Leica Rugby 810, 820 & 840
現場で頼れるタフな
コンストラクション・レーザー

Leica Rugby

現場で頼れるタフなコンストラクション・レーザー
Leica Rugby コンストラクション・レーザーは、単なるレーザー製品ではありません。高性能で
多機能、
クレバーなソリューションは、現場のパフォーマンスを大幅に向上します。
Rugby レーザーは、包括的なソリューションを提供する ライカジオシステムズの intelligent
CONstruction (Leica iCON) 製品の１つです。

高いパフォーマンスで
作業員をサポート
これまでよりも簡単・スピーディ
な作業を実現 - 測定ミス
を防ぎます！
■■ スマートターゲット：ボタン１つで自動的
に正しい水平・鉛直・2軸勾配を設定
■■ スマートロック
（追尾）
：レーザー位置をリ
アルタイムで監視・修正。致命的なエラー
やレーザー位置が変わっていないかを検
知。

Smart
Targeting

ユニークな電源コンセプト
比類ない柔軟性 供給が可能です！

いつでもどこでも電源

■■ 高性能で耐久性の高いリチウムイオン電
池コンセプト
■■ Leica Rugby ファミリーで交換可能なバッ
テリーパック
（アルカリ電池とリチウムイオ
ン電池）
■■ 場所を選ばないバッテリー充電 – 車
内 (12V/ジェネレーター) やソーラーパネ
ルによる晴天時の屋外での充電
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業界トップクラスの
堅牢なレーザー
現場で実証された製品設計 - 耐
久性、堅牢性の高いハウジングは、過
酷な環境でも信頼度の高いパフォー
マンスを提供します。
■■ IP68（防塵・防水レベル）、および
最高基準である米国ミリタリーグ
レードの認証も取得
■■ 信頼の品質： ライフタイム保証、５年間ノーコスト保証、２年間のノック
ダウン保証
MIL STD

IP68

810G

高性能、汎用性、
クレバー
‒ 単なるレーザー製品ではあり
ません
ユニークなアクセサリーを付属した高性能
なコンストラクション・レーザーは、卓越した
パフォーマンスを提供します。
■■ Rugby 820/840 は水平/多目的レーザ
ーで水平敷均し作業、その他様々なアプ
リケーションで活用可能
■■ RC 800 リモートコントロールで Rugby
の機能が拡張し、
スロープでのセミオー
トマチックのグレードレーザーとして使
用可能
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Leica Rugby

適切、早い、
タフ 現場に合う Rugby を選択してください
Leica Rugby レーザーは、建築・建設現場における最も堅牢な回転レーザーです。従来より水平
（ろく）、通り
（たち）、直角（おおがね）作業を短時間で終えられるだけでなく、
コスト管理上、致命
的なエラーや修理等にかかるダウンタイムを短縮します。  

Leica
Rugby 810

Leica
Rugby 820

簡単な敷均し
■■ シンプルで信頼できるワンボタン・レーザーに
よって、オペレーションミスを防止
■■ マニュアル傾斜アダプター使用で、45°まで
１軸傾斜が可能
■■ ハイパフォーマンス受光器 Leica Rod Eye
140  -  12 cm の受光部による素早いレーザ
ー検知

高い堅牢性 ‒
スロープで発揮される卓越した
パフォーマンス
■■ 基礎やフーチング施工のためのコンクリート
型枠作業での天端レベルにおける最高の作業
効率を発揮
■■ Leica Rod Eye 180 RF 受光器のスマートター
ゲット機能、
スマートロック
（追尾）機能を使用
した1軸ないし2軸のオートスロープ
■■ RC 800 リモートコントロールを利用した、セミ
オートマチックの勾配のデジタル入力
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汎用性の高い
コンストラクション・レーザー

Leica
Rugby 840

■■ 水平（ろく）、通り
（たち）、直角（おおがね）作業で
最高のパフォーマンスを発揮
■■ スマートターゲット：1軸および2軸勾配で勾配
の終端に受光器を据えれば自動的にレーザー
光が受光器を探し、正しく勾配設定が可能
■■ スマートロック
（追尾）
：さらにスマートロック機
能ならその受光器の高さ、位置を追尾
■■ Leica Rod Eye 180 RF 受光器とリモコン
RC 400/800 はケースで持ち運びでき、併用す
ることで多くの用途で活用

Smart
Targeting

セミオートマチックの
勾配デジタル入力
■■ RC 800 リモートコントロールで勾配をデジタル
表示、Rugby 820/840 のパフォーマンスを向上
■■ ボタン１つで簡単・スピーディに１軸および２軸
勾配をデジタル表示
■■ ユニークなスマートスロープ機能は時間と温度
の変化を継続的に監視し、一日を通して高精度の
パフォーマンスを実現
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Leica Rugby

最適なソリューションで建築・建設現場をサポート
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1

土地の敷均し
重機との組み合わせで敷地の敷均し作業を簡
単に実施。

4

型枠の倒れ確認
型枠の倒れを確認するときに基準となる位置を自
動的に示すスマートターゲット機能。

2

デジタル表示による勾配チェック
RC 800 リモートコントロールによるセミオー
トマチックのデジタル入力。

5

間仕切り設置
壁や型枠の通り芯の位置を自動的に示すスマート
ターゲット機能。

3

車庫や進入路の水勾配設定
1軸および2軸で自動的に勾配に合わせたレー
ザー照射が行えるスマートターゲット機能。

6

コンクリート打設
デジタル読み取り機能を使ったコンクリートの高さ
チェック。
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7

丁張り
（遣り方）
丁張り板に取付けて建物の位置と方向をチ
ェック。

8

基礎型枠天端レベルチェック
基準の高さを使ったレベル出し。

9

外壁工事の通り出し
外壁工事の際に出入りの基準となる通り芯
をレーザー光で照射。

 ッキやスラブのレベル出し
10 デ
デッキやスラブのレベル出しが容易で正確。  
デジタル読み取り機能を使って差異を数値で表示。
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Leica Rugby

アクセサリー

Leica Rod Eye の受光器とアクセサリーは、あらゆる一般建設、建築用途でのソリューションを提供
します。高い基準のもと設計され、難しい手順を踏むことなく Leica Rugby と共に使用することが
できます。

Leica
Rod Eye 180 Digital RF

Leica
Rod Eye 160 Digital

■■ 無線機能内蔵、数値によるデジタ
ル読み取り、0.5 mm精度とアンチ
ストロボ機能（外乱、光誤作動防
止）

■■ 数値によるデジタル読み取り、0.5mm 精度と数値
によるデジタル読み取り、0.5mm 精度とアンチス
トロボ機能（外乱、光誤作動防止）
■■ 基準高に対してプラス/マイナス表示

■■ 現場を支える高性能なツール：
– 1軸および2軸勾配で勾配の終端
に受光器を据えれば自動的にレ
ーザ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

Leica
Rod Eye 140 Classic
■■ Leica Rod Eye の汎用性の高いパフォーマンス
- レーザー探知を容易にする 12 cm の受光範
囲

Smart
Targeting

プラグアンドプレイ - 賢いアクセサリーで完璧なセッティング

A220 バターボードクランプとアダプター：
バターボード（遣り方）
クランプとアダプターによって水糸 要
らずのシンプルな作業ができます。受光器用 90°アダプター
はメインのクランプに取付けて保管できます。
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A240 手動スロープアダプター：
Leica Rugby の手動モードで、1軸 90°まで
設定することができます。

A280 壁面アダプター：
壁面装飾作業に最適です。壁面ブラケット2点と
受光器用 90°アダプターバターボード（遣り方）
クランプから成ります。

製品仕様

技術仕様

Rugby 810

Rugby 820

Rugby 840

主な機能

自動整準
別売手動スロープアダプター
使用で、1軸勾配手動設定

自動整準
2軸勾配手動設定

自動整準
鉛直横置き
2軸勾配手動設定

スマートターゲット

–

スマートロック

–

測定範囲（直径）

Smart
Targeting

1.300 m

1.300 m
± 6°

自動整準範囲
スキャンモード

1.300 m

± 1.5 mm @30 m

自動整準精度*
回転速度

Smart
Targeting

10 rps

10 rps

–

–

0, 2, 5, 10 rps
10°
, 45°
, 90°

635 nm（可視光）

レーザーダイオード / クラス

235 × 238 × 190 mm

サイズ (H × W × D)

3.0 kg

重量（バッテリー含）

アルカリ単1乾電池形4本 / リチウムイオン充電池パック

バッテリー（アルカリ/充電式）
稼働時間**

60 時間 / 50 時間 @ 20 °
C

（アルカリ/充電式）

–20 °
C  ～  +50 °
C

使用温度範囲

–40 °
C  ～  +70 °
C

保管温度範囲

IP 68 / MIL Standard 810G

耐久性
レーザークラスおよび安全性
RC 400 リモートコントロール
測定範囲（直径）

–

–

100 m

RC 800 リモートコントロール
100 m

測定範囲（直径）

100 m

* 気温 25 °
C での精度   ** 稼働時間は使用時における周囲の環境によって変わります。

レーザー受光器
Smart
Targeting

技術仕様

Rod Eye 140 Classic

Rod Eye 160 Digital

作動範囲

1.350 m

1.350 m

Rod Eye 180 Digital RF
1.350 m

拡張受光範囲

120 mm

120 mm

120 mm

超高精度（ウルトラファイン）

–

± 0.5 mm

± 0.5 mm

高精度（スーパーファイン）

± 1.0 mm

± 1.0 mm

± 1.0 mm

普通精度（ファイン）

± 2.0 mm

± 2.0 mm

± 2.0 mm

粗精度（ミディアム）

± 3.0 mm

± 3.0 mm

± 3.0 mm

–

± 5.0 mm

± 5.0 mm

検知精度

超粗精度
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PROTECT by Leica Geosystems
We always protect your success!
PROTECT
by Leica Geosystems

Lifetime
Warranty

5 Years
No Cost

Certified
Quality

Swiss
Technology

ライカジオシステムズは、包括的な技術
的知識のみならず、お客様のニーズに
お応えすることを第一に考えています。
現場のプロフェッショナルと緊密に協力
してきた結果、お客様のご期待に沿え
るユーザーフレンドリーな製品をお届
けすることができます。
私たちの製品は、高い水準の信頼性、精
度、堅牢性を兼ね備え、使用される環境
下において、より生産性が向上するよう
設計されています。PROTECT by Leica
Geosystems は、ユーザーの皆様がい
つでもどこでも信頼しうる “ベスト・イ
ン・クラス” のサービスを提供します。

Lifetime Manufacturer’s Warranty
私たちの約束 – お客様の安心のために
ライフ・タイム製品保証は、製品の品質と信頼性を保証するもの
です。しかし、製品上、製造上の問題に起因する不具合が発生し
た製品に対し、無償修理や無償交換を行います。
5 year No Cost period
エキスパートによる広範囲のサービス
通常の使用状況下で発生した製品不具合やそのサービスは、保
証期間内であれば無償となります。
2年間のノックダウン保証期間ではさらなる安全を確保すること
ができます。万が一 Leica Rugby が現場で落下した場合でも、保
証期間内であれば修理コストがカバーされます。

PROTECT は、
ライカジオシステムズの国際製造業者保証および PROTECT に定められた
一般条件が適用されます。詳細はこちらを参照してください：
www.leica-geosystems.com/protect
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Certified Quality
確かな信頼
Leica Rugby は ISO 1712-6 に従い点検・
調整後出荷されます。つまり、厳しい環境に
あっても高精度のレーザー製品を安心して継続的に使用
することができます。
Leica Rugby は真に信頼できるコンストラクション・レーザ
ーです。
Swiss Technology
革新的な製品とベストクオリティ
私たちの製品は、世界中の最先端の設備でスイス プレシジ
ョン、つまり卓越したクラフトマンシップと最先端技術によ
り製造されています。
開発時から製造までのすべての段階において、継続した広
範囲にわたる試験が行われ、高いスタンダードを満たす精
度と品質を提供します。

Leica Geosystems intelligent CONstruction
ベストなパフォーマンスを実現

建築現場を十分に理解することで、
ワンランク上のパフォーマンスを実現できます。Leica Rugby はライカジオシステムズの
intelligent CONstruction (iCON) 製品の１つで、建築・建設作業ワークフローを通して作業効率と生産性向上をサポー
トします。

iCONstruct

iCONtrol

ユニークなアクセサリー
を併用することで、比類
ない作業パフォーマンス
を実現します。

重機と連動する回転レ
ーザーによって、
さらな
る作業効率向上が期待
できます。

■■ 耐久性と堅牢性
■■ 汎用性
■■ 信頼性
■■ 交互互換性

■■ 長距離のレベリング
作業における高いパフォーマンスと精度
■■ 高い信頼性とシ－ムレスな受光器との接続

iCONsult

iCONnect

セールス・サポートネッ
トワークが、現場作業
に適した intelligent
CONstruction (iCON)
のアドバイスを提供し
ます。

回転レーザーは、
intelligent
CONstruction 製品や
ソリューションと違和
感なく統合が可能で
す。

■■ 最高クラスのサービス体系の PROTECT by
Leica Geosystems
■■ 個別サービス
■■ プロフェッショナルによるコンサルタント

■■ リアルタイム・レーザーモニタリングと修正
■■ 高精度を実現するリアルタイム・データ
■■ ダウンタイムの短縮
■■ 高い生産性

Understanding construction.

高い操作性、耐久性、精度、そして信頼 - ライカジオシステムズの Rugby  コンストラ
クション・レーザーとアクセサリーは、人員や材料などの有効利用で高い生産性を実現
します。
Leica Geosystems - when it has to be right
およそ200年にわたり計測・測量の製品および技術で変革を生んできたライカジオシス
テムズは、世界中のプロフェッショナルに向けて新たなトータルソリューションを開発し
ました。優れた製品と革新的なソリューションの開発で知られているライカジオシステ
ムズは、地理空間情報の利活用において、航空・防衛・安全・防災・建設・製造など実に多
岐にわたる業界のプロフェッショナルから信頼を得ています。ライカジオシステムズは
高精度で正確な機器、洗練されたソフトウェア、そして信頼できるサービスで、社会の発
展に貢献していきます。
ライカジオシステムズは Hexagon（ナスダック・ストックホルム：HEXA B;
hexagon.com）のメンバーで、地理空間および企業アプリケーションに最高の品質と生
産性をもたらす情報技術を提供するグローバルカンパニーです。

イラスト、説明、技術データは変更されることがあります。無断複写・複製・転載を禁じます。
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2015.
808848ja – 01.16

Leica iCON build
Custom-built Solutions for
Building Construction

Leica Rugby 880 & 870
Ultimate grade reliability
and accuracy

intelligent

796259en - II.12 - galledia

C On s t r u c t i o n

www.leica-geosystems.com/icon

Leica iCON
build

Leica Rugby
880 & 870

Leica Rugby 製品、サービスについてはこちらを参照してください：
www.leica-geosystems.co.jp

〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル18F   Tel. 03-6809-4925

leica-geosystems.co.jp

