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レンタルカタログ

Fax 048-739-1306
Fax 048-559-3264
Fax 049-233-5115
Fax 048-738-7300

□管理営業本部
□行田支店
□川越営業所
□春日部支店

■技術センター ■i-Construction推進事業課

Tel 048-737-7070
Tel 048-559-3000
Tel 049-233-5111
Tel 048-738-7311

１ ICT活用工事 建設DX関連商材多数 レンタル

２ 遠隔臨場 レンタル開始（３点御提案可能）

３ CCUS（建設キャリアアップシステム） レンタル開始

４ 女性用専用ハウス、快適トイレ レンタル

５ 杭ナビ レンタル開始（大好評商材）



「ICT活用工事 お任せください！
i-Construction（ICT建機）ドローン(UAV)・3Dスキャナを用いた

現場での活用方法3次元データの作成

◆ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ 3Dｽｷｬﾅ
S-3180V◆

◆ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ GPS G3100-R2◆



3次元点群処理のご紹介 (No1)

護岸工事範囲外の土量計算を
する為に3次元点群化

現場写真

3次元点群処理のご紹介(No2)

河川に堆積した土量（水面から出てい
る範囲）を算出する為の3次元点群化

現場写真

3D現況からの
横断面抽出

3D現況からの
横断面抽出

現場写真と
同位置の点群



機 能 Ｖ-４5０ＮＣ Ｖ-４６０Ｃ

通信機能 ＳＤカード

角度表示 ５秒 １０秒

メモリー 16000点

反射機能 ノンプリズム プリズム式

測定距離 ９００ｍ １６００ｍ

表 示 部 両面（10キー）

国土地理院認定３級 ＵＳＢメモリー ＪＳＩＭＡ校正書付

記憶媒体は、ＳＤカードを
使用する事によりＰＣに
入力が簡単に処理できます

■使い安さを追求した普及型高性能 トータルステーション
■現場での作業をＳＤカードに保存、ＰＣ作業がらくになります。
■ノンプリズム搭載（ＮＣ）機能により測距範囲が広がります。

トータルステーション Ｖ－４６０シリーズ

トータルステーション Ｒ-300シリーズ
■ピント調整が簡単なオートフォーカス機能採用

■高精度電子気泡管採用

■大容量メモリー及び10キー採用

■レーザーポイント

◆ 電子気泡管

３種類のピント合わせ
1：オートフォーカス
2：マニュアルフォーカス
3：手動

国土地理院認定３級

レーザー求心
光学求心

機 能 Ｒ-３０６ Ｒ－３０５ Ｒ-３６０Ｎ

倍 率 ３０倍

角度表示 １０秒読 ５秒読 １０秒読み

特殊機能 クイック測距モード（測距短縮機能）

反射機能 プリズム・反射シ-ト ノンプリズム

測定距離 １１００ｍ（ミニプリズム）

求心装置 レーザー求心 ・ 光学求心

表 示 部 両面（10キー付）

ミラー側からＴＳを
リモート操作！

最も速い自動追尾トータルステーション

Ｌｅｉｃａ Viva ＴＳ１５Ｐ 自動追尾ワンマン観測セット

■ＴＳ15Ｐセットは、おおよそそのミラー方向に望遠鏡を向け測距するだけでミラーを自動視準します。
またミラーを認識した後、自動追尾を機能させ、ミラーをロックしながら観測が可能です。

■ＣＳコントローラーから遠隔操作で完全ワンマン観測を可能ですのでワンマン杭打ちが可能です。

ミラーを自動視準！パワーサーチで360°全方向へプリズムをサーチ！

パワーサーチとは・・・
360°全方向を対象に
プリズムをサーチさせます。

画面の判りやすさとシンプルな操作
ユーザーにとって直感的で使いやすいSmart Work Vivaを採用する
ことでかつての最も速いトータルステーションが更に早く

なりました。人間工学に基づいた見やすく判りやすい画面デザイン
となっています。



電子セオドライト ＥＴＨー20Ｃ
簡単操作性に優れ、電源は単三乾電池を採用鮮明な表示、明るいデｲスプレイ、

軽くタッチできるボタン操作で、誰でも快適に操作ができます。

機 能 ＥＴＨ-120Ｃ ＥＴＨ-20Ｃ

最短視準距離 0.85ｍ 0.85ｍ

最小表示読み 10″ 10″

対物有効径 45ｍｍ 45ｍｍ

電源（4本） 単三電池 単三電池

表 示 両面 片面

下水管レーザー（ＮＳＰ）

ＮＥＴＩＳ登録

１素子プリズム
・シフトタイプ
・脱着タイプ

シートプリズム
粘着式 RF-53
53ｘ53ｍｍ（16枚）
販売品（￥5000） エルボアイピース

■主な仕様
1級ＧＮＳＳ
ネットワーク型ＲＴＫ対応
アンテナ・受信機
・コントローラー・ポール
＊通信料・配信料は別料金となります
＊１週間からレンタル可です

■主な仕様
1級ＧＮＳＳ
スタティック観測
アンテナ・受信機
・コントローラー・ポール
＊解析ソフト（SurveyPack）付
＊１週間からレンタル可です

ミニプリズム

エ
レ
ベ
ー
タ
三
脚

プリズム三脚



自動レベル AL-300/270

新設計のマグネットダンパーを使用による強力瞬間制動。

望遠鏡には耐水構造を採用し、いかなる方向からの水の

直接噴流も完全にブロックします。

国土地理院認定３級

型式名 ＡＥ－７

倍 率 30倍

最短距離 1.5ｍ

分解力 2.5″

信頼のエアーダンパーを使用による安定した制動。

望遠鏡には耐水構造を採用し、いかなる方向

からの水の直接噴流も完全にブロックします。

・測定精度（高さ）バーコード使用1.5ｍｍ
・測定精度（りょり）10ｍ以下 10ｍｍ
・メモリー1000点
・自動補正装置 ±10′
・国土地理院 電子式2級レベル

別途費用
・基本料金
・整備料金

高低差計算・基準値からの高さ計算
測設機能・路線・中間点測量

特長
・防塵・防滴ＩＰ５４（電池BOXを除く）
・回転微調整機構付
・高精度Ｘ・Ｙジンバル機構
・軽量コンパクトボディ

特長
・受光器対応で屋内外の墨出し
・故障に強い！防塵・防水性能タイプ
（耐久性能は通常墨出器と同等）

・AC電源・オキシライド電池・ニッケル
充電池の３電源対応機種！

墨出器（Ｍ-310） / （Ｐ-410）

型式名 ＡＬ－301 ＡＬ－270

倍 率 ３０倍 ２７倍

最短視準距離 ０.３ｍ ０.３ｍ

自動補正範囲 ±１２′ ±１２′

自動レベル ＡＥ－７

デジタル自動レベル 150Ｍ

●安心の完全防水！IPX7
●最短合焦距離わずか20cm
●安定した精度を発揮する自動補正機構
●多彩な現場で使える高性能オートレベル



マシーンコントロール用レベルセンサー
レーザーレベル

仕様

レーザーセンサーと組み合わせ

・無線通信範囲２０ｍ ・電源（単３乾電池３本

・軽量小型

リモートｾﾝｻｰ

マシンコントロール用レベルセンサー（高精度）

・検出幅 ：200ｍｍ
・検出方向 ：360°
・受光範囲 ：5～300ｍ

ローテングレーザRL-H1Sa
・精 度 ：±10″
・勾配設定範囲 ：-5％～+10％
・出 力 ：15ｍｗ
・使用距離 ：直径700ｍ

別料金
ｴﾚﾍﾞｰﾀ三脚

特徴
1：測定範囲半径３００ｍ
《半径0.5ｍから300ｍ》

2：簡単設置の自動整準機構採用
《電源をＯＮで、±3.5°の範囲で自動的に整準します》

3：防塵・防滴機能
《ＩＰ５４防塵・防滴機能で、作業現場を選びません》

4：軽量コンパクト
《1.85ｋｇの軽量・コンパクト》

自動整準レーザーレベル ＭＪ－300

標準：受光器は1個付
追加の場合は別途

杭ナビ LN-100：トータルステーション １人で誰でも簡単に素早く杭打ちができる！

・簡単操作で杭打ち・座標取得 ・自動整準で簡単設置・
・コントローラーはAndroid端末 ・自動追尾機能で１人で杭打ち
・小型軽量コンパクト設計能

高低差のある現場でも活躍 超高速レスポンスの測設
ガイドで精密位置もスパッと
決まる

両手が使える杭打ちスタイル

ﾚｰｻﾞｰｾﾝｻｰ







近年、工事現場での女性の活躍が目立つようになりました。
女性が仕事に集中できる、安心して休める、快適に過ごせる
現場事務所を目指し、女性用ハウスの取扱いを始めました。

エアコン付き
で快適です

実際には

ここにカーテン
がつきます

窓には
カーテンが
つきます

冷蔵庫付き
で快適です

女性用ハウス、快適トイレの
取り扱い始めました

ここの奥は
こんな感じです

ハウスの奥の

仕切られた空間は更衣室
として使用できます。中に
はロッカーや鏡が設置さ

れています



女性用快適トイレ

男性用快適トイレ

簡易水洗・水洗があります■WLX-WCLHP快適

■WGX-WCLHP
簡易水洗式 樹脂製
洋式便器タイプ



ルーバーフェンス
樹脂製ルーバー型フェンス

仮設トイレの目隠しに。男女トイレの間の間仕切りににも。
イベントetc.での同線確保に。

現場のニーズを満たす仕様

設置場所を選ばない

選択可能なオプション

ウォーターウェイト仕様 Ｐアンカー仕様

フェンスの固定はウォーターウェイト、
もしくは杭で行います。

移動、設置、固定、どれもが簡単な
ルーバーフェンスは、工事の段階ごと
の仮設トイレの移動がある場合にも

容易に対応できます。

受注生産品

プラン例

ルーバーフェンスピクトサインシート

●ピクトサインで可視性アップ
●オリジナルデザインも可
●メッシュシートなので通気性を損ねない

Ｔ

字

型

Ｌ

字

型



新型GX仮設トイレ（簡易水洗・本水）

GX-ACP
和式トイレ

GX-BQP
男子トイレ

仮設簡易水洗式（ﾍﾟﾀﾙ式）

GX-ＷＱＰ
洋式トイレ

GX-ASD
水洗トイレ

GX-BSD
水洗男子

仮設本水洗式

GX-WSD
洋式トイレ

GX-LSD
手洗い

ユニシンク（ステンレス製）

１層式 幅 600ｘ奥行575

２層式 幅1200ｘ奥行575

３層式 幅1800ｘ奥行575

全層式 幅1595ｘ奥行530

連棟設置例

Ｔクリーン

本体：Ｗ1886ｘＤ1886ｘＨ2211

バスユニットセット

人感センサー付照明
（電気工事が必要です）

消 臭 液

のせるくん

車載トイレ「のせるくん」を「快適トイレ」としてカスタムした、
軽トラックに車載して運搬可能なお手軽な「快適トイレ」
です。小型で軽量なのせるくんは、電光掲示板や他の
資材と一緒に運搬可能。
天井を折りたためば高さ1746ｍｍまで縮む本体は
立てたまま積んでも道路交通法をクリアできます。
屋根は可動式で格納時は1746mmですが、使用時は
2090mmまで天井が高くなります。
移動のある道路工事の様な現場などでものせるくんは
使用できるため、快適トイレを使える場面がぐっと
広がります。



セットハウスSKH-40（4坪）例
セットハウスSKH-80（8坪）例

回送費用が軽減できる
セットハウスSKH-53（5.3坪）例

イメージハウス（５.３坪・3900ｘ4500）

スペースユニット設置例

イメージハウス（４坪・5500ｘ2400）

ﾊﾟｯｹｲｼﾞｴｱｺﾝ
200V用

１シーズン

・キッチンユニット
・スペースユニット

ｴｱｺﾝﾊﾟﾈﾙ
100V用

シャッター付・1坪タイプ

販売・レンタル

・現場事務所

・選挙事務所

・事務所、倉庫

サイズ自由に

設定できます

日成ビルド工業

確認申請書類 ・図面（平面・立面） 作成

ちょっと大きめ

組合せ例



仕様
A1サイズ印刷速度：約28秒
最高解像度 ：2400ｘ1200dpi
印刷幅 ：610ｍｍ 最長印刷幅 ：18ｍ

フルカラー複合機

現場ネットワーク

ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ

大判ＣＡＤインクジェットプリンター

多機能

現場事務所に便利！
安くて早い文具センターをご利用下さい
請求は、通常通り現場別等に対応します。

文房具・オフィス用品・雑貨類・システム周辺機器
オフィス生活用品・コピー用紙・テプラ・その他

ご注文締め時間 当日お届け 翌日お届け

FAX 午前10：00まで 午後5：00まで

インターネット 午前10：30まで 午後5：30まで

簡単な現場登録が必要です。カタログを請求ください

コクヨ あっとオフィス

・インターネット接続
・パソコンセットアップ
・プロッター接続及び保守

※設定費用及び
搬入費用別途

カタログを
ご請求下さい



コーンペネトロメータ
・貫入力測定装置（容量１００kg）
・貫入ロット（50cm・１０本）

スエーデン式貫入試験器
・ロット（1m9本・８０cm1本）
・重錘 （１０kg２個・２５kg３個）

電子天秤（１２kg）
・最小表示(１g)

JIS型現場密度試験器
・ジャー容量（４㍑）
・標 準 砂 (別売)
（３０kg・単位質量1.351g）

ＪＩＳ突き固め試験装置
ランマー落下重量（25Ｋｇ）
落下高（30ｃｍ）

ひょう量 150ｋg
最小表示 150ｋg/50g

60ｋｇ/20ｇ
30ｋｇ/10ｇ

・細粒土用穴型150mm 最大粒径50mm
・粗粒土用穴型250mm 最大粒径100mm

公団型現場密度

特徴
・ブザー音付きリミット機能
・計数測定ができる個数モード
・最小表示が選択できる
レンジ切換え機能

・見やすい大型表示
・防水構造の計量皿（ARBのみ）
・連続1000時間使用可能

電子台はかり ARX-150K

転倒マス
記録雨量計

警報付デジタル風速計

クォーツ時計
（1日巻・7日巻）
最小目盛
（温度1°C
・湿度1％）

雨量50mm・
感度0.5mm

風向風速計ロガー クリモマスター
風速計 6531 

スウェーデンロッド
引抜装置

日本道路公団認定器

記録温度計

鉄筋・非鉄金属・
塩ビパイプ・CD管・
電線・木材まで探知可能！
最大探知深さ150mmで、
対象物までの深さ、
材質をズバリ表示！

鉄筋探査機：
コンクリート構造物診断機

画期的な
非破壊式鉄筋探査機です

電磁誘導法

アイゼンプロスペクター
EM-01 

MKS-05 ★R・I式水分密度計
・現場測定時間１分

･重量（本体11kg・）

･基準ボックス(22kg)

プロフォメーター5 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/B004TPUR64/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=3828871&s=kitchen


振動レベル計
Lv（振動レベル）
Lva(振動加速度レベル)・
Leq(パワー平均)
Lmax(最大値)
Lx(時間率レベル)を同時演算
切り替え表示

レベルレコーダ
騒音計・振動計と組合せによ
り、自動的に記録が取れます
・記録：自動平衡方式
・特性：FAST、SLOW,VLFF
※記録紙、消耗品は、別売

オプション：導入管（20ｍ）・（30ｍ）

ガス検知器XP-302Ⅱ（酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素）

標準装備
・導入管（8ｍ）
・外部警報器
・ACアダプター

デジタル騒音計
NL-20（リオン）
FLAT特性を備え、
精度の高い音圧
レベルの測定が
出来ます

※別途：保険料・送料が掛かります。

NETIS登録No.KH-060013-A
コンクリートテスター（CTS-02）

・強度推定
・表面の劣化度合いの検知
・表面近くの剥離・浮き検知

シュミットコンクリート・テストハンマーNR形は、
反撥度（R）を自動的に記録する装置を備えた
最新式の非破壊式コンクリート強度試験機です。

NETIS登録No.KK-098055-A

簡易支持力測定器キャスポル

衝撃加速度による簡易支持力測定器

コンクリート養生記録温度計

生コン状態にセンターを入れて測定開始し、
コンクリートが固まって測定が終了したらセンサーを
途中で切断することができ、再度先端の2芯のケーブル
をねじって使用できます。リード線のある限りくり返し
測定できるのが特長です。

ポケッタブルマルチガスモニター GX-2009

単3電池×1
専用充電器
ポンプユニット
RP用テーパーノズル
RP用接続チューブ

ガス導入管、外部警報器付き。
検知ガスは、酸素・メタン・硫化水素・一酸化炭素。

木材水分計 HM-520（ケット） pH／ORP計 D-52S
（堀場製作所）

木材全般用のハンディタイプの

水分計です。
高周波容量方式で、対象物に
押し当てるだけで測定できます。
軽量・小型なので、
測定場所を選びません。

電極センサーで、水のpH値
（酸性・アルカリ性）ORP値
（酸化力・還元力）を測定する
pH計とORP計です。

リシャール式
自記水位計 49-II
（大田計器製作所）
：水位計

フロートの浮き沈みを
ワイヤーでプーリーの
回転に変えて記録ペン
を動かす単純機構の
水位計です。
3m／6m切換式と
10m用を用意しています

ポータブル式電磁流速計 PVM-3
（エヌケーエス）：流速計

下水・汚水・雨水・河川など、
あらゆる流速測定調査のた
めに設計されたポータブル式
電磁流速計です

シュミットテストハンマーＮＲ型

試験機器の専門のカタログが有ります

電源：単一乾電池6個及びAC電源

可燃性ガス、酸素、
硫化水素、
一酸化炭素を同時表示



アルミジャバラドア 品番：C-136
サイズ ： 1300×6000
重 量 ： 43kg
材 質 ： アルミ

ガードフェンス

電光掲示板

デザインフェンス

単管バリケード

コーンバー

ＬＥＤ工事灯
歩行者マット

Ｂ山ゴムマット

誰でも簡単に操作できる低価格のAEDです。
電極パッド期限、バッテリ残量、機器のエラー
のステータス(状態)を一目で確認できるAEDです。

オールインAED
CU-SP1

掲載レンタル工事用品は、ほんの一部です
詳しくは専用カタログをご請求ください

工事標識看板

各種コーン

http://www.nichiho-net.com/image/show/352.jpg
http://e-nichiho.shop-pro.jp/?pid=35610735
http://e-nichiho.shop-pro.jp/?pid=7963395
http://e-nichiho.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=351516&csid=4
http://www.nichiho-net.com/image/show/232.jpg
http://e-nichiho.shop-pro.jp/?pid=7964213
http://e-nichiho.shop-pro.jp/?pid=7963393
http://e-nichiho.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=351516&csid=4




株式会社新和測機
〒344-0063 埼玉県春日部市緑町3-1-47

048-737-7070TEL http://www.shinwa-sokki.co.jpURL

 加入団体
・（一社）日本測量機器工業会 賛助会員
・（一社）埼玉県建設業協会 賛助会員
・（一社）埼玉県測量設計業協会 賛助会員
・（一社）埼玉県造園業業協会 賛助会員
・春日部商工会議所

 経営革新 承認取得
 ICT推進コンソーシアム会員
 埼玉県ＳＤＧｓパートナー登録
 埼玉県ＳＤＧｓ
官民連携プラットフォーム入会
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