Leica Rugby 880 / 870
最高の信頼性および精度

Leica Rugby 880 / 870
敷地での全用途に適したレーザー
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勾配チェック
簡単に高い信頼性で勾配をチェックします

4

敷地造成
勾配および平地での作業用の自動マシン コントロ
ール システム

2

傾斜路および進入路の勾配
Rugby の使いやすいユーザー インターフェー
スによる自動的な勾配制御への入力

5

型枠の鉛直性
Rugby 880 を使用すれば型枠を簡単に鉛直通り芯
出しができ

3

駐車区域
単勾配および二軸勾配により駐車区域から適
切に排水が可能です

6

コンクリート打ち
コンクリートの高さをチェックし、数値表示機能を使
用してオフセットを明確に表示します

あなたに適したツールは
どれでしょうか?
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機能 / 要素
測定範囲 (直径)

Rugby 880

Rugby 870

1300 m まで

1300 m まで

一軸
二軸

5

マシン コントロール
水平整準
鉛直通り芯だし

6
Axis
Alignment

軸設定
スマート ロック

Smart
Targeting

Auto
Calibration

スマート ターゲティング
オートマチック キャリブレ
ーション
MIL STD

IP68

Li-Ion

810G

IP 68 / MIL-STD

リチウムイオン電池
リモコン
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駐車用安全地帯
作業現場の要件に適合するように駐車区域
の型枠を設定

8

型枠の整準
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
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Leica Rugby 880 / 870
最高の信頼性および精度
常に信頼できるフルオートの本格的勾配レーザー

Rugby 880

Rugby 870

2 軸勾配レーザー

1 軸勾配レーザー

用途の柔軟性

効率的な勾配施工

いつでも高い信頼性を維持

用途の柔軟性

効率的な勾配施工

あらゆる条件で正確に動作:

生産性と用途の柔軟性が増大:

■■ Leica Rugby は過酷な作業現場でも高
いレーザー精度を継続的に保証する、
マーケットで唯一のレーザー製品です

■■ 汎用的なリモコン RC800 を使用す
れば、勾配の変更が必要な場合にも
簡単に対応できます

かつてない簡単さで勾配の施工が可
能になりました。Leica Rugby 880
および 870 レーザーを使用すれば、
直ちに仕事を開始できます:

■■ すべてのレーザー製品は、規格に従っ
て、恒常的な精度を達成できるかどうか
試験され、正式の精度証明書を付けて
出荷されます

■■ より高精度の施工が必要な場合に
は、方向軸設定機能により、
自動的
にレーザー軸が勾配杭の位置に調
整されます

■■ 直感的なインターフェースと大型
ディスプレイにより、勾配施工の
用途ですばやく、間違いなく数値
設定できます。

■■ 高性能のリチウムイオン電池により、作
業可能な時間が長くなり、充電時間も短
くて済みます
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■■ 造成と構成の時間を削減します

リモコンおよびレーザー受光器

Leica RC800 リモコン
■■ Leica RC800 リモコンを使用して、
300 m 先までレーザーの状態を把握します
■■ これはRugby本体から遠く離れた場合に使用します

Leica Rod Eye 180 Digital RF

信頼性の高い勾配制御

最も低い所有コスト
ライカ ジオシステムズでは、Rugby 880
および 870 に対し、他に類を見ないレベ
ルの保証を提供しています。
■■ PROTECT by Leica Geosystems に
は、
ライフ タイム製造保証、5 年間の
無償修理および 2 年間のノックダウ
ン保証が含まれています。
■■ IP 68 MIL-STD 規格への適合性が検
査済みの、酷使に耐えられる頑丈なレ
ーザー製品
■■ 長持ちするリチウムイオン電池
■■ 世界各国でのサービス サポート

■■ 無線リモート機能、数値表示機能、0.5 mm の精度
およびアンチストロボ機能を備えた最高級の受光
器
■■ このレーザー機器に含まれるインテリジェンス:
■■ 受光器に合わせて、
自動的に Rugby の軸を調
整します (方向軸設定)。
■■ 受光器を使用して Rugby 880 および 870 を
簡単に校正します (自動校正)
■■ 受光器が自動的にレーザー面を調整します (ス
マート ターゲティング)
■■ リアルタイムでレーザー面を監視、補正します (
スマート ロック)

Leica Rod Eye 160 Digital
■■ Rod Eye 160 は数値表示装置、0.5 mm の精度お
よびアンチストロボ機能を備えた本格的な受光器
です
■■ 高さを数値として捕捉するので、お手軽です

Leica Rod Eye 140 Classic
■■ 搭載されている 12 cm の受光ウィンドウを使用し
て、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受
光できます
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PROTECT by Leica Geosystems
We always protect your success!

包括的な技術知識に加え、
カスタマー
のニーズや要求の全体像を捉えること
を、
ライカ ジオシステムズでは重要視し
ています。プロフェッショナル ユーザー
との緊密な協働により、使い勝手がよ
く、期待を十分に満たす製品が開発、製
造されています。
弊社の製品は、最も過酷な作業現場の
条件においても高い信頼性、精度およ
び堅牢性を提供します。また、生産性を
向上させ、お客様が大きな成功を収め
ることができるようにします。PROTECT
by Leica Geosystems は、弊社がいつ
どこでもお客様をサポートする、
この製
品分野で最高のサービスを提供いたし
ます。

ライフ タイム製造保証
安心してお使いいただけます
ライフ タイム保証では、弊社製品の品質および信頼性を保証して
います。しかし、万一素材または仕上がりの不良により装置が故
障した場合は、無償で修理または交換いたします。
5 年間の無償修理
スペシャリストによる包括的サービス
*購入から 8 週間以内に http://myworld.leica-geosystems.com
でお使いの Leica Rugby を登録すると、
この業界随一のサービ
スが 2 年から 5 年に延長されます。
2 年間のノックダウン保証により、
さらに保証が行われます。お使
いの Leica Rugby が作業現場で予期せず転倒した場合、
ライカ
ジオシステムズでは内蔵の自動整準システムの修理費を負担し
ます。
PROTECT は、www.leica-geosystems.com/protect に規定されている Leica Geosystems
International の Limited Warranty (限定保証) および PROTECT の General Terms &
Conditions (一般取引条件) に従います。
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保証品質
保証されている信頼性
Leica Rugby は ISO 17123-6 に従っ
て校正、試験されています。このため、過酷な現場条件に
おいても、高い精度が維持されます。Leica Rugby は保
証内容どおりの製品です !
Swiss Technology
画期的な製品と最高の品質
Swiss Technologyには、信頼性があります。わたしたちの
多国籍オペレーションは最先端の製造設備を有し、Swiss
Technologyが持つ精度、つまり、卓越したクラフトマンシ
ップと最新技術から製品を生み出しています。開発から
製造までのすべての段階において、広範囲に渡る継続的
な試験を行うことで、社内で設定された高い基準の精度
や品質をクリアした製品を製造しています。

テクニカル データ
Rugby 880 / 870

ライカ ジオシステムズによる
intelligent CONstruction は
パフォーマンスを改善します

iCONstruct
このインテリジェントな回転レーザー製品は、
ユニークなアクセサリーと相まって、用途で比
類ないパフォーマンスを示します。
■■ 頑丈で堅牢
■■ 汎用的
■■ 高い信頼性

Rugby 880

自動整準
勾配設定機能
自動整準の精度
測定範囲 (直径)
リモコン使用範囲 (直径)
自動整準範囲
回転速度
レーザー クラス
環境基準
電池 (アルカリ / リチウムイオ
ン)
スマートテクノロジー

Rugby 870

水平 / 鉛直
水平
± 15%
いずれかの軸において ± 15%
各軸において ± 10% および ±
3%
± 1.5 mm (30 m にて)
1300 m
600 m
± 6°
5、10 rps
可視 / 635 nm、
クラス 1
IP68 / MIL Standard 810G
20 °C 下で 60 h / 45 h

■■ 互換性

iCONtrol
受光器と通信する回転レーザーの効果的なポー
トフォリオを提供します。
■■ 遠距離での整準で高
いパフォーマンスと
精度
■■ 高い信頼性を持つシ
ームレスな受光器に
よる通信

勾配マッチング、監視、方向軸設定、
自動校正

iCONsult
全世界に及ぶセールス/サービス ネットワー
ク。お客様のビジネスを拡大する intelligent
CONstruction に関するアドバイスを提供しま
す。
■■ PROTECT by Leica
Geosystems によ
り、
この製品分野で
最高のサービスを提
供します。

Rod Eye受光器の
テクニカル データ
受光器のタイプ
880 / 870 との距離
受光ウィンドウ
矢印表示
受光精度

音量
LED ディスプレイ
アンチストロボ機能
環境基準

■■ 個人向けサービス

Rod Eye 140
Classic

9 チャンネル
高精度± 1 mm
中間の精度 ± 2 mm
粗精度 ± 3 mm
高 / 低 / オフ

Rod Eye 160

Rod Eye 180

Digital
Digital RF
1350 m
120 mm
15 チャンネル
超高精度 ± 0.5 mm
高精度± 1 mm
中間の精度 ± 2 mm
粗精度 ± 3 mm
超粗精度 ± 5 mm
高 / 中 / 低 / オフ
あり
あり
IP67

■■ 専門的コンサルティング業務

iCONnect
お使いの回転レーザー製品をその他のインテリ
ジェントなコンストラクション製品およびソリュ
ーションとシームレスに統合します。
■■ リアルタイムでレー
ザー面を監視、補正
します
■■ リアルタイム データ
により正確な作業を
実施できます
■■ 故障時間無し
■■ 高い生産性

Laser class 1 product
in accordance with
IEC 60825-1 (2014-05)

i nt e l l i g e n t C O ns t r uc t i o n

Laser class 1 product
in accordance with
IEC 60825-1 (2014-05)
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ライカ ジオシステムズのプロ向けツールは
作業現場の課題を解決済みです
■■ PROTECT by Leica Geosystems – PROTECT が提供する、
この製品分野
で最高のサービスを簡単に利用できるチャンスを活かして、
スマートフォン
またはタブレットから直接、延長される無償修理期間を獲得してください。
■■ セールス/サービス ロケータ – お客様の現在の所在地から最寄りのライカ
ジオシステムズの販売店やサービス センターを数秒以内に見つけること
ができます。
詳細情報は、
www.leica-geosystems.com/toolsforpro を参照してください。

無償アプリ:
プロ向けツール

■■ 製品カタログ – これにより、作業現場での用途に最適な製品をすぐにお選
びいただけます。
■■ 最新情報 – これにより、イノベーションや技術的ブレークスルーを見逃さ
ずに済みます。
■■ Leica DISTO™ sketch – 現場状況を画像やスケッチですばやくレポート
できます
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.
832932ja - 02.15 - INT

・お問い合わせは、下記までお願いします。

〒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

