探査を極める「限界の精度にチャレンジ」
高性能コンクリート内部探査機が更に高精度に進化！
「SIR-EZHR」は鉄筋コンクリート構造物内の密集鉄筋や配管・空洞
やｼﾞｬﾝｶ等の位置と深さを正確に探査可能です。
また、通常の２D 断面表示に加え、本体画面に X 線の様な３D
可視化表示も容易な一体型レーダ方式の内部探査機です。
従来機では分析判定出来なかった、密集した配筋・電配管を
更なる高周波技術の向上と多重反射波抑制（偽像）を図ること
で探査可能としました。真にプロフェッショナルが使用する
に相応しい高精度内部探査機です。
バージョン・アップも SD カードで容易にアップグレード

「SIR-EZHR」

「いつまでも最新装置」で使用可能、また複雑な画像処理は一
切不要で悪天候の環境にも考慮した防塵・防滴構造キャビネッ
HR（ﾊｲﾚｿﾞﾘｭｰｼｮﾝ）とは：【世界最高水準の高精度】 トで確実で正確な探査を約束します。
主な特長
【高周波技術で高分解能】
密集配筋・配管の水平分解能を大幅改善、弊社従来機比
約 60％改善（深度 100 ㎜でピッチ間隔 14 ㎜も容易に
目視確認可能）更に高深度 300 ㎜以上を実現！
防塵・防滴構造（IP65 規格）
【いつまでも最新装置で使用可能】

ﾊﾞｯﾃﾘｰ駆動(約 3H)

性能・機能のバージョンアップがソフトウエア（ＳＤカ
高精細 5.7 ｲﾝﾁ液晶画面
ード）で自由自在に更新可能（バージョンダウンも可能）

4 車輪連動駆動
距離エラー軽減

【高密度探査モード】
探査距離１㎝当たり８Scan（パルス発射数）の高密度探
査が可能、密集鉄筋・配管を更に分解（1.25 ㎜毎に探査）

レーザー照射で
容易にマーキング

【自動深度補正機能（ADC）
】
再生時、自動で正確な かぶり厚 を算出し含水率の影響が
無い優れた精度で深度を補正します。
（自動比誘電率測定）

【自動感度調整機能（ＡＧＣ）
】
測定中や再生時に自動で感度調整が一瞬に行え、理想
的な探査画像が得られます
探査データ
３D 可視化ｿﾌﾄ探査（例）
ﾌｨﾙﾑ不要【片面探査可能】素早い探査【60 ㎝角 約４分】
どなたでも探査可能【免許不要】ｽﾗｲｽ（CT 断層）も簡単

２D 断面探査（例）
深度 140 ㎜
間隔 20 ㎜

上部筋
VP 管
CD 管
下部筋

間隔 20 ㎜

㎜
配筋位置

床暖房の温水管（Ｕ字管）も３Ｄ可視化
ソフトで鮮明に表現【ｻｲｽﾞ 120×60 ㎝】

Ｗ配筋内の非金属（VP 管、
CD 管）も探査可能

KEYTEC

オプションソフトウエア
RADAN Mini

報告書支援ソフト

◆ ﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝ処理
◆ ﾌｨﾙﾀｰ処理
◆ 誘電率の変更
◆ ｹﾞｲﾝの変更
◆ ｽﾀｯｷﾝｸﾞ処理
◆ 表示色・階調変更

RADAN 7
◆ ３Ｄ可視化表示
◆ データ処理（回転、
縮小、拡大など）
◆ X・Y・Z 各断面
◆ コア抜きｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

製品仕様
外部接続
PC（専用ｿﾌﾄ必要／USB 接続）
メモリ形態
SD ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ
外形寸法
154(W)×175(H)×232(D)㎜
重量
約 1.5 ㎏（ﾊﾞｯﾃﾘｰ装着時）
PC 用報告書ｿﾌﾄ
SS ﾋﾞｭｱｰ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
解析ソフト
RADAN Mini RADAN７（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
備考
ｱﾝﾃﾅ・制御 PC・表示部一体型ﾚｰﾀﾞ
製品特長
・多重反射波が極めて少ない鮮明画像
・３D 可視化ｿﾌﾄ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
・自動深度補正で全ての探査深度が正確
・ｵｰﾄｹﾞｲﾝ機能（AGC）で最適感度調整
・5.7 ｲﾝﾁ TFT 高精細液晶
・防塵・防滴ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（IP-65）
・ﾌﾞﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ４段階切替え
・軽量･ｺﾝﾊﾟｸﾄで優れた操作性
・ﾚｰｻﾞｰ照射で鉄筋等を正確に位置測定

製品名
型式
測定方式
探査対象物
測定深度
水平方向輻射間隔
推定水平分解能力

ｽﾄﾗｸﾁｬｽｷｬﾝ ｻｰ・ｲｰｼﾞｰ ｴｯﾁｱｰﾙ
SIR-EZ HR
電磁波ﾚｰﾀﾞ方式
鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等
２～400 ㎜
ﾉｰﾏﾙ測定 2.5 ㎜ 高密度測定 1.25 ㎜
ｶﾌﾞﾘ：ﾋﾟｯﾁ＝１：0.14 以上
（例）配筋深度 10 ㎝で 14 ㎜以下判定可能
測定距離（１回） ２０m
データ保存量
SD ｶｰﾄﾞ２GB（4,800ｍ）８GB まで対応
EZ 本体内蔵ﾒﾓﾘ 約 2,800m
主な機能
自動ｹﾞｲﾝ機能、自動深度補正機能、
ｵｰﾄﾀｰｹﾞｯﾄ、表示配色変更、ｽｸﾛｰﾙ機能
最大走査速度
約４０㎝／S（速度ｱﾗｰﾑ機能付き）
画面表示配色
白黒 ３ﾊﾟﾀｰﾝ カラー ２ﾊﾟﾀｰﾝ
電源
ﾊﾞｯﾃﾘｰ駆動（３時間但し LED 低照度）

SIR-EZHR 構成内容と姉妹機紹介
標準構成品内容
本体装置/充電器/収納ｹｰｽ/ﾊﾞｯﾃﾘ（落下防止用ﾛｯｸ付）
落下防止用ﾊﾝﾄﾞｽﾄﾗｯﾌﾟ/取扱説明書 CD/原理ﾏﾆｭｱﾙ DVD
校正証明書資料

各１式

ｵﾌﾟｼｮﾝ構成品内容
報告書作成ｿﾌﾄ【SS ﾋﾞｭｱｰ】/解析ｿﾌﾄ【RADAN】
３D 可視化ｿﾌﾄ/予備ﾊﾞｯﾃﾘ/予備充電器/ｸﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ/遮光ﾌｰﾄﾞ/
画面ﾎ保護ｶﾊﾞｰ/小型収納ｹｰｽ/車高 UP 用大型車輪ｷｯﾄ（通常
ｻｲｽﾞ×4、大型車輪ｻｲｽﾞ×4）

ｽﾄﾗｸﾁｬｽｷｬﾝ SIR-3000
探査目的に最適なｱﾝﾃﾅを選択する
ことが可能で、地中探査からﾄﾝﾈﾙ
内空調査に威力を発揮

ｽﾄﾗｸﾁｬｽｷｬﾝ SIR-EZ
探査深度 500 ㎜で浅い深度～
深い深度までコンクリート内
部の鉄筋・空洞探査が可能

このカタログに記載されているし仕様等は製品改良の為、予告なく変更／削除することがあります。

住所

本社 〒104-0053 東京都中央区晴海 3-2-22 晴海ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 6F
TEL: 03-5534-8881 FAX: 03-5534-8883
九州 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多南ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ TJ 202
TEL: 092-409-3605 FAX: 092-409-3556
URL http：//www.key-t.co.jp ✉info＠key-t.co.jp

報告書作成ソフト

SIR-EZシリーズ用

Report Editor Pro

windows10対応

PC上で編集・解析

www.key-t.co.jp

編集・報告書作成に
電磁波レーダ ストラクチャスキャンSIR-EZシリーズ専用ソフト

▶

ナビゲーションカーブ機能

▶

▶

EXCEL・画像出力機能

サクサク動く

高速表示！

簡単ゲイン調整機能

刷新されたUI

ナビゲーションカーブを用いて鉄筋位置を判定！ 新機能

鉄筋位置特定がより簡単に！直感的に！

Pro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、下部筋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！

バージョンアップします！

▶

鉄筋の
位置特定に
▶

引出し線、寸法線機能の追加

ポイント整列機能の強化
グループごとに整列可能に！

更にユーザー目線に立ったPro版！

解決！

今までのソフトは、
データ処理が重い！

徹底した
「現場主義」のこだわり

多機能電磁波レーダSIR-EZ XTの多様な用途にも対応し、
今後もオプション等に対応してまいります。
これまでのReportEditorユーザーからさまざまな要望を
取り入れたPro版は、今まで以上にデータ分析・報告書作成を効率化します。

ご要望に応えるための定期バージョンアップ
最新技術の採用により、
その機能性・操作性は進化を続けています！

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 Pro
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

03-5534-8881

よく行う作業を
もっと楽にしたい
関西オフィス

解決！

078-200-5217

現場を支える

「使いやすさ」

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

鉄筋ピッチが明確に！

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

「実績」

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。

画面に大きく波形データを表示可能に

今まで決まったサイズでしか表示することしかできませ
んでしたが、画面に合わせてデータを大きく表示するこ
とが可能になりました。

Report Editor Pro

画面に合わせて、
最大画面で表示が可能に！

XTの20m以上の長距離データにも対応！
従来は、20m以下のデータしか開くことができませんでしたが、
SIR-EZ XTに対応し、長距離データも展開できるようになりました。

SIR-EZ XT 電線管判別ユニットやキューブアンテナにも対応！

カーソル移動スピードが２段階に！

十字キー
（Shift押しながら）
でのカーソル移動が速くできるようになりました。

比誘電率以外の詳細な設定も保存可能に！

ポイントが複数選択可能となり、編集が楽になりました！

一度に開けるファイル数が増えました！

舗装厚機能プラス

オプション機能

舗装厚をクリックするだけ！

Report Editor Pro

開けるファイル数増加！
一括同期処理もサクサク！

自動で舗装厚をマーキング！

Excel出力反映

ポイントデータなどの情報
もEXCELに反映可能です。

構成品

1 ライセンスで複数台にインストール可能

・インストール CD×1 枚

スクリーンショット

・USB キー ×1 個

ポイントデータ

アスファルト厚データ

アスファルト統計データ

いまスグお問合せ

KEYTEC 株式会社

東京オフィス

PCにソフトを
インストール

USBポートに
接続します

03-5534-8881

ただしソフトを動かすにはUSB キーが必要です
複数台でご使用の場合は追加USB キーをご購入ください

関西オフィス

078-200-5217

