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ハイパフォーマンス GNSSレシーバー
TPS1200+との完全互換を実現

LEICA SYSTEM 1200

WORKING
TOGETHER

FUNCTION
integrated

ライカGPS1200+シリーズ

GNSSシステム
ユニバーサル測量



Leica GPS1200+
高速、正確、堅牢、高信頼性

Leica GPS1200+
The only 
future proof GNSS

GPS1200+は最新のGNSSテク
ノロジーに対応しています。第三
世代のSmartTrack+エンジン
は、現在と将来のすべての衛星信
号が受信可能で、これにはGPS 
L5、Galileo、GAGAN、WAAS、
EGNOS、MSAS、Compassの
各信号が含まれます。より多くの
衛星を受信することにより、生産
性、精度、信頼性が向上します。
SmartTrack+は数秒以内に衛星
を捕捉でき、他の受信機では測位
不可能なことが多いビルの谷間
や障害物の多い環境に理想的で
す。旧タイプのGPS1200受信機
もこの新しいSmartTrack+エン
ジンへのアップグレードが可能です。

GNSSテクノロジー SmartCheck+

「Future proof GNSS：将来を保証するGNSS」。

それは、現在そして将来にわたり多くの衛星、より多くのGNSS信

号を受信し、最大の生産性と最高の信頼性を提供することです。

ライカGPS1200+によって将来への準備は完璧です。

Future proof GNSS技術は、今日の投資を将来における全ての衛

星受信を可能とします。

GPS1200+は唯一の将来を保証するGNSSシステムなのです。

ベストなGNSS
RTKテクノロジー
高速な衛星捕捉、高精度測位、低
仰角衛星のトラッキング、世界初
の位相マルチパス抑制技術、電
波干渉への耐性、高速座標更新
レート、短い遅れ、そして高速で
信頼性の高い長距離RTK。

GNSS/TPS：
標準化インタフェース
キーボードとタッチスクリーン、
直感的なインタフェース、強力な
データ管理機能、オンボードルー
チンやプログラムなど、すべて
GNSSとTPSに共通の使いやすい
インタフェースです。

超軽量スマートローバー
スマートローバーは軽量2.7kgの
ケーブルレス、オール・オン・ポー
ルGNSS移動局です。スマートス
テーションおよびスマートポール
との完全な互換性があり、一日
中、快適な作業が可能です。

驚異的な堅牢性と
完全な防水構造
GPS1200+受信機は想像可能な
あらゆる過酷な条件下で動作す
るよう設計されています。水に浮
き、落下や衝撃、振動に耐え、雨
やほこり、砂、雪の中での動作も
可能で、動作温度範囲は-40℃～
+65℃です。

オールマイティ
GPS1200+はスタティック測量
からRTKまで、基準局または移動
局として使用できます。あらゆる
フォーマット／通信デバイスに対
応する小型軽量なボディはポール
や三脚に取り付けて、ミニパック
に入れて、あるいは建設機械や測
量船、航空機に搭載して使用でき
ます。

あらゆる用途に対応
GPS1200+は、基準点測量、地
形測量、設計、地籍測量、杭打ち、
モニタリング等、あらゆる用途に
使用可能です。

連続的な初期化のチェックを行
い、考えられる最高の信頼性を提
供します。独自のインテグリティ監
視機能を搭載し、すべての結果を直
ちにチェックするSmartCheck+
は、利用可能なすべてのGNSS測
量データを同時に処理してセンチ
メートル単位の精度や40km以上
の基線での20Hz RTKを実現して
います。数秒で初期化が完了し、
障害物のある環境でもGX1230+
（GPS）センサーによる測量が可
能なほか、利用可能なすべての
GNSSシステムに対応したGX1230+
GNSSとATX1230+ GNSSでは
更に生産性の向上が得られます。

SmartRTK
Leica GeosystemsのSmartRTK
とRTCM3.1補正データを使え
ば、計算上の仮想基準点が移動し
てしまいデータの一貫性やトレー
サビリティが損なわれるといった
心配がなくなり、その性能と安心
が保証されます。
SmartRTKは信頼の置ける固定
した基準点のデータを使用しま
す。RTCM3.1による利点に加え、
新しい対流圏遅延補正テクノロジ
ーにより、提供される補正データ
の種類に関わらずあらゆるネットワ
ークで正確な測位が得られます。
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スマートステーションは、TPS1200+
とGNSS用スマートアンテナATX1230+
で構成されます。GNSSおよびTPSの
操作はすべてTPSキーボードから行う
ことができ、データはすべて同じデー
タベースに保存され、TPS画面にすべ
ての情報が表示されます。GPSキーに
タッチするだけでRTK-GPSによるセン
チメートル精度の測位が行われ、トー
タルステーションによる測量と杭打ち
が行えるなど、スマートステーションを
使えばあらゆる作業が可能になりま
す。またスマートアンテナのみを
RX1250コントローラと共にポールに
取り付けて使うこともできます。

スマートアンテナによる
スマートステーション新型ハイブリッドGNSS受信機に投資

すべきタイミングとは、その投資により
生産性が大きく向上するタイミングで
す。そのような生産性の向上は、既に
GLONASSにより実証されています。
さらにGPS L5およびGalileoの登場に
より、アンビギュイティの即時解消決
定や有効基線長の拡大といった効果
が得られます。GPS1200+に投資する
ことで機材の価値が向上します。すな
わち、現在および将来の全衛星の捕捉
が保証されることにより、将来的にも
競争力が維持されます。

GNSSの近代化

3周波
GPS/ GLONASS/Galileo / Compass 
120チャネル
L1/L2/L5 GPS
L1/L2 GLONASS
E1/ E5a/ E5b /Alt-BOC Galileo
4 SBAS
完全リアルタイムRTK
移動局または基準局として使用可能

GPS1200+用受信機：
GX1230+ GNSS/ 
ATX1230+ GNSS

2周波、GPSのみの測地受信機
GNSS受信機へのアップグレードが容易
16 L1 + 16 L2 GPS
4 SBAS
リアルタイムRTK（またはDGPSオプション）
GPS L5/Galileoに即対応可能

GX1230+/ GX1220



GPS1200+のグラフィックによ
る操作方法は説明が不要なほど
簡単で、必要な部分へと直ちにガ
イドしてくれます。

デフォルト設定を使うことも、ま
たは必要に応じ操作、表示、デー
タ出力の方法を希望通りに設定
することもできます。

GPS1200＋を使うと、全てがと
ても分かりやすいことに気付きま
す。

またGPS1200+とTPS1200+の
間でコンパクトフラッシュカード
やデータ管理、ディスプレイ、キ
ーボードが完全に共通化されて
いることも分かります。 

作業内容に合わせてGNSSから
TPSへと容易に切り替えが行え、
またその後もまったく同じ方法で
作業を継続できます。

GPS1200+の操作は、好みによ
りQWERTYキーボードまたは大
きなグラフィックタッチスクリー
ンを使用できます。

衛星測位では、低ノイズ、高信頼
性、高精度によるコードと位相の
測定が基本です。より多くの衛星
から良好な生データが得られれ
ば、それだけ測位性能が向上し、
より良好な結果が得られます。考
えられる最高の受信性能が引き
出せるよう、GPS1200+の全く
新しいSmartTrack+測位エンジ
ンと3周波対応のアンテナは全
120チャネルにわたり完全に整合
しています。

SmartTrack+

最先端GNSSテクノロジー

数秒以内の衛星捕捉
優れた受信感度
低仰角までの衛星トラッキング
位相/コードのマルチパス抑制
電波干渉への耐性
最高品質のGNSS測位
動的環境下における完璧な衛
星捕捉
高信頼性

SmartCheck+アルゴリズムは利
用可能なすべての信号を処理し、
高速で正確なRTKを実現してい
ます。
センチメートル単位の精度による
位置データが更新レート20 Hz
（最大）で連続的に得られます。
またバックグラウンドでインテグ
リティ監視が実行され、アンビギ
ュイティの決定や座標の検証が
行われます。信頼性は最大40km
の基線で99.99%と驚異的な値
を誇り、またその基線長の範囲も
最高です。

ポール使用/車載のあらゆる用途
でGPS1200+ RTKは完璧なツ
ールとなります。

数秒以内の初期化
樹木や障害物に囲まれても測
位が可能
測位データは0.05秒毎に更新
（20Hz）
遅れ＜0.03秒
安定したcm単位の精度
高信頼性

常設基準局（CORS）には、GPS
1200＋とSmartTrack+アンテ
ナまたはIGS／Dorne & Marg-
olin社製のチョークリングアンテ
ナの組み合わせが理想的です。
常設基準局はデータを記録／出
力すると同時にRTK移動局やGIS
移動局に対しRTK／DGPSの補
正情報を出力する機能を持って
おり、これにはLeicaの基準局ソ
フトウェアGNSS SPIDERが最適
です。

GPS1200+はLeica、CMR、
RTCMの全フォーマットに対応
し、全標準メッセージ（NMEA）
を出力可能なため、GPS1200+ 
RTK移動局は世界中の基準局の
あらゆるサービスに完全に対応し
ています。

独立基準局への対応
基準局ネットワークへの対応
MAX、i-MAXへの対応
面補正パラメータ（FKP）、
仮想基準局（VRS）への対応
全ての用途に完全対応

軽量2.7 kg
スマートステーション、スマート
ポール、スマートローバーの間
でスマートアンテナを共用
全てをポールに取り付けたケー
ブルレス方式のため建設現場
等に最適

TPSとGNSSを完全に合体
RTKで位置器械点座標を求
め、TPSで測量
測量作業が簡単、迅速に
あらゆる測量作業に対応
測量の生産性が上がり、利益
が増大

SmartCheck+

高速、セルフチェック、40kmRTK

スマートローバー

CORSサイトでのGPS1200+

G N S Sスマートアンテ ナと
TPS1200＋トータルステーショ
ンを一体化した、使い勝手のよい
システムで、RTK移動局を利用で
きない測点の測量に理想的です。
トータルステーションを使う時の
既知点やトラバース測量、後方交
会が不要になり、スマートステー
ションを設置しRTK-GPSでセン
チメートル精度の測位を行えば、
直ちにTPSによる測量と杭打ち
が可能になります。スマートステ
ーションの位置を決定したら、次
にコントローラおよびセンサーと
共にスマートアンテナをポールに
取り付け、RTK移動局として使用
します。

基準局

GNSSとTPSが完全合体

測量を行う場所は多種多様で、
T P Sに最適な場合もあれば、
GNSSが最適な場合もあります。
スマートポールを使えばTPSと
GNSSを同時に利用可能で、障害
物のためにGNSSの使用が制限
される場合はTPSを使い、TPSと
の視通が得られない場合は
GNSSを使うことができるため既知
点を事務所で選定したり、現場で
探したりする必要はなくなります。

軽量GNSSスマートアンテナは
TPS1200+と組み合わせてスマ
ートステーションに、RX1250コ
ントローラと組み合わせてスマー
トローバーに、そして軽量360°
プリズムおよびRX1250コントロ
ーラと組み合わせてスマートポー
ルになります。

スマートポール

GNSSとTPSを即時に切り替え

スマートローバーは軽量2.7kgの
ケーブルレス、オール・オン・ポー
ルRTK専用GNSSローバー移動局
です。スマートステーションおよ
びスマートポールとの完全な互換
性があるため、一日中、快適な作
業が可能です。

スマートローバーは、共通のスマ
ートアンテナを通じてスマートス
テーションやスマートポールとの
完全な互換性があります。新型の
カラー表示による軽量コントロー
ラRX1250とスマートアンテナと
の間でBluetoothTMによる無線
接続を行い、センチメートル精度
のRTK測位を可能にします。スマ
ートローバーには以下に示す多く
の利点があります。

スマートステーション

超軽量スマートローバー
WORKING
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Leica GPS1200+
パワフルでユーザーフレンドリー

優れた測量機能とRTK性能

GPS1200+は世界中のユーザーの多様なニーズを満たす多くの機能を備えていながら、
たいへん使いやすい設計です。

ステータスアイコン
現在の測量モードや操作モー
ド、記録や電池の状態、機材
の設定内容等を表示します。

ファンクションキー
各ファンクションキーにコマン
ドや機能、表示等を割り当て、
その機能に直接アクセスする
ことができます。

ユーザーメニュー
自分や関係者が操作しやすい
ようにメニューを設定でき、自
分の必要なメニューのみを表
示させ、不要なメニューを隠す
ことができます。

QWERTYキーボード
コントローラのキーボードには
標準的なQWERTY配列が用い
られており、英数字のデータや
情報を迅速かつ容易に入力で
きます。

プログラムメニュー
測量や杭打ち、COCO、その他
のオプションプログラムなど、
内蔵のアプリケーションプログ
ラムに直接アクセスできます。

大きなグラフィックディスプレイ
照明条件によらず読み取りが
容易な1/4 VGAの高分解能
LCDで、オプションのカラーデ
ィスプレイ（RX1250）も選択
できます。夜間の作業時はディ
スプレイ／キーボードのバック
ライトが点灯します。

タッチスクリーン
コントローラのタッチスクリー
ンからキーボードを使わない
素早いアクセスが可能で、測点
や対象物の情報を表示させた
り、任意の機能を直接呼び出し
たりすることができます。自分
の好みに合わせ、タッチスクリ
ーンとキーボードを使い分ける
ことができます。

高精度で安定したGNSS基準
点座標
測量の計画と実行に要する時
間を短縮
測量の自由度が増し、生産性
が向上



Leica GPS1200+
テクニカルデータ
およびシステムの特長

GPS1200+レシーバー
ポート

電源

消費電力

イベント入力/ＰＰＳ

　PPS出力ポート

　イベント入力ポート

標準アンテナ

パワーポート（1）、シリアルポート（3）、コントローラーポート（1）、アンテナポート（1）

12VDC公称電圧   

4.6W(受信機＋コントローラー＋アンテナ）

12VDC公称電圧   

1.8W

以下の機能・性能は、特殊な記述を除いて全ての受信機に対応します。

Li-ionバッテリー（2） 4.4Ah/7.4V    

Li-ionバッテリー（1） 2.2Ah/7.4V

（ATX1230 & RX1250X） 

受信機+コントローラー＋SmartTrack

アンテナへの電力供給 ： 

　約17時間（データ収集）   

受信機+コントローラー＋SmartTrack

アンテナへ+低消費電力の無線/携帯電

話のモデムへの電力供給 ： 

　約11時間（RTK/DGPS）   

スマートアンテナ+RX1250Xコントロー

ラーへの電源供給約6時間（RTK/DGPS）

外部電源入力 10.5V-28V   

受信機　1.20kg

コントローラー　0.48kg（RX1210）

　　　　　　　0.75kg（RX1250X）

SmartTrackアンテナ　0.44kg

スマートアンテナ　1.12kg

Li-ionバッテリー　0.11kg（2.2Ah）

Li-ionバッテリー　0.20kg（4.4Ah）

カーボンポールにSmartTrackアンテナ

とコントローラーを取付 ： 1.80kg   

オール・オン・ポール（カーボンポールにス

マートアンテナ、バッテリー、RX1250Xコ

ントローラーを取付）：2.74kg

電源

プラグイン Li-ionバッテリー

外部電源

重量

操作時 ： 

　受信機

　アンテナ

　コントローラー

　コントローラーRX1250C

保管時 ： 

　受信機

　アンテナ

　コントローラー

　コントローラーRX1250C

受信機、アンテナ、コントローラー： 

100%防湿  

受信機、アンテナ、コントローラー ： 

防水（水深1m)、防塵仕様  

受信機 ： 

1mから固い面への落下に耐性  

アンテナ・：

1.5mから固い面への落下に耐性  

受信機、アンテナ、コントローラー ： 

ポール転倒に耐性  

受信機、アンテナ、コントローラー ： 

大型建設機械を使用しての振動に耐性。

捕捉が外れることなし。

温度

湿度

防水、防塵、防砂

衝撃試験

転倒試験

振動試験

GPS、TPS共通 ISO9022
MIL-STD-810F

IP67
MIL-STD-810F

ISO9022
MIL-STD-810F

ISO9022
MIL-STD-810F

-40℃～+65℃

-40℃～+70℃

-30℃～+65℃

-30℃～+50℃

-40℃～+80℃

-55℃～+85℃

-40℃～+80℃

-40℃～+80℃

GX1230+（GNSS） / GX1220+（GNSS） ATX1230+ GNSSGX1210+

SmartTrack+ AX1203+ GNSS

グランドプレーン内蔵

SmartTrack AX1201

グランドプレーン内蔵

オプション

1

2
SmartTrack+ ATX1230+ GNSS

グランドプレーン内蔵

パワー/コントローラーポート（1）、BlueTooth   ポート®

GPS1200+受信機
GNSSテクノロジー

タイプ

チャンネル

GX1230+ GNSSへの

アップグレード

RTK

ステータス表示

GX1220+ GNSS

4 SBAS 4 SBAS（DGPS：オプション） 4 SBAS

GX1230+

2周波

16L1+16L2 GPS

GX1210+

1周波

16L1 GPS

GX1230+ GNSS/ATX1230+ GNSS
SmartTrack+

3周波

120チャンネル

L1 / L2 / L5 GPS

L1 / 12 GLONASS

E1 / E5a / E5b / Alt-BOC Galileo

Compass

GX1200+の3個のLED表示：電源、衛星トラッキング、データ記録

GX1220+

SmartCheck+

あり

なし SmartCheck なし

ー

4SBAS（DGPS：オプション）

SmartTrack

SmartTrack+

SmartCheck+

基準局ネットワーク

DGPS

座標更新レートと遅れ

NMEA出力

ライカGeoOffice
ソフトウェアでの後処理

コントローラー

RX1210/1250

電源投入後全ての衛星を捕捉するのに

要する時間：50秒（標準で）  

捕捉が外れてから再捕捉まで（トンネルを

通過した場合など）：１秒以内（標準で）

高感度 ： 仰角10度以上のすべての可

視衛星のうち99%以上を捕捉

低ノイズ ： 確実な衛星捕捉

低仰角の弱い信号他、困難な状況での

衛星捕捉

マルチパス除去、妨害電波への耐性

測定精度

位相　　L1 ： 0.2mm（rms）

　　　　L2 ： 0.2mm（rms）

コード    L1・L2 ： 20mm（rms）

初期化時間 ： 8秒（標準）

座標更新レート ： 20Hzまで選択可

能。遅れ＜0.03秒

良い環境では40km以上の長距離RTK

セルフチェック機能

精度

水平：10mm+1ppm（キネマティック）

垂直：20mm+1ppm（キネマティック）

水平：5mm+0.5ppm（スタティック）

垂直：10mm+0.5ppm（スタティック）

信頼性：99.99%（基線長40kmまで）

対応フォーマット：Le i c a、Le i c a4G、

CMR、CMR+、RTCM V2.1/2.2/2.3/3.0/3.1

RTK移動局はLeica Spiderのi-Max/Maxフォ

ーマット、仮想基準点（VRS）、面補正パラメー

タ（FKP）による基準局ネットワークに完全対応

DGPS（MSAS/WAAS/EGNOS/GAGAN含む）

対応フォーマット ： 

RTCM V2.1/2.2/2.3/3.0/3.1

基線RMS ：  

通常25cm（適切な基準局から受信して）

RTK, DGPS、単独測位

更新レート  0.05秒（20Hz)～1秒から

選択

遅れ<0.03秒

NMEA 0183 V3.00、Leica

水平：10mm+1ppm （キネマティック）

垂直：20mm+1ppm （キネマティック）

水平：5mm+0.5ppm （スタティック）

垂直：10mm+0.5ppm （スタティック）

長時間観測による長い基線

水平：3mm+0.5ppm（スタティック）

垂直：6mm+0.5ppm（スタティック）

ハイコントラスト、1/4VGAディスプレイ

カラー（RX1250オプション）

タッチスクリーン、漢字表示

11行x32桁（半角）

Windows CE 5.0（RX1250X）

英数字　QWERTYキーボード

ファンクションキー、ユーザー定義キ－

スクリーンおよびキーのバックライト

TPS1200＋と組み合わせて英数字や各

種コードの入力も可能

コントローラーの操作

表示する情報

測量のグラフィック画面

杭打ち画面

コントローラー無しの操作

GX1200+

データ記録

容量

データ管理

座標システム

アプリケーションプログラム

プログラミング

通信

データリンク

キーパッド/タッチスクリーンから

グラフィック操作のコンセプト

ファンクションキー、ユーザー定義キー

全ての情報を表示

全ての情報を表示：状態、捕捉、データ

収集、データベース、RTK、DGPS、単独

測位、測量、杭打ち、品質、タイマー、電

源、グラフィック、直交座標、平面直角

座標など

グラフィック画面表示、ズーム可能

タッチスクリーンで直接観測したポイン

トにアクセス可

グラフィック表示（ズーム可能）

数字表示，方向角と距離法/直角法

精度：10mm+1ppm（座標更新レー

ト） 20Hz（0.05秒）

高更新レートでの劣化なし

自動電源ON、LED状態表示

基準局と静止測量向け

コンパクトフラッシュカード： 

　256ＭＢ、1GB

内部メモリー（オプション）： 

　256MB

容量256MBで ： 

　記録間隔15秒　L1+L2データ収集

　約2,000時間

　記録間隔60秒　L1+L2データ収集

　約8,000時間

　コード付きで約360,000点のRTKポ

　イントデータ

ユーザー定義可能なジョブ管理

ポイント識別子、座標、コード、属性他

検索、フィルター、表示

複数ポイント平均化

すべての要望に答える5種類のコード付

けシステム

楕円体、投影、測地モデル、座標変換、

変換パラメーター

独自の座標システム

RTCM v3.1の座標系送信に完全対応

標準 ： 交点計算、隠れた測点

オプション ： リファレンスライン、リフ

ァレンスプレーン、面積計算、クロスセ

クション、体積計算

GeoC++でのユーザープログラミング

ユーザー独自の特殊な要望、アプリケー

ションのためにプログラムを作成、更新

が可能

以下の1つ、もしくは2つのデバイスが接

続可能

新簡易無線、特定小電力無線、通信

BOX、携帯電話

異なる周波数、フォーマットで送受信可能

タイムスライシング機能をサポート

公称精度は、良好な条件下を前提としています。性能や精度は衛星数、幾何学
的位置、観測時間、軌道暦、電離層、マルチパスなどの要因により異なります。

最高のGNSS捕捉技術

最高の長距離RTK技術

GX1230+（GNSS）
ATX1230+（GNSS）
GX1220+（GNSS）
GX1210+

- 標準
- 標準
- オプション
- オプション

すべてのGPS1200+
2周波受信機

GNSS、TPS共通

GNSS、TPS共通

GNSS、TPS共通

GNSS、TPS共通

GNSS、TPS共通

GNSS、TPS共通

GNSS、TPS共通

GNSS、TPS共通



ライカ System1200 - working together

When it has to be right.

土地や建設地の測量、屋内測量からの竣工図作成、また橋やトンネル建設の高精度

測定を必要とする計測用途など、ライカ・ジオシステムズ社の測量器械はどんな場

合にも正しい選択肢のひとつです。

システム1200シリーズの器械とソフトウェアは、いま求められている測量現場のニ

ーズにお応えします。読み取りが簡単でユーザーにやさしい卓越したインターフェー

ス。わかりやすいメニュー構成、明快な機能とハイテクは、現場でGNSSとTSを利

用したいユーザーに最適です。どちらか一方だけ利用する場合も、両方を一体化、

統合する場合も、比類なき柔軟性をもつライカ・ジオシステム社製品の技術により、

信頼性の高い生産的な測量を保証します。

距離計
（ピンポイント R1000）： 
レーザークラス3R、
IEC 60825-1 resp.
EN 60825-1 に準拠

距離計（IR）、ATR、パワーサーチ： 
レーザークラス1、
IEC 60825-1 resp.
EN 60825-1 に準拠

レーザー鉛直儀： 
レーザークラス2、
IEC 60825-1 resp.
EN 60825-1 に準拠

ガイドライト（EGL）： 
LEDクラス1、
IEC 60825-1 resp.
EN 60725-1 に準拠

Bluetooth のワードマークおよびロゴ
は Bluetooth SIG. Inc.が所有してい
ます。Leica Geosystems AG は
その使用許諾を得てこれらを使用してい
ます。その他の商標および商号はすべて
それらを保有する各社の商標および商
号です。

本 社
テクニカルセンター
大 阪 支 店
福 岡 営 業 所
札 幌 出 張 所
空 間 画 像 チ ーム

〒113-6591
〒113-6591
〒540-6131
〒812-0016
〒063-0829
〒113-6591

Tel. 03-5940-3020
Tel. 03-5940-3035
Tel. 06-6910-3871
Tel. 092-432-8201
Tel. 011-669-1101
Tel. 03-5940-3100

東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート
東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートB1F
大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー31F
福岡市博多区博多駅南1-3-6 第三博多偕成ビル6F
札幌市西区発寒9条13丁目1-10 プレサント発寒ステーション3F
東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート17F

ライカジオシステムズ株式会社

www.leica-geosystems.co.jp

※このカタログの仕様および商品の外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。　Printed in Japan   著作権者  Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2009 A09023000
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スイス・ヘルブルグ（Heerbrugg）のライカジ

オシステムズ社（Leica Geosystems AG）

は、ISO（International Orgaaization for 

Standardization＝国際標準化機構）の品質

管理および品質保証のための規格（ISO9001

およびISO14001）に適合しているとの認証

を受けています。

総合品質管理。それが、すべてのお客様に満足

していただくための私たちの公約です。

●お問い合わせは、下記までお願いします。

Leica SmartPole Leica TPS1200+ Leica System 1200
Software

Leica 
SmartStation


