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ご 来 場 記 念 プ レ ゼ ン ト

写真測量･３次元計測用ＵＡＶ

※ご来場いただきました皆様には、感謝の気持ちを込めまして、
記念品をご用意しております。皆様のご来場をお待ちしております。

●S3/S6/S8シリーズ  点検・調整 50％OFF

●NTマニュアルTSシリーズ  点検・調整 30％OFF

●TPHDオリジナル商品 最大 40％OFF

※上記いずれか選択。一部商品を除きます。
割引対象商品は、チケット裏面をご覧下さい。

弊社オリジナル大人気商品

● ちょこっとプリズムⅠ型単体
（各会場 2名様）

● クリップちょこプリ
（各会場 2名様）

● カメラ三脚
（各会場 10名様）

● 9mmキチットポール
（各会場 2名様）

● エアークッション入り
　肩ベルト用多目的パッド
（各会場 10名様）

いずれか抽選で各会場26名様、合計156名様

電磁誘導式ギアレス駆動電磁誘導式ギアレス駆動
ハイスピードサーボトータルステーションハイスピードサーボトータルステーション
電磁誘導式ギアレス駆動
ハイスピードサーボトータルステーション

GNSS(GPS) 受信機やトータルステーションなど、GNSS(GPS) 受信機やトータルステーションなど、
三次元位置センサー機器と接続してデータを取得三次元位置センサー機器と接続してデータを取得
しながら地図を作成。リアルタイムに三次元表現しながら地図を作成。リアルタイムに三次元表現
を行い、三次元現況図の作成を支援します。を行い、三次元現況図の作成を支援します。
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3D マッピングソフトウェア3D マッピングソフトウェア

GUIDER ZEROGUIDER ZERO
新登場新登場 !!!!

3D マッピングソフトウェア

GUIDER ZERO
新登場 !!

マニュアルトータルステーションマニュアルトータルステーション

Trimble M3Trimble M3
シリーズシリーズ DR2  DR5DR2  DR5

マニュアルトータルステーション

Trimble M3
シリーズ DR2  DR5

DR5  3.8kg
DR2 DR2 本体重量本体重量 4.2kg 4.2kg
DR5  3.8kg
DR2 本体重量 4.2kg
DR5DR5DR5 3 8k8k3 8k

驚異的な軽さ驚異的な軽さ
ハイクオリティハイクオリティ
コンパクトコンパクト

驚異的な軽さ
ハイクオリティ
コンパクト

標準保証 1 年 + 安心延長保証 2 年付き

トータルステーションも『オートフォーカス標準』の時代です！

Trimble S5 / S7 VISIONTrimble S5 / S7 VISIONシリーズシリーズ

Robotic / AutolockRobotic / Autolock
Trimble S5 / S7 VISIONシリーズ

Robotic / Autolock

ミラー側の RoboticLite は、ミラー側の RoboticLite は、
トータルステーションの情報トータルステーションの情報
をリアルタイム表示をリアルタイム表示
遠隔測距 / REC 等 / ミラー高遠隔測距 / REC 等 / ミラー高
変更・遠隔操作変更・遠隔操作
大きく見易い文字・押し易い大きく見易い文字・押し易い
ボタンボタン
入力値を音声で読み上げ､入力値を音声で読み上げ､
ヒューマンエラー軽減等ヒューマンエラー軽減等
が行えます。が行えます。

ミラー側の RoboticLite は、
トータルステーションの情報
をリアルタイム表示
遠隔測距 / REC 等 / ミラー高
変更・遠隔操作
大きく見易い文字・押し易い
ボタン
入力値を音声で読み上げ､
ヒューマンエラー軽減等
が行えます。

RoboliteRoboliteRobolite
SKY-Mapper は、 ドローンの心臓部といわれる 「フラSKY-Mapper は、 ドローンの心臓部といわれる 「フラ
イトコントローラー」 に、 日本企業の技術協力のもとにイトコントローラー」 に、 日本企業の技術協力のもとに
開発された 「Jupiter JM-1」 を搭載した写真測量･空開発された 「Jupiter JM-1」 を搭載した写真測量･空
撮専用のドローンです。撮専用のドローンです。

SKY-Mapper は、 ドローンの心臓部といわれる 「フラ
イトコントローラー」 に、 日本企業の技術協力のもとに
開発された 「Jupiter JM-1」 を搭載した写真測量･空
撮専用のドローンです。

株式会社ニコン･トリンブルと TP ホールディングス株式会社との
コラボレーションにより、 修理･サポートも国内での対応が可能です。

・サーボＴＳ（トータルステーション）
Trimble S5 Robotic, Autolock

・イメージングサーボＴＳ
Trimble S7 VISION

・軽量コンパクト高性能ＴＳ
Trimble M3 DR2, DR5

・新世代TS Androidコミュニウェア
RoboticLite With TotalStation 

※会場により、出展できない製品もございます。

・新世代マルチGNSS受信機
Trimble R2, R8s, R9s, R10

・新世代GNSS Androidコントローラ
Trimble SKY Controller

・デジタル2D/3D地形図作成システム
GUIDER ZERO Controller,Memo,SketchUP

・高性能マルチコプター
SKY-Mapper

・New 3Dレーザースキャナ
Trimble TX8, TX6, SX10

・New 3D点群処理ソフトウェア
Trimble RealWorks

・New 測量計算＆CAD ソフトウェア
TOWISE ３次元強化,地理院ベクトルMAP,Image Angle

・New 3D道路設計システム
LANDCube TOWISE-RealWorks-TBC連携 

主な出展製品

Trimble Trimble GNSSGNSS
R10R10

マルチ GNSS L5(3 周波 )/

GLONASS/QZSS/Galileo 標準搭載。

Trimble GNSS
R10

クラス最小・最軽量。クラス最小・最軽量。
次世代型 RTK 処理技術搭載、次世代型 RTK 処理技術搭載、
素早く高精度素早く高精度な RTRTK 解を取得。解を取得。
姿勢検知システム搭載。姿勢検知システム搭載。

クラス最小・最軽量。
次世代型 RTK 処理技術搭載、
素早く高精度な RTK 解を取得。
姿勢検知システム搭載。

地理院地図を表示し地理院地図を表示し
現地での確認が可能。現地での確認が可能。
地理院地図を表示し
現地での確認が可能。

電子気泡管の表示で電子気泡管の表示で
観測精度が向上。観測精度が向上。
電子気泡管の表示で
観測精度が向上。

抽選で
その① 割引チケット

1社につき1枚もれなくもれなく
その②

観
Scanning Imaging Total Station

Trimble SX10 
この春、Trimble から発売 !!

レーザースキャナトータルステーション デジタルカメラ

高精度トータルステーション

高性能レーザースキャナ

高解像度イメージング

業界の先駆者Trimbleがすべてを完全融合

測量の現場を変える
究極の次世代測量機

「観る」へ
み

からから
のぞのぞ

「覗く」から
のぞ

「覗く」


