低価格

地下埋設管探査地中レーダ

ユーティリティスキャン

スマート

深層部のノイズを約30%低減

小型・軽量

電線管

判別ユニット
にも対応！

www.key-t.co.jp

Ｓ/N比向上

ホワイトノイズを抑制

350ハイパースタッキング ™アンテナ
革新的な地中レーダが遂に登場！
GSSI社特許技術ハイパースタッキング
（HyperStacking）は、
ノイズを大幅に軽減！
S/N比信号を改善し、微弱な信号を増幅させ、従来のＧＰＲアンテナと比較して、
地表面近くの解像度が高く、
かつ探査可能深度もより深くなりました！
従来製品のアンテナ

350ハイパースタッキング ™アンテナ

ノイズで見えない

小型ながら最新高性能な地中レーダ

驚くほどコンパクト、わずか

15 kg

持ち運びが便利！

キャリーケース型に

ノイズで見えない
埋設物あり！

ダイナミックゲインコントロール機能
32 cm

地下条件の違いに応じて、表示ゲインを自動調整！

鉄筋コンクリート

アスファルト

56 cm

49 cm

活電線を検出

※緑色の波形は、
オプション 電線管判別ユニット Line Tracの波形です。

いまスグお問合せ

KEYTEC 株式会社

東京オフィス

03-5534-8881

関西オフィス

078-200-5217

探査例
近接した2本の配管
拡大

掘削箇所

掘削箇所

コンクリートがら

※周辺を測定し連続性なし

拡大

保護板（RC）

水の多重反射

保護板（RC）

オプション

電線管判別ユニット
「Line Trac」
も取付可能

地中等に埋設されている
ケーブル・埋設管（活電線）を探査可能です！
※50/60Hzの電流を探知可能。

水道管
電線管判別ユニット AC Line Trac

水道管の直下にあるケーブルや電線管の電流を探知！

「LineTrac」
を取付けることにより、水色または緑色の波形で電流が流れている位置
を示すことができます。

製品仕様

システム（簡易型地下埋設管探査地中レーダ ユーティリティスキャン スマート）
アンテナ

350 ハイパースタッキング™アンテナ

深度レンジ

～10m

～約4m ※条件により異なる

最大探査深度
バッテリー使用時間

動作温度範囲

7時間

-20°C～40°C

アンテナとコントロール部をワイヤレス化

-40°C～60°C

保管温度範囲

※無線が禁じられている場所では、
イーサーネットケーブル
（LANケーブル）
が使用可能。

約15kg（タブレット含む）

重量

56 x 49 x 32 cm

寸法

IP65

保護等級
耐久性

データフォーマット
スキャン密度

コントローラー

3軸30G衝撃試験、振動試験（20-2,000 Hz）

RADAN (.dzt)

低：40スキャン/ m
ノーマル：60スキャン/ m
高：100スキャン/ m

小型4輪カート
（不整地用カート）

型式

Panasonic タフパッドFZ-B2/FZ-A2

NVIDIA シールド™ タブレット

ディスプレイ

7インチ 1280×800LCD/10.1インチ 1920×1200

8 インチ 1920×1200 LCD

データ記録内部メモリ

64GB/eMMC 32 GB

ポート

USB 3.0, Ethernet 等

動作温度

-28℃～60℃/-10°C～50°C

動作時間
保護等級

構成品

約10時間/約9時間
IP65

64GB

Micro USB
-

ユーティリティスキャンスマート／TL（Panasonicタフパッド、LineTrac付、専用運搬ケース付）
ユーティリティスキャンスマート／SL（NVDIAシールドタブレット、LineTrac付、専用運搬ケース付）

オプション

報告書作成ソフト Report Editor GPR
リチウムイオンバッテリー（アンテナ用※SIR4000用と同品）
リチウムイオンバッテリー充電器※SIR4000用と同品
スキッドプレート―交換用
サンシェード（タフパッドまたはNVIDIAシールドタブレット用）
バッテリーパワーブースター（NVIDIAシールドタブレット用）
フロントホイールセット（ホイール×２個）―交換用
リアホイールセット（ホイール×２個）―交換用
小型４輪カート（不整地用カート）
小型４輪カートアップグレードキット
Panasonicタフパッドアップグレードキット
NVIDIAシールドタブレット―交換用

ユーティリティスキャンスマート／S（NVDIAシールドタブレット、LineTracなし、専用運搬ケース付）
コンクリート鉄筋探査機器のパイオニア

お問合せ

URL www.key-t.co.jp

KEYTEC

検索

東京オフィス
関西オフィス

TEL 03-5534-8881 FAX 03-5534-8883
TEL 078-200-5217 FAX 078-200-5227

※このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

報告書作成ソフト

スマート用

windows10対応

Report Editor GPR

www.key-t.co.jp
簡単

編集・報告書作成に

地中レーダ ユーティリティスキャン スマート専用ソフト

解決！

今までのソフトは、
データ処理が重い！

サクサク動く

高速表示！
ナビゲーションカーブを用いて埋設管位置を判定！

埋設物位置特定がより簡単に！直感的に！

GPRには、
ナビゲーションカーブ機能を搭載！
比誘電率・深さに合わせて山形波形（ナビゲーションカーブ）
が変化し、
判定が難しい波形や、
深部にある埋設管等の位置特定に活躍する新機能です。

POINT

深度に合わせて
ナビゲーションカーブが変化！

いまスグお問合せ

KEYTEC 株式会社

東京オフィス

解決！

従来のものは、
windows10に未対応

解決！
地中レーダの
波形も簡単に扱いたい

使いたくなる
！
報告書作成ソ
フ
ト

埋設管の
位置特定に

03-5534-8881

関西オフィス

078-200-5217

windows10対応

報告書作成ソフト

スマート用

Report Editor GPR

現場を支える

「使いやすさ」

スマート本体と同じ簡単ゲイン機能

現場の課題を解決する

「機能」

現場の声に応え続ける

「実績」

鉄筋（埋設管）
ピッチが明確に！

簡単にゲイン調整が可能になりました。全体のゲイン
レベル、表層ゲイン、深層ゲインの3つを調整するだけ

ポイント情報に間隔の項目も追加されました！
ポイントを打ってすぐに把握が可能になりました。

バージョンアップ予定機能

舗装・覆工厚オプション機能 オプション

引出し線、寸法線機能の追加

測定データのピークを追跡し、舗装厚統計を表示する
ことが可能な機能です。

ポイント整列機能の強化

選択したグループ内でのポイント整列が可能になり、
上部筋・下部筋のポイント整列が楽になります！

今までにない使い心地を体験してください。

進化するソフト、Report Editor GPR
コンクリート鉄筋探査機器のパイオニア

KEYTEC 株式会社

お問合せ

東京オフィス
関西オフィス

KEYTEC にはコンクリート鉄筋探査に関するすべての答えがあります

URL www.key-t.co.jp

KEYTEC

検索

TEL 03-5534-8881 FAX 03-5534-8883
TEL 078-200-5217 FAX 078-200-5227

※このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

