
ロッドの長さは、７種類から選べる!!

ミリ目付ロッド（単品）

※110㎝までの標尺が5本と、ポケットには金具・ロッドポインターが入ります。

品番 規格／タイプ 税抜価格

250-1126 30㎝
両面 10㎝間隔赤白

￥2,150
250-1010 50㎝ ￥2,500
250-1127 70㎝ ￥3,150
250-1037 1m

両面 20㎝間隔赤白

￥3,300
250-1128 1.1m ￥3,700
250-1011 1.5m ￥4,200
250-1129 2m ￥6,200
250-1097 　　　　　　　標尺用収納ケース※ ￥3,300

アルミ製 60㎜幅 ×6㎜厚
表はヨコ数字目盛、裏はタテ数字目盛

30㎝

50㎝

70㎝

1m

1.1m

1.5m

2m

タテ数字裏ヨコ数字表

※写真はmm-Asetです。

〈mm-Aセット内容〉
30㎝ /50㎝ /1m/1.1m
クロス金具×２/ロッドポインター×2/収納袋

〈mm-Bセット内容〉
30㎝ /50㎝ /70㎝ /1m
クロス金具×２/ロッドポインター×2/収納袋

品番 規格／タイプ 税抜価格

250-1130 mm-Aset ￥17,000
250-1131 mm-Bset ￥16,500

ミリ目付ロッド （セット品）

売れてるセット品

品番 規格／タイプ 税抜価格

250-1380 RPH-K2B（2 個入） ￥2,200

ロッド・ピンポールホルダー

●66ロッド、ミリ目付ロッドに使用可能
（60㎜幅の標尺）

●サイズ：90×88×16㎜（突起部含む）
●入数：2個

水糸を固定できる

ピンポールの固定だけでなく、水糸が張れるように進化

66 ロッド・ミリ目付ロッド
にワンタッチでピンポール・
トラバーピンを固定

標尺で示したいポイントを
まっすぐに指示

標尺の目盛や数字を隠さない
ロッド・ピンポールホルダー
自体も目立たない

品番 規格／タイプ 税抜価格

250-1040 66-K ￥1,760

品番 規格／タイプ 税抜価格

250-1085 RP-1 ￥350

ジョイントクロス金具（ミリ目付ロッド、66ロッド兼用）

ロッドポインター

オプション

ミリ目付ロッド

詳しく撮れると詳しく伝わる。詳しく撮れると詳しく伝わる。
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品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

250-1375 CHR-R1 レッド ￥7,500

コアホールロッド30㎝

穴の深さの証明写真にオススメ

●最小目盛  5㎜
●最大深さ30㎝
●最大径   20㎝

品番 規格／タイプ 税抜価格

250-1115 　1m 4:6
￥4,200��250-1116 　1m 5:5

250-1117 1.1m 5:6 ￥4,400

2つ折アルミ製標尺

60㎜幅で66ロッド用オプションが
使用可能

●4：6（伸身長　1m ／折畳時60㎝）
●5：5（伸身長　1m ／折畳時50㎝）
●5：6（伸身長1.1m ／折畳時60㎝）

60㎜幅×6㎜厚

アルミ製で自立、収納にも便利

定番の66ロッド（アルミ標尺）は、
ミリ目付ロッドや他社製品との互換性あり

アルミ製 60㎜幅×6㎜厚
表はヨコ数字目盛、裏はタテ数字目盛

タテ数字裏ヨコ数字表
30㎝

50㎝

1m

1.1m

1.5m

70㎝

2m

66ロッド（単品）

※110㎝までの標尺が5本と、ポケットには金具・ロッドポインターが入ります。

品番 規格／タイプ 税抜価格

250-1030 30㎝
両面 10㎝間隔赤白

￥1,650
250-1031 50㎝ ￥1,870
250-1032 70㎝ ￥2,310
250-1033 1m

両面 20㎝間隔赤白

￥2,800
250-1034 1.1m ￥3,080
250-1035 1.5m ￥4,020
250-1036 2m ￥5,340
250-1097 　　　　　　　標尺用収納ケース※ ￥3,300

本体への穴あけ加工で鉄筋や構造
物へつり下げて、撮影ができます

本体の
穴加工

つり下げ
可能

改良
ポイント

50㎜
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品番 規格／タイプ 税抜価格

250-1040 66-K ￥1,760

品番 規格／タイプ 税抜価格

250-1085 RP-1 ￥350

ジョイントクロス金具（ミリ目付ロッド、66ロッド兼用）

ロッドポインター

オプション

66 ロッド

紅白20㎝間隔

紅白20㎝間隔

紅白30㎝間隔

紅白30㎝間隔

品番 規格／タイプ 入数（巻） 税抜価格

201-1515� HTRE50-20 赤白 20㎝間隔
1 ￥2,800 (5巻／ 6箱)

201-1516 HTRE50-30 赤白 30㎝間隔

丁張ロッドエコ50（PP製 50㎜幅 25m巻）

品番 規格／タイプ 入数（巻） 税抜価格

201-1517 HTRE75-20 赤白 20㎝間隔
1 ￥4,600 (5巻／ 4箱)

201-1518 HTRE75-30 赤白 30㎝間隔

丁張ロッドエコ75（PP製 75㎜幅 25m巻）

紅白1m間隔

紅白20㎝間隔

品番 規格／タイプ 入数（巻） 税抜価格

201-1511� 　HPRE60-T1 赤白   1m 間隔
1 ￥4,500 (5巻／ 4箱)

201-1512 　HPRE60-T20 赤白 20㎝間隔

ペタロッドエコ（PP製 60㎜幅 24m巻）

数字入りで
長さが一目瞭然な
ペタロッド

粘着力にこだわった丁張用テープ
コンクリート面・荒材にもしっかりつきます

丁張ロッド・ペタロッド

〈66-Aセット内容〉
30㎝ /50㎝ /1m/1.1m
クロス金具×２/ロッドポインター×2/収納袋

〈66-Bセット内容〉
30㎝ /50㎝ /70㎝ /1m
クロス金具×２/ロッドポインター×2/収納袋

※写真はAセットです。

品番 規格／タイプ 税抜価格

250-1103 66-Aset ￥15,420
250-1104 66-Bset ￥14,650

66ロッド （セット品）

売れてるセット品

配筋に簡単に取付! 撮影が1人でできる！ 配筋の状況撮影に最適

品番 規格／タイプ 税抜価格

200-9650 　2m セット　テープ + 引張金具 ￥5,700
200-9651 　3m セット　テープ + 引張金具 ￥6,000
200-9603 ①引張金具 ￥1,500
200-9611 　2m テープ ￥4,200
200-9612 ②3m テープ ￥4,500

配筋ロッド
①引張金具

② 3m テープ

テープ幅：60㎜

配筋を分かりやすく色分け

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

200-9631 HSCM-50(Y) 黄

￥500

200-9632 HSCM-50(P) 桃
200-9633 HSCM-50(B) 青
200-9634 HSCM-50(W) 白
200-9635 HSCM-50(G) 緑
200-9636 HSCM-50(R) 赤
200-9637 HSCM-50(OR) オレンジ
200-9638 HSCM-50(LG) 黄緑
200-9639 HSCM-50R(GL) グレー
200-9640 HSCM-50R(BR) 茶

鉄筋用色彩マーク　10個1組

異形鉄筋のサイズ確認が簡単

品番 規格／タイプ 税抜価格

275-4551 TG-S φ 10•13•16•19•22•25 ￥2,500
275-4552 TG-L φ 29•32•35•38•41•51 ￥3,000

鉄筋ゲージ TG-L

TG-S

品番 規格／タイプ 税抜価格

200-9652 HB-1 ￥1,150

鉄筋表示板

●サイズ：145×100×3㎜
●Φ13 ～ 51㎜の鉄筋に
　マジックテープで簡単固定

裏

表

ロッド関連用品
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紅白ロッド

紅白ロッド120㎜幅テープのみ
品番 規格／タイプ 税抜価格

201-2021 HK12-5T 5m 　￥9,800
201-2022 HK12-10T 10m ￥17,000
201-2023 HK12-20T 20m ￥30,300
201-2024 HK12-30T 30m ￥43,700
201-2025 HK12-50T 50m ￥69,000

紅白ロッド120㎜幅専用ケース
品番 規格／タイプ 税抜価格

201-2037 HK12-S S ケースのみ（10 ｍ用） 　￥7,300
201-2038 HK12-M M ケースのみ（20、30 ｍ用） 　￥8,500
201-2039 HK12-L  L ケースのみ（50 ｍ用） 　￥9,700

紅白ロッド120㎜幅ケース付
品番 規格／タイプ 税抜価格

201-2061 HK12-10S 10m （Sケース付） ￥24,300
201-2062 HK12-20M 20m

（Mケース付）
￥38,800

201-2063 HK12-30M 30m ￥52,200
201-2064 HK12-50L 50m （Lケース付） ￥78,700

表：5ｍ～ 50ｍ
ヨコ数字／紅白1m間隔

裏：5ｍ～ 20ｍ
タテ数字／紅白20㎝間隔

裏：30 ～ 50ｍ
タテ数字／紅白1m間隔

表：5ｍ～ 50ｍ
ヨコ数字／紅白1m間隔

裏：5ｍ～ 30ｍ
タテ数字／紅白20㎝間隔

裏：50ｍ
タテ数字／紅白1m間隔

紅白ロッド100㎜幅テープのみ
品番 規格／タイプ 税抜価格

201-2011 HK10-5T 5m 　￥7,900
201-2012 HK10-10T 10m ￥13,800
201-2013 HK10-20T 20m ￥26,700
201-2014 HK10-30T 30m ￥38,000
201-2015 HK10-50T 50m ￥62,900

紅白ロッド100㎜幅専用ケース
品番 規格／タイプ 税抜価格

201-2034 HK10-S S ケースのみ（10 ｍ用） 　￥6,600
201-2035 HK10-M M ケースのみ（20、30 ｍ用）　￥7,900
201-2036 HK10-L  L ケースのみ（50 ｍ用） 　￥9,100

紅白ロッド100㎜幅ケース付
品番 規格／タイプ 税抜価格

201-2051 HK10-10S 10m （Sケース付） ￥20,400
201-2052 HK10-20M 20m

（Mケース付）
￥34,600

201-2053 HK10-30M 30m ￥45,900
201-2054 HK10-50 L 50m （Lケース付） ￥70,800

紅白ロッド60㎜幅テープのみ
品番 規格／タイプ 税抜価格

201-2001 HK6-2T 2m 　￥2,700
201-2002 HK6-3T 3m 　￥3,000
201-2003 HK6-5T 5m 　￥4,200
201-2004 HK6-10T 10m 　￥7,900
201-2005 HK6-20T 20m ￥20,000
201-2006 HK6-30T 30m ￥26,700
201-2007 HK6-50T 50m ￥46,000

紅白ロッド60㎜幅専用ケース
品番 規格／タイプ 税抜価格

201-2031 HK6-S S ケースのみ（10 ｍ用） 　￥6,100
201-2032 HK6-M M ケースのみ（20、30 ｍ用） ￥7,300
201-2033 HK6-L  L ケースのみ（50 ｍ用） 　￥8,500

紅白ロッド60㎜幅ケース付
品番 規格／タイプ 税抜価格

201-2041 HK6-10S　 10m （Sケース付） ￥14,000
201-2042 HK6-20M　 20m

（Mケース付）
￥27,300

201-2043 HK6-30M　 30m ￥34,000
201-2044 HK6-50L 50m （Lケース付） ￥54,500

表：2ｍ～ 50ｍ
ヨコ数字／紅白1m間隔

裏：2ｍ～ 30ｍ
タテ数字／紅白20㎝間隔

裏：50ｍ
タテ数字／紅白1m間隔

120㎜
幅

※写真は全て60㎜幅です。現場を支える信頼の品質

10m
タイプ

20/30m
タイプ

50m
タイプ

良く使う注意表示を定番化

品番 規格／タイプ 税抜価格

280-6308 足もと注意 HS-100L1
280-6309 安全通路 HS-100L2
280-6310 開口部注意 HS-100L3
280-6311 火気厳禁 HS-100L4 ￥6,000
280-6312 酸欠注意 HS-100L5
280-6313 頭上注意 HS-100L6
280-6314 立入禁止 HS-100L7

 スプレーシート　注意喚起　文字高100㎜

数字の組み合わせが自由自在。連番でのマーキング作業に

品番 規格／タイプ 税抜価格

280-6315 数字 100㎜高：0 〜 9 HS-100RN ￥6,000
280-6316 記号 100㎜高：No./H/ ＋ / − / ＝ HS-100RS ￥4,000

 スプレーシート　レール型　文字高100㎜

ジョイント型は左右にある切込みを組み合わせて繋げるのでガッチ
リ固定。文字間隔も2段階

品番 規格／タイプ 税抜価格

280-6317 数字 200㎜高：0 〜 9 HS-200JN ￥9,500
280-6318 記号 200㎜高：No.／H／＋／−／＝ HS-200JS ￥5,000
280-6319 数字 300㎜高：0 〜 9 HS-300JN ￥12,000
280-6320 記号 300㎜高：No.／H／＋／−／＝ HS-300JS ￥6,000

 スプレーシート　ジョイント型　文字高200 ／ 300㎜

品番 文字高 規格／タイプ 税抜価格

280-6296 300 数字セット 300 HS-300 ￥10,600
280-6305 200 数字セット 200 HS-200 ￥8,300
280-6274 170 数字セット 170 HS-170 ￥7,300
280-6273 100 数字記号セット 100 HS-100 ￥5,400
280-6272 70 数字記号セット   70 HS-70 ￥5,400
280-6270 45 数字記号セット   45 HS-45A ￥2,900

 スプレーシート

品番 カラー 税抜価格

280-6090 黄
￥5,940280-6096 白

280-6097 赤

カンペマーキングスプレー 300ml 6本入（油性）

濃い色でクッキリ塗れる

黄 白 赤

HS-300

HS-200

HS-100

HS-70

HS-45A

HS-170

スプレーシート別注品のご案内
ロゴマーク・漢字・アルファベットなど制作可能です。
文字高 最大800㎜（長体）幅が500㎜まで可能。

スプレーシート

60㎜
テープ幅

100㎜
テープ幅

120㎜
テープ幅

54 www.land-ar t .co. jp www.land-ar t .co. jp



現場用品＋レンタル機器RECHNOS  vol.2現場用品＋レンタル機器vol.2RECHNOS  

お好みのレイアウトの用紙にホワイトボードフィルム
を貼り付けて自在に書き消しできる

●  伸縮式スライドシャフトが使いやすい！！
● 別売のワイドパネルでボードサイズ２倍！！
　さらに写真うつりが向上！！
● メーカー HPで撮影用用紙がDLできる！！

● サイズ：115×75㎜
● シャフト寸法：約195 ～ 330㎜

黒板らく太郎 本体 ホワイトボードマーカー
ホワイトボード
フィルム

75㎜

115㎜

● イレーザー付マーカー
● 専用ネックストラップ（取外し可）
● ホワイトボードフィルム（2枚）

雨天でも使える黒板用チョーク チョークを折れ・水漏れから守る チョークを収納できる黒板消し

品番 カラー   税抜価格 梱

273-4131 白 ￥300
20

273-4132 赤 ￥600

マルチチョーク

※スチール黒板・クリヤボード用。チョークが濡
れていても使用可能。乾燥している物は従来
チョークと変わりません。

●サイズ：φ12×80㎜　●10本入
※チョーク別売
φ9 ～ 12㎜対応

チョーク付

φ9.5 ～ 12㎜対応

②チョークホルダー
　アイボリー（1本）

①チョークホルダー
　マグネット付（1本）

品番 規格／タイプ 税抜価格 梱

273-4127 ①
φ 9 〜 12㎜対応 ￥400

10

273-4136 ② 12

チョークホルダー
品番 規格／タイプ 税抜価格

302-7380� HCR-01 ￥350
302-7381 HCR-01M（マグネット付）￥450

ポケットラーフル

●サイズ：85×45×21㎜
●チョーク白2本付

品番 規格／タイプ 参考価格

302-7390 HRA-A3 A3 横 ￥3,500
302-7391 HRA-A4 A4 横 ����￥3,000

リスクアセスメントKY活動表

労働安全衛生マネジメント

● 潜在的な危険性や有害性を発見し
　除去・低減できる！
● 危険度を計算式で数値化できる！
● 用紙を差し変え＆保存ができる！

A3サイズのラミネート用紙ごと入れ替えられるので、
必要な分だけ自由にデザイン可能です

品番 規格／タイプ 税抜価格

405-0007 KL-HL-01 ￥12,700
405-0008 KL-HL-02 ￥15,700

くるっぱくん ホルダータイプ

KL-HL-01 KL-HL-02

● サイズ：
　880×1660㎜
　／ 1450g 
● 上下にPVC
　パイプ付
● 材質：
　ターポリン

品番 規格／タイプ 参考価格

291-7070 本体セット ￥5,000
291-7071 ホワイトボードマーカー（補充品） ����￥300
291-7072 ホワイトボードフィルム 10 枚入（補充品） ￥1,000

黒板らく太郎 www.sanyo-ltd.com

品番 規格／タイプ 参考価格

291-7074 A タイプ（ヨコ） 工事名 / 工種 / 部位

￥1,500
291-7075 B タイプ（ヨコ） 工事名 / 工事場所 / 施工者
291-7076 C タイプ（ヨコ） 工事名 / 工種 / 測点 / 立会者
291-7077 H タイプ（タテ） 工事名 / 工種 / 部位
291-7078 W タイプ（ヨコ） 無地

黒板らく太郎用 ワイドパネル（150×110㎜）

撮影時に反射しにくいグリーンボードタイプ
水に濡れても書けるマーカー（キットパス）付属

品番 規格／タイプ 税抜価格

291-7080 D-1G（小） ￥4,000
291-7081 D-2G（大） ￥5,200

伸縮式ビューボードグリーン www.dogyu.jp

● 光の反射を抑制するボードで、水に濡れ
ても書くことができるスチールボード

● 伸縮式なので、建物の点検や検査の撮影
にも最適

● マグネットも取付できるので使用目的も
広がる

● ボードサイズ：W150×H135㎜（D-1G）
　　　　　　  W180×H167㎜（D-2G）
● シャフト寸法：約220 ～ 615㎜（共通）

固形マーカー（キットパス1本）

黒板関連用品

BCT-2

BSY-2/BCY-2

品番 規格／タイプ サイズ（㎝） 税抜価格

301-7113 BSY-3I 45 × 60 ヨコ
￥5,000301-7132 BST-3I 60 × 45 タテ

301-7171 DST-3I 70 × 60 タテ ￥6,600

ネットスチール黒板（ジャパンゴールド）

品番 規格／タイプ サイズ（㎝） 税抜価格

300-7070 BCT-3I 60 × 45 タテ ￥3,200

木製黒板（クリヤボード）

ASY-1

338X40㎜

ASY-1-0（工事名の文字なし）

338X40㎜

BSY-1/BCY-1

458X60㎜

品番 規格／タイプ サイズ（㎝） 税抜価格

301-7100 ASY-MJ 30 × 45 ヨコ
　￥4,400301-7176 AST-MJ 45 × 30 タテ

301-7110 BSY-MJ 45 × 60 ヨコ
　￥5,000301-7130 BST-MJ 60 × 45 タテ

301-7111 BSY-0
（白枠線あり）

45 × 60 ヨコ
　￥5,000301-7134 BST-0 60 × 45 タテ

ネットスチール黒板（ジャパンゴールド）

無地・枠線のみシリーズ 工事名シリーズ

工事名・工種・測点（2段）シリーズ 工事名・工種・測点（3段）シリーズ

工事名・工種・位置（3段）シリーズ工事名・工種シリーズ

品番 規格／タイプ サイズ（㎝） 税抜価格

300-7064 ACY-MJ 30 × 45 ヨコ ￥2,800
300-7051 BCY-MJ 45 × 60 ヨコ

￥3,200300-7052 BCT-MJ 60 × 45 タテ
300-7072 BCY-0

（白枠線あり）
45 × 60 ヨコ

￥3,200300-7073 BCT-0 60 × 45 タテ

木製黒板（クリヤボード） 品番 規格／タイプ サイズ（㎝） 税抜価格

300-7054 BCY-1 45 × 60 ヨコ ￥3,200

木製黒板（クリヤボード）

ASY-22S
338X40㎜

132X40㎜ 132X40㎜

BSY-22S
458X60㎜

188X60㎜ 176X60㎜

458X70㎜
188X60㎜

BSY-22S-1/BCY-22S

176X60㎜

品番 規格／タイプ サイズ（㎝） 税抜価格

301-7114 BSY-3S 45 × 60 ヨコ
￥5,000301-7131 BST-3S 60 × 45 タテ

ネットスチール黒板（ジャパンゴールド）

品番 規格／タイプ サイズ（㎝） 税抜価格

300-7057 BCY-3S 45 × 60 ヨコ
￥3,200300-7065 BCT-3S 60 × 45 タテ

木製黒板（クリヤボード）

308X90㎜

458X60㎜
458X60㎜

308X90㎜ 458X60㎜

品番 規格／タイプ        サイズ（㎝） 税抜価格

301-7115 BSY-2 45 × 60 ヨコ ￥5,000

品番 規格／タイプ        サイズ（㎝） 税抜価格

300-7075 BCY-2 45 × 60 ヨコ
￥3,200300-7085 BCT-2 60 × 45 タテ

木製黒板（クリヤボード）

ネットスチール黒板（ジャパンゴールド）　

スチール黒板 利便性＆耐久性
マグネットシートが使え、耐久性に優れた新定番

木製黒板 軽量＆リーズナブル
圧倒的な軽さ、気軽に使える定番品

458X60㎜
458X60㎜
458X60㎜

BST-3I ／ BCT-3I

BSY-3I
308X90㎜
308X60㎜
308X60㎜

458X60㎜
458X60㎜
458X60㎜

BST-3S ／ BCT-3S

BSY-3S ／ BCY-3S
308X90㎜
308X60㎜
308X60㎜

スチール黒板・木製黒板

458X70㎜
BSY-1-1

品番 規格／タイプ        サイズ（㎝） 税抜価格

301-7103 ASY-22S 30 × 45 ヨコ ￥4,400
301-7116 BSY-22S

45 × 60 ヨコ ￥5,000301-7118 BSY-22S-1（工事名欄高さ 7㎝）

ネットスチール黒板（ジャパンゴールド）

品番 規格／タイプ        サイズ（㎝） 税抜価格

300-7056 BCY-22S 45 × 60 ヨコ ￥3,200

木製黒板（クリヤボード）

品番 規格／タイプ サイズ（㎝） 税抜価格

301-7101 ASY-1
30 × 45 ヨコ ￥4,400301-7102 ASY-1-0 （工事名なし）

301-7112 BSY-1
45 × 60 ヨコ ￥5,000301-7117 BSY-1-1 （工事名欄高さ 7㎝）

ネットスチール黒板（ジャパンゴールド）
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現場用品＋レンタル機器vol.2 必要な時に、
必要な機材を活用環 境 測 定 レンタル用品

レンタル期間・台数などを
お知らせください。

1 お申し込み
▶ ▶ ▶ご指定の場所へ配送します。

出荷日や運送費用などを
ご確認ください。

2 発送・納品
納品後すぐに、商品の動作確認、
付属品などをご確認ください。

3 発送・納品
レンタル終了日を、お電話やFAXで
ご連絡ください。ご返却の際は、
付属品などをご確認ください。

4 発送・納品ご利用の流れ

LR-20A（2ch） LR-07（1ch）

LE-370 LZ-370

コンクリートの圧縮強度確認

品番 規格／タイプ

R16-8501A N 型
（コンクリート用）R16-8502A NR 型

R16-8507A テストアンビル （N・NR 用）
R16-8503A KS 型 （岩盤用）

シュミットテストハンマー コンクリート試験

コンクリート内部の鉄筋位置測定に

品番 規格／タイプ

R26-8511A ５S 型
R16-8533A テストブロック

プロフォメーター 鉄筋探査

品番 規格／タイプ

R16-8500A SIR-EZ

ストラクチャスキャン 鉄筋探査

コンクリート内部の鉄筋位置測定に

コンクリート内部の鉄筋位置測定に

品番 規格／タイプ

RW6-8591A NJJ-95B
RW6-8592A RC レポートメーカー

ハンディサーチ 鉄筋探査

超音波でコンクリートの品質管理

品番 規格／タイプ

R16-8512A パンジット

超音波試験機 コンクリート試験
品番 規格／タイプ

R16-8531A ソルコン CL-1B

塩分濃度測定 コンクリート試験

生コンの塩分濃度測定に

品番 規格／タイプ

R16-8534A 膜厚計　LE-370
R16-8535A 膜厚計（デュアルタイプ）LZ-370

電磁式膜厚計 コンクリート試験

塗装などの被膜厚を測定
LZ-370は非磁性体もOK

単位水量を簡単デジタル測定

品番 規格／タイプ

R16-8670A ダブルチェッカー

生コン単位水量計 コンクリート試験

対象物に押し当てるだけで水分測定

品番 規格／タイプ

R16-8541A HI-520

コンクリート・モルタル水分計 コンクリート試験

生コンの空気量測定に

品番 規格／タイプ

R16-8561A C-280

ワシントンエアメーター コンクリート試験

フレッシュコンクリートの柔らかさ測定に

品番 規格／タイプ

R16-8571A C-273

スランプ試験機 コンクリート試験

2種類の液晶ディスプレイ
幅広い振動測定対応

騒音計・振動計の記録に

品番 規格／タイプ

R16-8161A LR-20A（2ch）
R16-8162A LR-07（1ch）

レベルレコーダー 環境測定

幅広い振動測定に対応

品番 規格／タイプ

R16-8121A VM-52

振動レベル計（検定付） 環境測定

騒音規制法に準じた測定に適応

品番 規格／タイプ

R16-8104A NL-42EX
R16-8101A NL-21

普通騒音計（検定付） 環境測定

VLM-850 HX832D

土壌硬度計 コーンペネトロメーター 

投込式のガス検知器

品番 規格／タイプ

R16-8304A XO-326ALA（酸素）
R16-8330A XOS-326（酸素・硫化水素）

酸素・硫化水素濃度計（５ｍケーブル付） ガス検知器

４つのガスを測定可能

品番 規格／タイプ

R16-8306A GX-2000
R26-8309A XP-302M
R36-8305A GX-2009A

マルチガス検知器（４成分） ガス検知器
品番 規格／タイプ

R16-8201A D-21S
R26-8201A D-51S
R16-8251A HM-30P

PHメーター 水質測定

防水構造、データメモリ機能

河川工事等の濁度測定に

品番 規格／タイプ

R16-8221A TB-25AS（２ｍセンサ付）
R26-8221A TB-31（２ｍセンサ付）

濁度計 水質測定

1台で６項目測定

品番 規格／タイプ

R16-8242A WQC-22A

多項目水質計 水質測定

品番 規格／タイプ

R16-8405A ベーン式風速計 SK-95F
R16-8401A 小型風杯型パルス式風速計 No.26-SP
R16-8402A 風杯型パルス式風速計 No.23-SP
R26-8404A 風向風速計データロガー OT-708
R16-8404A 警報風速計 N-330KH

風速計 気象機器

工事現場での災害を未然に防ぐ

品番 規格／タイプ

R16-8621A 土壌硬度計（山中式標準型）
R16-8611A コーンペネトロメーター S-217

土壌硬度計・貫入試験 土質試験

地盤の強さを測定雨量データを記録紙に保存

品番 規格／タイプ

R16-8431A No.34

転倒ます型自記雨量計 気象機器

雨量データ保存と警報、簡単設置

品番 規格／タイプ

RW6-8432A アメンボ警報システム

雨量計 気象機器

盛土の品質管理に

品番 規格／タイプ

R16-8631A 現場密度測定 S-207

現場密度測定 土質試験

基礎地盤の支持力測定に
必要な強度定数を測定

品番 規格／タイプ

R16-8660A キャスポル（改良型）

簡易支持力測定器 土質試験

対象物に押し当てるだけで水分測定

品番 規格／タイプ

R16-8550A HM-520

木材水分計 水分計

作業環境の浮遊粒子物質の測定に

品番 規格／タイプ

R26-8310A LD-3K2（汎用型）

デジタル粉じん計 環境測定
品番 規格／タイプ

R16-8904A VXD-10（5W）

デジタル簡易無線機 無線機

遠くまで使えるデジタル簡易無線 電話感覚で使える同時通話タイプ

品番 規格／タイプ

R16-8901A VLM-850（同時通話）
R26-8901A HX832D（単信・同時通話）

騒音・振動レベル表示装置 無線機

XO-326ALA XOS-326

※10mセンサと30ｍセンサもあります。

可燃性ガス
酸素
一酸化炭素
硫化水素

ｐH
電気伝導率
溶存酸素
濁度
水温
塩分

D-21S

SK-95F

D-51S

No.26-SP

HM-30P

No.23-SP
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品番 規格／タイプ

R16-8122A VM-53A
R16-8169A 管理ソフト（VM-53A 用）
R26-8169A 騒音・振動報告書作成ソフト

振動レベル計（検定付） 環境測定



現場用品＋レンタル機器RECHNOS  vol.2現場用品＋レンタル機器RECHNOS  vol.2

使いやすい定番の1.5インチプリズム

●オ フ セ ット：0㎜
●プ リ ズ ム 径：1.5インチ（38㎜）
●サ イ ズ：81×72×40㎜
●使用ピンポール：φ9㎜
●付 属 品：ケース、測針器B

（本体装着）

DMピンポール上で
上下スライド。

市販のプリズムポールに
取り付けられます。

（5/8インチネジ）

品番 規格／タイプ 税抜価格

254-2500 PR-15R ￥50,000

 レクノス プリズム
品番 税抜価格

254-2651 ￥17,000�

 プリズム三脚

アルミスタッフやポールなどを自立できるので
作業性アップ

プリズム三脚
エレベーター 400㎜伸

●重量：970g
●収納時：540㎜
●最大：60㎜厚の物が

　はさめます。
※一般プリズムポール・

スタッフ及びピンポー
ルも固定できます。

測量だけじゃもったいない!!
測量以外にも使える多機能アルミスタッフ

50㎜

26㎜

断面

F
反射スタッフ
（5m3段）

E
反射スタッフ
（5m4段）

D
スタッフ

（3m3段）

C
スタッフ

（5m3段）

Ｂ
スタッフ

（5m4段）
スタッフ

（5m5段）

A

車
の
ト
ラ
ン
ク
に
も
積
め
る
持
ち
運
び
に
便
利
な
５
ｍ
最
軽
量
タ
イ
プ

持
ち
運
び
や
作
業
性
な
ど
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
タ
イ
プ

横
断
測
量
に
最
適
な
反
射
タ
イ
プ

最
軽
量
で
コ
ン
パ
ク
ト
な
の
で
取
り
回
し
が
楽
々

本
格
的
な
測
量
作
業
向
け
の
ベ
ー
シ
ッ
ク
タ
イ
プ

裏面
検尺目盛付

裏面
標尺目盛付

裏面
標尺目盛付

標尺目盛付

スタッフ アルミ製
品番 規格／タイプ 全縮（㎜） 重量（g） 税抜価格

252-2001 Ⓐ HSTF-55 5m 5 段 1245 1615 ￥13,950
252-2002 Ⓑ HSTF-54 5m 4 段 1467 1705 ￥13,200
252-2003 Ⓒ HSTF-53 5m 3 段 1868 1740 ￥11,700
252-2004 Ⓓ HSTF-33 3m 3 段 1197 1120 ￥9,050

反射スタッフ（袋付）
品番 規格／タイプ 全縮（㎜） 重量（g） 税抜価格

252-2270 Ⓔ HRS-54 5m 4 段 1458 1630 ￥44,550
252-2271 Ⓕ HRS-53 5m 3 段 1857 1740 ￥41,750

裏表 裏表 裏表 裏表

オレンジ イエロー

使いやすさと安全性を追求
カラーも充実してラインナップも豊富

ピンポールにもポール
にも取付できる

ポール専用の水準器

アルミスタッフ、ポール
など何でも取付OK!!

手持ちタイプの水準器

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

271-3324 OL・平面 （レベル用）
オレンジ

￥25,000

271-3325 OD・球面 （レベル用）
271-3326 OT （トラン用）
271-3327 YL・平面 （レベル用）

イエロー271-3328 YD・球面 （レベル用）
271-3329 YT （トラン用）

三脚

●重量：4.3㎏
●全長：1,710㎜
●収納：1,030㎜

レベル平面用 レベル球面用

トラン用

マルチ水準器
品番 規格／タイプ 税抜価格

252-2268 RS-40B ￥3,000

スタッフ・ポール標尺兼用水準器
品番 規格／タイプ 税抜価格

252-2264 RL-60 ￥2,000

感度：60′/2㎜●感度：40′/2㎜
●ベルト長：250㎜

ピンポール用水準器
品番 規格／タイプ 税抜価格

254-2645 PC-60 ￥4,000

感度：60′/2㎜

φ6㎜・φ9㎜兼用

ポール用水準器コアラちゃん
品番 規格／タイプ 税抜価格

253-2277 RS-40C ￥3,000

●感度：40′/2㎜
●取付サイズ：
　φ25 ～30㎜

軽くて丈夫なポールは使いやすさも抜群！

各種ピンポール＆軽量コンパクトなピンポールスタンド

品番 税抜価格

253-2345① 収納ポール（伸縮式） 
2m 2 段継 ￥2,920

253-2346 3m 2 段継 ￥3,800
253-2348② 収納ポールアタッチメント HSP-A ￥4,800
253-2324 下段 A
253-2325③ アルミ製多段ポール（ねじ込み式） 中段 B ￥2,000
253-2326 上段 C

 測量用ポール各種

①収納ポール

②収納ポール
　アタッチメント
　HSP-A

収納ポールの上
端に取付けると
プリズムポ ー ル
に変身

A B C

③アルミ製
　多段ポール 
　（ねじ込み式） ポールを左右に

回転させ伸縮固
定できます。

φ24㎜

φ30㎜

傾斜地でも垂直にポールを設置。
ポールも隠さず、がっちりホールド！

（Ｌ）（Ｓ）

品番 規格／タイプ 脚長（㎜） 税抜価格

253-2396 PH-S 490 ￥5,500
253-2397 PH-L 860 ￥7,000

 ポールホルダー

ホールド部分は可動式な
ので、傾斜地でも真っすぐ
にポールを立てられます

ポールの赤白部分を
隠しません

●φ26 ～ 32㎜までのポールを取付可能 
ホルダー部分にポールをはめ込むだけ

●収納ポールにも取付可

●脚長：490㎜（PH-S）
：860㎜（PH-L）

●スタンドの先端にキャップ付

ピンポールA

品番 規格／タイプ 税抜価格

254-2570 30㎝ ����￥850
254-2571 50㎝φ 6㎜ ����￥950
254-2572 60㎝ ￥1,100
254-2573     1m

φ 8㎜
￥1,350

254-2574  1.5m ￥2,820

ピンポールA
品番 規格／タイプ 税抜価格

254-2509 PS-180 60㎝× 3 本継 ￥8,800

光波用精密ピンポールB

ピンポール用伸縮スタンドC
品番 規格／タイプ 税抜価格

254-2580���          PT-S1 ￥6,000�

ピンポール用伸縮スタンドC

ピンポールやトラバーピン、精密ピン
ポールを固定できる

●高さ：約20 ～ 35ｃｍに伸縮
　（開脚調整含む）
●φ3.5㎜（トラバーピン）：やや緩め
　φ6㎜（ピンポール）：しっかり固定
　φ9㎜（精密ピンポール）：ややきつめ
●収納サイズ：75×75×230㎜
●重量：222ｇ
●収納袋付

収納袋
品番 規格／タイプ 税抜価格

253-2347 Ⓐ 収納ポールキャリングケース ブルー ￥2,500
250-1098 Ⓑ ロングバッグ グリーン ￥10,000

三脚や収納ポールの持ち運びに便利。
防水素材で丈夫

●1200×140㎜
●収納ポール3本収納可能

●170×170×1350㎜
●収納ポール20本収納可能
●測量三脚も収納可能

A B

スタッフ関連用品 ポール関連用品

光波用精密ピンポールB

すっきり収納できる
ケース付
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収縮時

収縮時

軽くて持ち運びに便利な
ガラス繊維製巻尺

品番 規格／タイプ 税抜価格

211-1694 12-30HRW 030m 　￥5,200��
��211-1693 12-50HRW 0 50m 　￥7,800
��211-1704 12-100HRW 100m ￥15,700

ハヤマキ12

●10N（20℃）
●JIS1級
●テープ12㎜幅
　0.52㎜厚

3倍速

巻取りが速い！ 4倍速巻取の鋼製巻尺 大きい気泡管と数字で写真うつりも抜群

品番 規格／タイプ 税抜価格

211-1701 ① HST10-50 スチールテープ ￥15,730
211-1700 ② HSST10-50 ステンレステープ ￥18,260

スピードテクロン 50m
HST10-50

HSST10-50

4倍速

●50N（20℃）
●JIS1級
●テープ10㎜幅
   0.4㎜厚
●スーパー
　パワーコート

① ②

品番 規格／タイプ 税抜価格

230-4480 ① HEVOX19-55 スチールテープ / ナイロンコート ￥3,600
230-4404 ② HZS19-55 スチールテープ / シリカコート ￥2,590
230-4406 ③ HSS19-55 ステンレステープ / シリカコート ￥4,000

コンベックス　19㎜幅　5.5ｍ

両面目盛の
コンベックス

①

② ③

携帯に便利な
ポケット型 標尺

品番 規格／タイプ 税抜価格

220-3601 MN25-02 ￥2,420

ミニロッドRD（25㎜幅 2m長）

両面引っかけられる
鬼爪仕様

コンベックスとしても
標尺としても使用可能

品番 規格／タイプ 税抜価格

220-3602 MN25-02C ￥2,420

ミニロッドC（25㎜幅 2m長）

使いやすく、お求めやすい普及タイプ 巻尺などでは測りにくい長距離測定に最適

● 測定範囲：5㎝～40m
● 測定精度：±2.0㎜
● 電 源：単4アルカリ電池×2本（付属）
● 重 量：96g（電池含む）
● サ イ ズ：116×47.3×29.3㎜

●ホルスターケース　●電池
●ネックストラップ

デジタルノギス（ホールド機能付）
品番 規格／タイプ 税抜価格

275-4533 No.19974　100㎜
￥6,000275-4534 No.19975　150㎜

275-4537 No.19976　200㎜ ￥8,500
275-4538 No.19977　300㎜ ￥14,000

www.sinwasokutei.co.jp

品番 規格／タイプ 税抜価格

272-4123 LKT-F04BOX ￥14,300

タジマ F04 www.tajimatool.co.jp

（最小読取値：0.01㎜）

a b c d e f 質量
100㎜ 170 061 12 30 50 13 92g
150㎜ 234 077 15 40 62 16 150g
200㎜ 294 090 19 50 62 16 188g
300㎜ 400 100 19 60 62 17 287g

※単位：㎜

文字も大きく
読み取りやすい

ユニット部は防滴。濡れ
ても拭いて乾かせる。

●本体：ステンレス　●電源：SR44（付属）
●液晶表示部：ABS樹脂

●比較測定などができるゼロセット機能付
●ユニット部は防滴構造

4

㎜幅10

3

㎜幅12

●JIS1級
●両面目盛

●JIS1級（表面）

品番 規格／タイプ 測定距離 伸縮サイズ 税抜価格

271-3371 ①
HSM-110 10㎝〜 10㎞

46㎝   〜 98㎝
￥10,200

271-3372 HSM-101 01㎝〜 01㎞ ￥10,500
271-3373 ②

HSM-210 10㎝〜 10㎞
51㎝〜 103㎝

￥12,500
271-3374 HSM-201 01㎝〜 01㎞ ￥14,500
271-3375 ③ HSM-310 10㎝〜 10㎞ 57㎝〜 109㎝ ￥27,000

ステックルメジャー

収縮時

① ② ③

品番 税抜価格

272-3900 ￥14,500

撮影用ワイド勾配計

●サイズ：400×298×30㎜
●重　量：760g
●表示用マグネット：
　・割カード（ベース）140×95㎜…1枚
　・数字カード  75×70㎜…12枚

●表示用マグネット

表示用マグネット
（付属）→

業界最高水準の
防塵防水性能（IP65）

品番 規格／タイプ 税抜価格

272-3881 DL-60IP 600㎜ ￥32,000

デジタル水平器 ●ソフトケース

●表示単位：勾配（％）、角度（°）、立ち上がり（㎜/m）
●読取最小単位：0.1％、0.05°、1㎜/1m
●電源：単4乾電池×2本（付属）
●サイズ：610×60×30㎜／ 780g

●ホールド機能付
●デジタル表示反転機能
●キャリブレーション（校正）機能
●基準角の設定ができるゼロ設定機能

品番 規格／タイプ 税抜価格

272-3815 スラント 100 ￥4,480
272-3710 スラント AL200M　 マグネット付 ￥6,410

土木・建築用勾配計

●精度：±１°
●最小読取角度：２°
●測定範囲：130°～0°～－130°
●測定面にアルミフレーム付

ダイヤルで、勾配（角度）の測定と設定ができる

●カマボコ型気泡管
●蓄光シート採用

●感度0.5㎜/m＝0.0286°
●精度±1.5㎜/m＝±0.0859°以内

品番 規格／タイプ 税抜価格

272-3875 38㎝ ￥3,740
272-3876 45㎝ ￥4,000
272-3877 60㎝ ￥4,600

アルミレベル L-270
品番 規格／タイプ 税抜価格

272-3878 38㎝ ￥5,770
272-3879 45㎝ ￥6,080
272-3880 60㎝ ￥6,680

マグネット付アルミレベル L-270M
www.kod-level.co.jp

品番 規格／タイプ 参考価格

272-3943 ① MLN-50 ￥10,800
272-3945 ② ML-50 ￥8,300
272-3950 L3-50（替糸） ￥2,650

メガライン

3㎜幅の鮮明なラインが引ける

●糸は筒編で粉の含みがよい
●粉の残量が見えて巻き取りも
　速い（MLN50）

●糸の太さ3㎜  ●糸の長さ50m

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

272-3970 500g 白 ￥1,600

屋外チョークパウダー

雨・水に強い!

粉：炭酸カルシウム／定着材

●屋外のコンクリート、アス
ファルト、鉄骨などに

●チタン配合で雨や水に濡
れても消えにくく、発色
が良い

●各社のチョークライン、画
線器に使用できます

定番のアルミ製箱型レベル

メジャー関連用品 測量関連用品

表面：20㎝紅白ポール目盛
裏面：5㎜単位標尺目盛

表面：ミリ単位目盛
裏面：20㎝紅白ポール目盛

①

②

目印用のビニールテープ

構造物の内径証明撮影に最適

品番 規格／タイプ 税抜価格

250-1250 SR-40 長さ   27 〜   40㎝ 　￥3,850
250-1251 SR-60 長さ   37 〜   60㎝ 　￥4,250
250-1252 SR-100 長さ   57 〜 100㎝ 　￥5,350
250-1253 SR-180 長さ   97 〜 180㎝ 　￥6,950
250-1254 SR-340 長さ 177 〜 340㎝ 　￥9,700
250-1255 伸縮ロッドセット 60㎝ /1m/1.8m/3.4m ￥28,400

伸縮ロッド

●伸縮式のコンパクトな標尺
●表と裏で目盛位置を替えてあるの

で状況に合わせて使い分け可能
●セット品は収納袋付

65㎜幅×12㎜厚、アルミ製裏

表

品番 カラー 規格／タイプ

275-4701 白

15㎜幅
50m 巻

（1 組 20 巻）

275-4702 赤
275-4703 青
275-4704 黄
275-4705 桃
275-4735 緑
275-4736 白

30㎜幅
50m 巻

（1 組 10 巻）

275-4737 赤
275-4738 青
275-4739 黄
275-4740 桃
275-4741 緑

税抜価格

￥5,000

目印用ビニールテープ（無地）

テープに粘着性はありません。
手でちぎることができます。

材 質：ポリ塩化ビニールフィルム
厚 み：0.08㎜
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驚異的な応答速度、高精度でタフなボディ

品番 規格／タイプ 税抜価格

502-1821 ① 表面温度セット TNA-1100 ￥33,500
502-1822 ② 高温用表面セット TNA-1100H ￥39,600
502-1823 ③ 内部温度セット TNA-1100B ￥30,600
502-1824 ④ 表面・内部センサセット TNA-1100C ￥39,600

デジタル温度計セット

●測定範囲：－99.9～1200℃
●表示分解能：0.1℃／1℃自動切替 
●電　　源：（9V）電池×1本（付属）
●寸　　法：42×187×24㎜
●重　　量：約170ｇ（電池含む）

●センサー測定範囲 
①  －50～200℃

　②  －65～500℃
　③－100～500℃
　④  －50～200℃／－100～500℃

一般仕様■セット内容（TNA-1100）
●本体 TNA-110（ケース付）
●温度センサ TNA-1
●延長用補償導線 TNA-4

被覆センサ

●4chデータロガー本体
●データロガー用マウント
●セキュリティ錠
●防水ターミナルボックス
●取付金具
●ＳＤカード・ミニUSBケーブル
※センサは別売です

testo176T4
測 定 範 囲 －200 ～ 400℃
分 解 能 0.1℃
メ モ リ 2, 000, 000
記 録 間 隔 1秒～ 24時間
バッテリ寿命 8年
動 作 温 度 －20 ～ 70℃
外 形 寸 法 103×63×33㎜
質 量 230ｇ
電 源 5903リチウム

電池×1（付属）

セット内容

品番 規格／タイプ 税抜価格

552-3933 φ0.32㎜×100ｍ ￥18,000
552-3934 φ0.65㎜×100ｍ ￥24,000

被覆センサ（T熱電対）

品番 規格／タイプ 税抜価格

552-3931 HTS-DS ￥102,000 ▲

4ch温度データロガーターミナルシステム

センサの加工方法
被覆熱電対センサ（別売）
を必要な長さにカットし、
被覆を剥ぎます。

●電　　源 : 単4電池×4本
●電池寿命 : 連続150時間使用可能
●サ イ ズ : 175（H）×66（W）×25（D）㎜
●重　　量 : 200g（乾電池含）

●ソフトケース
●乾電池4本
●取扱説明書

小型・防水で屋外でも使えるデータロガー（1ch）

TR-51i TR-52i

品番 規格／タイプ 税抜価格

520-2037 TR-5106 おんどとり用センサ テフロン被膜センサ
センサ長600㎜ TR-52用 ￥3,800

520-2074 TR-5220 ステンレス保護管センサ
ケーブル2ｍ センサ長185㎜ ￥5,600

520-2038 TR-2C30 おんどとり用センサ 延長ケーブル
ケーブル長3m TR-52用 ￥2,800

オプション（TR-52i用）

おんどとりJr.
品番 規格／タイプ 税抜価格

520-2032 TR-51i センサ内蔵タイプ ￥12,800�
520-2033 TR-52i センサ外付タイプ / センサ長 600㎜ ￥14,800
520-2034 TR-50U2 コミュニケーションセット※ ￥15,000

www.tandd.co.jp

アスファルト舗装の温度管理におすすめ

品番 規格／タイプ 税抜価格

502-2030 SK-1260　  （本体＋ソフトケース） ￥22,500
502-2031 SK-S100K　（標準 − 100 〜 300℃） ￥8,500
502-2034 SK-S103K　（アスファルト      0 〜 300℃／ SUS 耐熱コード） ￥16,500
502-2036 SK-S106K　（アスファルト      0 〜 300℃） ￥14,000
502-2038 SK-S301K　（静止表面      0 〜 300℃） ￥14,000

メモリ機能付防水型デジタル温度計 www.sksato.co.jp

●電　　源 : リチウム電池（CR2）
　　　　　  1本付属
●サ イ ズ : 62×47×19㎜
●重　　量 : 約55g

●安心の2年間保証　●数字が確認しやすい大型ディスプレイ
その他

200万データの大容量内蔵メモリ
データ回収はSDカードまたはPC接続
エラーなどを防ぐために本体操作は最低限に

1 データロガー

メーカーHPでダウンロード
本体の設定・記録データのレポート作成が可能

2 無償ソフトウェア

ケースごと単管などに固定可能
番線などで固定ができる取付金具付き

3 設置も簡単

現場に放置しても安心の防水性能
※データロガー本体IP65、防水ケースIP54

4 防塵防水 IP65※

電池交換の手間が省ける
※測定間隔15分／ 25℃での使用

5 バッテリ寿命8年※

センサは使用する長さだけカット
熱電対の100m巻センサを使用できるので
1mあたり180 ～ 240円と低コスト

6 交換センサが経済的

コンクリート養生温度計・アスファルト温度計
妥協しないプロのために開発されたG700
現場仕様が凝縮された本物の道具

品番 規格／タイプ 税抜価格

291-7171 RICOH G700 　￥99,000
291-7172 RICOH G700 安心保証モデル ￥108,000

リコー G700 www.ricoh.co.jp

●サイズ：300×218×15ｍｍ
●A4サイズ　６穴
●材質：紙、EVA
●出荷単位：1冊（1箱30冊）

●2箇所の窓で内容物が分かる
●CD2枚収納可能（スリムケースなら4枚収納可能）
●ファイリング時に背マクラが不要
●表紙は厚みのある紙を採用し丈夫な作り

電子納品に最適!!

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

273-5365 SH-1 赤
￥1,750273-5366 SH-3 白

273-5367 SH-2 黄

スポットマーカー　ペンタイプ

使用方法 ①キャップをしてカチカチ音が
　するまでよく振ってください。
②容器を押して液量を調整しな
　がらご使用ください。

書きやすいペンタイプ

●水性ペイント
●サイズ：φ15×130㎜

●細字／プラ芯
●5本入

www.konoe.co.jp

水性

土木・建築に便利な測量プログラムが満載!!

品番 規格／タイプ 税抜価格

271-4120 オリジナル 本体 + 説明書 + 管理野帳 1 冊 　￥39,800
271-4123 ライト 本体 + 説明書 ￥29,800

すぐるくん 5800

●300点の座標登録機能＆道路
設計プログラムが充実

●座標管理帳（付属）で座標登
録機能をサポート

オリジナル版

ライト版
●厳選されたプログラム＆コス

トパフォーマンス

●160×91㎝
●ユポ紙24枚

耐水性抜群の合成紙を採用し、
水や汚れに強い!!

●有効画素数：約1,210万画素
●ズ ー ム：光学5倍、デジタル4倍
●集 点 距 離：28 ～ 140㎜相当（35㎜換算) 
●電 源：専用充電池、単4アルカリ電池×2本
●記 録 媒 体：SD/SDHC/SD WORM

内蔵メモリー（103MB）
●サ イ ズ：118.8（W）×71（H）×41㎜（D）
●重 量：約310g（バッテリー等含む）
●撮影モード：CALSモード搭載

※CDは付属しません

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

291-6845 HCD-100 グレー ￥900

ディスク収納フォルダー

極太丸芯でぶっとく書ける
コンクリート・アスファルト・金属にも

油性 線幅4㎜

●油性顔料
● サイズ：φ28×162㎜
●太字／丸芯
●6本入

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

273-4114 MB-R 赤
￥3,600273-4115 MB-W 白

273-4116 MB-B 黒

ミスタービル ｗｗｗ.sailor.co.jp

品番 規格／タイプ カラー 税抜価格

273-5371 SM-1 赤
￥3,000273-5372 SM-3 白

273-5373 SM-2 黄

スポットマーカー　筆タイプ

手を汚さない、太く書ける
測点文字・境界マーク・工事検査用

※用途により適度に水でうすめてください。

●筆の後始末不要（硬化しない）。
●使用中容器が倒れてもペイントは流出しない。
●水性なので、水で適度にうすめる事もできる。

水性

●水性ペイント
●サイズ：φ28×160㎜
●筆タイプ
●5本入

www.konoe.co.jp

※すぐるくん5800は電池切れでも
　プログラムは消えません

M.B.S防水用レベルブック
品番 規格／タイプ 入数（冊） 税抜価格

291-6801 ユポ紙 10 ￥3,900

記録用品

※導入時に1セット必要
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持ち運びしやすい
一体型収納ケース

海岸・河川工事、測量時の事故防止に

品番 規格／タイプ 税抜価格

550-2494 PC-51D ￥19,800

風速計ミニ

●測定範囲: 風速1.1 ～ 20m/s 
温度－15 ～ 50℃

●電　　源:CR2032×1個（付属）
●寸　　法:47（H）×144（Ｗ）×26（D）㎜

（折タタミ寸法)
●重　　量:約95g 

品番 税抜価格

550-3307 ￥12,000

ストライクアラート

60km以内の
雷の接近が分かる

●電源： 単4電池×2本（付属）
●寸法：70×51×21㎜
●重量：75g（電池含む）
●大型クリップ付
●防滴

オーシャンC-Ⅲ型

●作業用救命胴衣（小型船舶兼用）
●型式承認番号：第3671号
●胸　囲：120㎝まで
●適応体重：90㎏　●浮　力：9.0㎏
●備　考：サイドアジャスト可能
  　　  　ポケット１ヶ付
●重　量：390g

背面

品番 税抜価格

274-4721 ￥5,500

          品番   規格 / タイプ 税抜価格

420-2015 HO-CK1 ￥10,000

簡易漏油処理キット

セット内容：
●コンテナボックス（50×38×18㎝）
●オイルキャッチャー（50×50㎝／10枚）
●フロアーマット（50×90㎝／1枚）
●ペーパータオル（50枚）　●ゴム手袋（１双）
●廃棄用ビニール袋（２枚）

●漏油の緊急時に必要なアイテムが同梱
●コンテナ入りなので保管や持ち運びに便利
●オイルキャッチャーで油を効率的に吸着
●緊急車両などの常備用に最適

コンテナ入の
簡易漏油処理キットで
車載しやすく、
素早く対応

回転灯 取付金具
単管や壁などへの
設置に便利!!

品番 規格／タイプ 税抜価格

520-2509 回転灯取付金具 L-3A 　￥1,700

別売オプション（必須）

（ログデータの取得・確認に必要です）

品番 規格／タイプ 税抜価格

520-2502 雨量計用ソフトウェア RF-00S1 　￥7,000
520-2507 USBシリアル交換ケーブル REX-USB60F 　￥5,800
※１ RS-232Cケーブル付属　※２ パソコンのUSBポートにRS-232C機器を接続

※１

※2

●電　源：AC100V（システム全体）
　　 　   単4×2本（アメンボ RF-3）
●回転灯：最大90dBの全方向型
　　   　 電子アラーム音で警報
●ボックスサイズ: 280×332×150㎜
●アラーム切替スイッチ付（連続/断続）

※仕様は変更の可能性があります。

接続ケーブル：約 10m

計量マスのみ

接続ケーブル：約10ｍ(2sq)
（警報システム付属）

アラーム
電子音内蔵
電球回転灯

ACA-100SR

AC100V

雨量記録監視装置
RF-3

動作確認用
テストボタン

警報出力ユニット
RF-00P1

1 雨量警報システムがワンセット!!
2 現場での取付・設置が簡単!!
3 アラーム回転灯が標準付属!!
4 雨量データをPCで管理!!
5 お持ちの雨量計を利用可能!!

配線済で取付、設置が簡単な雨量警報システム

※本誌の記載内容は、2014年5月現在のものです。
※価格、仕様などは、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

品番 規格／タイプ 税抜価格

520-2508 本体一式＆回転灯 ￥95,000

アメンボ雨量警報システム

品番 規格／タイプ 税抜価格

520-2353 計量マスのみ
社内検査付　 　￥75,000

520-2354 気象庁検定付 　￥80,000

転倒マス型雨量計（10mケーブル付）

用品のお買い求めはこちらまで

環境機器関連用品


