mm）

±3° ±5° ±5° ± 6° ± 6° ± 6° ± 6° ±5° ±5°

自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準

測定範囲

最大（受光器）

勾配機能 マニュアル勾配10%まで
マニュアル片軸自動整

準にて 10%まで
－

傾斜用アダプタ使用で    
  1軸勾配手動設定

2軸勾配手動設定(<10%) 2軸勾配手動設定(<10%)
鉛直横置き

2軸勾配手動設定
-10%～ +10% -15% ～ +15%

スキャンモード × × × × × × 10°, 45°, 90° × 10°、45°、90°

受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度

４段階切替 ４段階切替 ４段階切替 3段階切替 3段階切替 3段階切替 3段階切替 3段階切替 3段階切替

リモートコントロー
ル

× × × × × ×
RC400 remote 

control(200mまで)
○（OP） ○（OP）

アルカリ アルカリ アルカリ アルカリ アルカリ

乾電池 乾電池 乾電池 乾電池 乾電池

単1×4本 単1×4本 単1×2本 単1×4本 単1×4本

使用時間 約60時間 約60時間 約60時間 約60時間 約60時間 約60時間 約60時間 約70時間 約70時間

IP-X6 IP-X6 IP-55
JIS保護等級６ JIS保護等級６ JIS保護等級7

（耐水形） （耐水形） (耐水形)

寸法WxDxH

(mm)

重量 約2.9kg 約2.9kg 約1.9kg 3.0 kg 3.0 kg 3.0 kg 3.0 kg 2.95 Kg 2.95 Kg

保証期間 2年 2年 １年 5年 5年 5年 5年 5年 5年

三脚 三脚付 三脚付 三脚付 別売 CTP106-1（OP） 別売 CTP106-1（OP） 別売 CTP106-1（OP） 別売 CTP106-1（OP） 別売 CTP106-1（OP） 別売 CTP106-1（OP）

付属品

ロッドクランプ、キャリン
グケース、取説・保証

書、単1乾電池2本、受光
器電池

ロッドクランプ、キャリン
グケース、取説・保証

書、単1乾電池2本、受光
器電池

ロッドクランプ、キャリン
グケース、取説・保証

書、単1乾電池2本、受光
器電池

アルカリ乾電池 単1形4
本 

受光器ロッドアイ1台、
キャリーケース1台 

アルカリ乾電池 単1形4
本 

受光器ロッドアイ1台、
キャリーケース1台 

アルカリ乾電池 単1形4
本 

受光器ロッドアイ1台、
キャリーケース1台 

アルカリ乾電池 単1形4
本 

受光器ロッドアイ1台、
キャリーケース1台 

アルカリ乾電池 単1形4
本 

受光器ロッドアイプロ1台
鉛直用L字ブラケット付

アルカリ乾電池 単1形4
本 

受光器ロッドアイプロ1台

メーカー希望小売
価格(税込)

259,200円 オープン価格 200,880円 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 432,000円 270,000円

製品写真

受光器

電源

約197ｘ197ｘ248

自動補正範囲

300m（直径） 300m（直径) 800m（直径）

ライカ

防水性能

1350m（直径） 700m（直径） 600m（直径） 700m（直径）

197 × 248 ×　175mm

防浸型 IP-67 （JIS 7級）

約197ｘ197ｘ248

アルカリ単1形 4本/リチ
ウムイオ充電池パック

アルカリ単1形 4本/リチ
ウムイオ充電池パック

約158ｘ163ｘ166 235 x 238 x 190 mm

防浸型 IP-67 （JIS 7級）

235 x 238 x 190 mm 197 × 248 ×　175mm

アルカリ単1形 4本/リチ
ウムイオ充電池パック

800m（直径）

IP68 (耐じん形/継続的
潜水)

IP68 (耐じん形/継続的
潜水)

IP68 (耐じん形/継続的
潜水)

700m（直径）

IP68 (耐じん形/継続的
潜水)

235 x 238 x 190 mm

アルカリ単1形 4本/リチ
ウムイオ充電池パック

235 x 238 x 190 mm



■主要メーカー　回転レーザレベル比較表②
メーカー

品番 TK-300 TK-200 TK-H500 TK-VH500 TK-VH500G STS-H600 GSL-VH10(ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞ) STS-V600 SLH-600

水平精度 ±15″±0.75mm/10m ±9″±1.3mm/30m ±15″±1.5mm/20m ±15″±2mm/20m ±15″±2mm/20m ±8"±0.38mm/10m
水平:±10″（±0.5ｍｍ
/10ｍ）　垂直:±15″（±

0.75ｍｍ/10ｍ）

水平:±10″ (±
0.5mm/10m)  垂直:±
15″(±0.75mm/10m)

±10″(±0.5mm/10m)　　
　勾配精度 -5%～+5%:　　

　±0.1mm/1m

±5° ±4° ±5° ±5° ±5° ±5° ±5°（約±8.7%垂直） ±5°(水平/垂直) ±8°

自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準

測定範囲

最大（受光器）

勾配機能 × × × ±5° ±5° 簡易勾配設定（2軸対応)
簡易勾配設定（2軸対応)

±5%
簡易勾配設定（2軸対応)

X軸　-10％～+10％ 
Y軸　-1％～+12％

スキャンモード × × ×
0°,10°, 45°, 

90°,180°
0°,10°, 45°, 

90°,180°
×

長、中、短、超短の4段
階

長、短、点の3段階 ×

受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度

HL切替付 HL切替付 3段階切替 3段階切替 3段階切替 3段階切替

リモートコントロー
ル

× × × ●（標準） ●（標準） ●（標準） ●（標準） ●（標準） ●（標準）

アルカリ アルカリ 充電式バッテリー 充電式バッテリー 充電式バッテリー 充電式バッテリー 充電式バッテリー 充電式バッテリー 充電式バッテリー

乾電池 乾電池 アルカリ乾電池 アルカリ乾電池 アルカリ乾電池 アルカリ乾電池 アルカリ乾電池 アルカリ乾電池 アルカリ乾電池

単2×4本 単3×4本 単1×4本 単1×4本 単1×4本 単1×4本 単1×4本 単1×4本 単1×4本

使用時間 約60時間 約50時間 約20時間(BTL) 約10時間(BTL) 約10時間(BTL) 約17時間 約19時間 約19時間 約35時間

防水性能 IP-X4 IP-54 IP-54 IP-54 IP-54 IP-56 IP-66 保護等級IP-56 保護等級IP-56

JIS保護等級4 JIS保護等級7 JIS保護等級7 JIS保護等級7 JIS保護等級7 JIS保護等級4 JIS保護等級4 （防塵・耐水形） （防塵・耐水形）

（防まつ形） (防塵・防まつ形) (防塵・防まつ形 (防塵・防まつ形 (防塵・防まつ形 (防塵・耐水形) (防塵・耐水形)

寸法WxDxH

(mm)

重量 約2.5kg 約1.1kg 約2.0kg 約2.0kg 約2.0kg 約1.95kg 約2kg 約1.6kg 約3.4kg

保証期間 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年

三脚 三脚付 三脚付 三脚付 三脚付 三脚付 三脚付 別売 STS-OL（OP） 三脚付 三脚付

ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ

キャリングケース キャリングケース キャリングケース キャリングケース キャリングケース

取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書

単2乾電池4本 単1乾電池2本 単1乾電池 単1乾電池 単1乾電池

受光器電池 単3乾電池本 単3乾電池 単3乾電池 単3乾電池

メーカー希望小売
価格(税込)

192,240円 243,000円 199,800円 280,800円 351,000円 183,600円 267,840円 237,600円 321,840円

製品写真

受光器付 受光器付 受光器付

自動補正範囲

300m（直径） 600m（直径） 600m（直径）

受光器 
受光器用クランプ 

リモコン 
単３乾電池×６本 
９Ｖ乾電池×２本 

ハードケース 

受光器、　　　　　　　　　　　
受光器用クランプ 

リモコン、レーザグラス 
ターゲット、単２乾電池
×４本、９Ｖ乾電池×２

本、ハードケース 

178×146×188ｍｍ

600m（直径） 600m（直径）200m（直径） 500m（直径） 500m（直径）

140×140×187mm

電源

受光器、　　　　　　　　　　　
受光器用クランプ 

リモコン、レーザグラス 
ターゲット、単２乾電池
×４本、９Ｖ乾電池×２

本、ハードケース 

三脚、受光器、受光器用
クランプ 、リモコン、８度
勾配台、微動回転盤、
ファインダースコープ、充
電池 
充電器、単１乾電池×３
本、単３乾電池×２本、９
Ｖ乾電池×１本、ハード
ケース 

受光器

約250x130φ 約140x90φ 約160ｘ160ｘ185 約160ｘ160ｘ185 約160ｘ160ｘ185

500m（直径）

235×180×248mm178×190×138mm

テクノ ＳＴＳ

付属品



■主要メーカー　回転レーザレベル比較表③
メーカー

品番 HV301G(ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞ) LL100N LL300S LL300N LL500 GL422L/412N LP415 LP415S LP410

水平精度
水平精度10”　±2.2mm 

/30m
±3mm /30m ±1.5mm /30m ±2.2mm /30m ±1.5mm /30m ±1.5mm /30m ±15″±2.2mm/30m ±15″±2.2mm/30m ±10″

±5° ±5° ±5° ±5° ±11’ ±5° ±3° ±5° ±3°

自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準

測定範囲

最大（受光器）

勾配機能 ×
▲　リモコン（オプション）　

　　  1軸勾配モード
▲　リモコン（オプション）　

　　  1軸勾配モード
▲　リモコン（オプション）　

　　  1軸勾配モード
×

-10～＋15%                  
         (422L/2軸・412Ｎ

/1軸)
× ±8.7%（1軸） ×

スキャンモード × × × × × × × × ×

受光感度 受光感度 受光感度

HL切替付 HL切替付 HL切替付

リモートコントロー
ル

× × × × × ●(標準) × × ×

ニッケル水素バッテリ アルカリ アルカリ乾電池 アルカリ乾電池 アルカリ アルカリ乾電池 アルカリ アルカリ アルカリ

アルカリ乾電池 乾電池 単1×4本 単1×4本 乾電池 単1×4本 乾電池 乾電池 乾電池

単1×4本 単1×2本 ニッケル水素（OP） ニッケル水素（OP） 単1×4本 ニッケル水素（OP） 単2×4本 単2×4本 単2×4本

使用時間 約18時間(BTL) 約80時間 約90時間 約90時間 約175時間 約90時間 約60時間 約60時間 約60時間

防水性能 IP-54 IP-54 IP-66 IP-66 IP-54 IP-66 IP-56 IP-56 IP-56

JIS保護等級7 JIS保護等級7 JIS保護等級4 JIS保護等級4 JIS保護等級7 JIS保護等級4 JIS保護等級4 JIS保護等級4 JIS保護等級4

(防塵・防まつ形 (防塵・防まつ形 (防塵・耐水形) (防塵・耐水形) (防塵・防まつ形 (防塵・耐水形) (防塵・耐水形) (防塵・耐水形) (防塵・耐水形)

寸法WxDxH

(mm)

重量 約2.7kg 約1.5kg 約2.7kg 約2.7kg 約3.6kg 約3.1kg 約2kg 約2kg 約2kg

保証期間 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年

三脚 別売り 三脚付き 別売り 別売り 別売り 別売り OP/三脚付(選択) OP/三脚付(選択) OP/三脚付(選択)

ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ

キャリングケース キャリングケース　　　　　
　　アルミスタッフ

キャリングケース キャリングケース キャリングケース キャリングケース           
   ワイヤレスリモコン

キャリングケース キャリングケース キャリングケース

取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書

単1乾電池　　　　　　　　　
　単3乾電池

単1乾電池　　　　　　　　　
　単3乾電池

単1乾電池　　　　　　　　　
　単3乾電池

単1乾電池　　　　　　　　　
　単3乾電池

単1乾電池　　　　　　　　　
　単3乾電池

単1乾電池　　　　　　　　　
　単3乾電池

単2乾電池4本　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

単2乾電池4本　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

単2乾電池4本　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

HR150U付き 三脚（オールインワン） HL450付き HL450付き HL700付き HL760付き 三脚なしの製品有 三脚なしの製品有 三脚なしの製品有

メーカー希望小売
価格(税込)

354,240円 オープン価格 オープン価格 オープン価格 267,840円 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

製品写真

受光器付 受光器付受光器付

約216ｘ171ｘ152

500m（直径）300m（直径）

約192.5x167x189

800m（直径）

約192.5x167x189

ソキア

約192.5x167x189

電源

約272ｘ195ｘ201約270ｘ190ｘ190

受光器

約272ｘ195ｘ201 約272ｘ195ｘ201約240ｘ160ｘ180

受光器付 受光器付 受光器付

ニコンスペクトラ

300m（直径） 300m（直径） 800m（直径） 500m（直径） 500m（直径） 300m（直径）

付属品

自動補正範囲



■主要メーカー　回転レーザレベル比較表④
メーカー

品番 PLP-702 PLP-60A（現在廃番） PLP-701 PLP-115/115G RL-H3C（現在廃番） RL-H3CL（現在廃番） RL-H5A RL-200 1S RL-200 2S

水平精度 ±12″ ±12″ ±10″ ±15″ ±15″±0.7mm/10ｍ ±10″±0.5mm/10m ±10″±1.5mm/30m ±7″ ±7″

±5.7° ±5.7° ±5.7° 5°±1° ±3° ±3° ±5° ±5° ±5°

自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準

測定範囲

最大（受光器）

勾配機能 × × ×
傾斜設定8%　　　　　　　　　

(XY切替操作)
× ×

勾配設定機能　　　　　　　
　（1軸マニュアル式）

-5%～+25%
X：-10%～+10%
Y：-5%～+25%

スキャンモード × × × △(ビームスキャン) × × × × ×

受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度 受光感度

HL切替付 HL切替付 HL切替付 HL切替付 9段階 9段階 9段階 9段階 9段階

リモートコントロー
ル

× × × △(リモコン別売) × × × × ●（標準）

アルカリ アルカリ アルカリ アルカリ アルカリ アルカリ バッテリパック(BT-79Q) バッテリパック(BT-67Q) バッテリパック(BT-67Q)

乾電池 乾電池 乾電池 乾電池 乾電池 乾電池 アルカリ乾電池 アルカリ乾電池 アルカリ乾電池

単1×4本 単1×4本 単1×4本 単2×4本 単2×4本 単2×4本 単1×4本 単1×4本 単1×4本

使用時間 約48時間 約48時間 約48時間 約20時間(115G/14時間) 約48時間 約60時間 約60時間（BTL） 約90時間（BTL） 約90時間（BTL）

防水性能 IP-X6 IP-X6 IP-X6 保護等級IP-56 保護等級IP-56

JIS保護等級６ JIS保護等級６ JIS保護等級６ IP56 （防塵・耐水形） （防塵・耐水形） IP66 （JIS C 0920） IP66 （JIS C 0920） IP66 （JIS C 0920）

（耐水形） （耐水形） （耐水形）

寸法WxDxH 約167x182x189 172×211×205mm 174×218×253mm 174×218×253mm

(mm)

重量 約2.5kg 約2.5kg 約2.5kg 約1.5kg 約1.9kg 約1.9kg 約2.3kg 約3.4kg 約3.4kg

保証期間 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年

三脚 三脚付 三脚付 三脚付 別売り 別売り 別売り 別売り 別売り 別売り

ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ ロッドクランプ ロットクランプ ロットクランプ レベルセンサーホルダ ロットクランプ ロットクランプ

キャリングケース キャリングケース キャリングケース キャリングケース キャリングケース キャリングケース 格納ケース キャリングケース キャリングケース

取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書 取説・保証書

単1乾電池4本 単1乾電池4本 単1乾電池4本 単2乾電池4本 単2型乾電池4本 単2型乾電池4本 単一乾電池4本 充電池1個 充電池1個

9V型乾電池１本 9V型乾電池１本 9V型乾電池１本 9V型乾電池１本 9V型乾電池１本 9V型乾電池１本 単三乾電池1本 単三乾電池2本 単三乾電池2本

メーカー希望小売
価格(税込)

248,400円 248,400円 340,200円
210,600円　　　　
115G(270.000円)

247,212円 257,040円 オープン価格 453,600円 594,000円

製品写真

1100m（直径）500m（直径） 800m（直径） 1100m（直径）

約167x182x189

300m（直径）

トプコンPENTAX（TIアサヒ）

240m（直径） 200m（直径） 400m（直径） 300m（半径）

付属品

約166x166x222 約166x166x222 約166x166x222

受光器

電源

約222x132x177

自動補正範囲



■主要メーカー　回転レーザレベル比較表⑤
メーカー マイゾックス アックスブレーン

品番 RL-VH4DR RT-5SW LZ-S5(固定局) LZ-T5(N-RTK観測用) LZ-R5(移動局) MJ-300/MJ-300S PR 30-HVS PM40-MG PL-600H

水平精度
H：±20″（±2mm/20m）

V：±20″
±5″ － － 垂直10° ±15″ ±0.5 mm 場所 10 m ±2 mm 場所 10 m ±8”(±0.38㎜/10ｍ）

±5° ±5° ±3° ±3° 3.5°以上 ±5 ° ±3° ±5°

自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準

測定範囲 300m(RTK通信時) 10m (コントローラ通信時) 300m(RTK通信時)

最大（受光器） 300m(ﾚｰｻﾞ使用範囲) 300m(ﾚｰｻﾞ使用範囲) -

勾配機能 2軸マニュアル
X：-10%～+10%
Y：-25%～+25%

× × × × ○ △　水平・垂直のみ 簡易勾配モード

スキャンモード × × × × × × × × ×

受光感度 受光感度 受光感度 受光感度

9段階 9段階 HL切替付 3段階

リモートコントロー
ル

○RC-40 （OP） ●（RC-300W）
高さ補完GNSS受信機　　
226ch　GPS+GLONASS

－
高さ補完GNSS受信機　　
226ch　GPS+GLONASS

× ●（標準） × ●（標準）

単一アルカリ乾電池4本 バッテリパック(BT-63Q) アルカリ アルカリ

バッテリパック(OP) アルカリ乾電池 バッテリパック(BT-67Q) バッテリパック(BT-67Q) バッテリパック(BTC70) 乾電池 リチウムイオン リチウムイオン 乾電池

単1×4本 単2×4本 単3×6本

使用時間 約65時間（BTL） 約30時間（BTL） 8時間 18時間 8時間 約20時間 約16時間 表記なし 約48時間

防水性能 IP-54 IP-X6 IP-54 保護等級IP-66 表記なし 保護等級IP-56

JIS保護等級7 JIS保護等級６ IP66 （JIS C 0920） IP66 （JIS C 0920） IP66 （JIS C 0920） JIS保護等級7 （防塵・耐水形） （防塵・耐水形） （防塵・耐水形）

(防塵・防まつ形 （耐水形） (防塵・防まつ形

寸法WxDxH 182×167×242mm W232×D192×H280mm

(mm)

重量 約2.2kg 約8.1kg 4.3kg 4.3kg 1.4kg 約1.85kg 約2.5kg 表記なし 約1.95kg

保証期間 １年 １年 １年 １年 １年 １年 1年 １年 １年

三脚 OP/三脚付(選択) 別売り 別売り 別売り 別売り 三脚付 別売り 三脚 PMA 20 スモール 三脚付

ロッドクランプ

収納ケース

取説・保証書

単2乾電池4本

9V型乾電池１本

メーカー希望小売
価格(税込)

OPEN価格 1,188,000円 問合せ 問合せ 問合せ 192,240円 406,080円 185,760円 183,600円

製品写真

200m（直径）

日本ヒルティ

バッテリー(BT-67Q)、
バッテリーホルダー(DB-

76C)、
AC/DC コンバータ(AD-
11A)、気泡管調整用レン
チ、格納ケース、取扱説
明書、保証書、アドレス

カード

100(直径）500m（直径）

トランスミッター 受光感度 受光感度

140 x 140 x 216 mm200 x 200 x 246 mm

1200m（直径）

－

乾電池ホルダー•レベル
センサー,反射プレート•レ
ベルセンサーホルダー•
単一アルカリ乾電池4本•
単三アルカリ乾電池2本•
格納ケース•取説・保証

書
.

バッテリー(BDC70)、充
電器(BDC68A)、
電源ケーブル

(EDC113)、格納ケース、
取扱説明書、保証書、ア

ドレスカード

トプコン

600m（直径）

自動補正範囲

受光器

電源

約140×140×180㎜W147×D149×H231mm 約205x155x205

受光センサートランスミッター

600m（直径）

付属品

本体、ﾊｯ゙ﾃﾘｰﾊｯ゚ｸB12、リ
モコン、受光器 PMA 

31G、受光器用クランプ、
ﾊｯ゙ﾃﾘｰ AA (2) アルカリ、
ﾀｰｹｯ゙ﾄﾌﾚ゚ｰﾄ PRA 54、 

専用ハードケース

本体、三脚、リモコン、受
光器、受光器用クラン
プ、単3乾電池6本、9Ｖ
乾電池2本、専用ハード

ケース

203×286×352mm W232×D192×H280mm

バッテりーホルダー•レベ
ルセンサー,バッテリー
パック•オート勾配ター

ゲット,単一アルカリ乾電
池4本•単三アルカリ乾電
池2本•格納ケース•取説・

保証書
.

バッテリー(BT-67Q)、
バッテリーホルダー(DB-

76C)、
AC/DC コンバータ(AD-
11A)、気泡管調整用レン
チ、格納ケース、取扱説
明書、保証書、アドレス

カード

PR 30-HVS本体、受光
器 PRA 20、1x ハッテ

リー AA (2) アルカリ、受
光器ホルダーPRA83、
ﾊｯﾃﾘｰﾁｬｰｼｬｰC 4、

ウォールマウント PRA 
72、ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ/受光
器 PRA 30、取扱説明

書、本体ケース



■主要メーカー　回転レーザレベル比較表⑥
メーカー

品番 Rugby 610 Rugby 620 Rugby 640 Rugby 640G Rugby CLH Rugby CLA

水平精度 ± 2.2 mm at 30 m ± 2.2 mm at 30 m ± 2.2 mm at 30 m ± 2.2 mm at 30 m ± 1.5 mm at 30 m ± 1.5 mm at 30 m

±5° ±5° ±5° ±5° ±6° ±6°

自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準 自動整準

測定範囲

最大（受光器）

勾配機能 － －
横置き可能　　　　　　　　　

　10°,45°,90°
横置き可能　　　　　　　　　

　10°,45°,90°
8％(X/Y軸) 15％(X/Y軸)

スキャンモード × × ○ ○ ○ ○

受光感度 受光感度

4段階 4段階

リモートコントロー
ル

× ×
remote control　　　　　　

(200mまで)
remote control　　　　　　

(200mまで)
remote control　　　　　　

(600mまで)
remote control　　　　　　

(600mまで)

アルカリ アルカリ アルカリ アルカリ

乾電池 乾電池 乾電池 乾電池

単1×4本 単1×4本 単1×4本 単1×4本

使用時間 約60時間(Li40時間) 約60時間(Li40時間) 約60時間(Li40時間) 約60時間(Li40時間) 約50時間 約50時間

寸法WxDxH

(mm)

重量 約2.38kg 約2.56kg 約2.56kg 約2.56kg 3.8kg(BATT含む) 3.9kg(BATT含む)

保証期間 3年 3年 3年 3年 5年 5年

三脚 － － － － － －

付属品

ｱﾙｶﾘ乾電池単1形4本 
受光器ロッドアイ1台、

キャリーケース1台、　　  
 　　　　リチウムイオン電

池(OP)

ｱﾙｶﾘ乾電池単1形4本 
受光器ロッドアイ1台、

キャリーケース1台、　　  
 　　　　リチウムイオン電

池(OP)

ｱﾙｶﾘ乾電池単1形4本 
受光器ロッドアイ1台、

キャリーケース1台、　　  
 　　　　リチウムイオン電

池(OP)

ｱﾙｶﾘ乾電池単1形4本 
受光器ロッドアイ1台、

キャリーケース1台、　　  
 　　　　リチウムイオン電

池(OP)

リチウムイオン電池　　　　
　　　　受光器ロッドアイ1
台、　(LEICA COMBO)    
  　　　キャリーケース1

台 

リチウムイオン電池　　　　
　　　　受光器ロッドアイ1
台、　(LEICA COMBO)    
  　　　キャリーケース1

台 

メーカー希望小売
価格(税込)

オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

製品写真

受光感度受光感度 受光感度 受光感度

防浸型 IP-67 （JIS 7級） 防浸型 IP-67 （JIS 7級） 防浸型 IP-67 （JIS 7級）

ライカ

1,350m（直径）

約212ｘ239ｘ192 約212ｘ239ｘ192 約212ｘ239ｘ192

防水性能 防浸型 IP-67 （JIS 7級） IP68/MIL-STD-810G IP68/MIL-STD-810G

受光器

電源 リチウムイオン電池 リチウムイオン電池

自動補正範囲

600m（直径） 800m（直径） 600m（直径) 400m（直径）

約212ｘ239ｘ192 約230ｘ296ｘ212 約230ｘ296ｘ212

1,350m（直径）


