埋設ケーブル
探索機

RD8100

RD8100は、埋設ケーブル探索機における世界シェア№１の英国レディオディテクション
社が長年のノウハウによる優れた性能を継承した超高性能探索機です。用途に応じた５種
類のアンテナ方式により、現場に応じた最適の探索方法を実現する優秀機です。

【各部のご紹介】
日照下でも見やすい
ハイコントラストの
大型LCD画面!

6つの探索方法
送信方法1 : 直 接 法

送信方法2 : 誘 導 法

送信方法3 : 自 然 波 法

送 信機の付属のクリップを対 象ケーブルと
アースに接続します。最も探索距離が得られ
る送信方法。

クリップで直接接続できない状況のとき、探
知したいケーブルや金属管の直上に発信機を
置き、非接触で誘導信号をのせ探知する方法。

高圧線・通信線やラジオ電波などから発生する
自然波の磁界が埋設された金属管やケーブル
に誘電され、埋設物を伝搬した磁界を検知する
探索方法。

受信機

アース

〈受信機〉

送信機
0㎜
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コンパス形状の方向表示

埋設ケーブル

環境ノイズカット機能
大きな 環 境ノイズの干渉を自動的に
除去して、探索が行えます。電気ノイ
ズの多い環境での使用が可能です。

耐衝撃性に優れたボディ！
水と埃を防ぎ雨天でも安心
のIP65の防滴仕様！

サイドステップ・オート機能
(SideStep
655㎜

〈送信機〉

きる
ので 接続
作
操 oth ｍ
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0㎜
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目的ケーブルや 複 数 の ケーブルをまとめて
クランプする簡単な送信方法。活線のケーブル
にも手軽で安全に信号を送り込む事が可能。

管内に挿入したゾンデ
（発信機）
からの信号を
地上の受信機で受信して埋設位置を検出する
探索方法。
最大深度20ｍ。

送信機からの一方向の信号を受信し、
受信機に
表示された矢印の方向によって、多数のケーブ
ルから目的線のみを識別して探索する方法。

安心の
2年保証

発信機は単一アルカリ乾電池を
8本使用。オプションの充電式
電池パックの利用でランニング
コストの低減が図れます。

送信機

クランプ 配管・埋設
ケーブル

〇発信信号

ゾンデ

×誘導信号

測定結果をすぐに受信機の画面で確
認できます。セルフテストでは、表示
機 能と電 源機 能をチェックするだけ
でなく、位置を決める回路にテスト信
号を印加します。

危険信号アラーム（Strike Alert

受信機

受信機

受信機

送信機

送信周波数をわずかにずらして、ノイ
ズの干渉の防止や複数台が同時に探
索している場所での位置特定を可能
にします。

自己診断機能

0㎜

強い信号出力(90V)
自動インピーダンス調整機能により
長距離の探索も確実に行えます！

PC接続用USB端子
ヘッドフォン用接続端子

電流方向指示機能(CD)

）
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㎜

送信方法5 : ゾンデ探知法

TM

多数のケーブルから発 信される異な
る信号の波長に対し、パワーフィルタ
ー( 高調波調整機能)を使 用して目的
の電源線のみを正確に識別します。

0
25

送信方法 4 : クランプ 法

パワーフィルター

大

付属品収納ボックス付

自然波

配管・埋設
ケーブル

配管・埋設
ケーブル

夜間で視認性に
優れる反射板。

205㎜

受信機

受信機
送信機

【受信機：RD8100/仕様】
単一アルカリ乾電池 2本

電源

充電式(オプション)

リチウムイオン電池パック

充電池(オプション)

作動時間

約13時間
（アルカリ電池) / 約35時間(リチウム電池パック）

作動時間

約4時間
（アルカリ電池) / 約8時間(リチウム電池パック）

重量

約1.9ｋｇ
（アルカリ電池使用時) / 約1.8ｋｇ

重量

約3.8ｋｇ
（アルカリ電池使用時) / 約3.9ｋｇ

地 上から浅い位置に電 力ケーブルが
埋設されていると警告が発生し、誤切
断を未然に防ぎます。

単一アルカリ乾電池

8本

チウムイオン電池パック

【オプション品】 RD8100の拡張機能用の製品です。
障害点探知用A型フレーム

非接触送信用クランプ
)

TM

【送信機：Tx-10iLOC/仕様】

電源

ケーブル 被覆 の上や 管 の 途 中
から非接触で安 全に送 信でき
ます。

非接触CD信号送信用クランプ

CD/CM信号識別用受信クランプ

ケーブルや管の途中から非接触で
CD信号を送信して探索できます。
複数のケーブルや配管が埋設され
ている箇所で威力を発揮します。

受信機に接続して使用する識別用
クランプです。送信機からのCD
信号や 信号電 流 値を計 測して目
的線や配管を正確に識別します。

ケーブル 被覆 の 破
れた箇所や配管の
コーティングが剥が
れた箇 所をピンポ
イントで検出。断線
箇所や漏電箇所も
検出する探 索用プ
ローブです。

配管探索用ロッド

ソフトキャリーバッグ付

マイクロゾンデS6

探索用ゾンデ(電池内蔵型)

深々度配管用ゾンデ(電池内蔵型)

直径6.4㎜の超小型ゾンデ。非
常に細い配管や極小ダクトなど
に対応します。深度2ｍ対応。

直径39㎜×高さ105㎜のコンパ
クトな 本体に電 池を内 蔵し、強
力な信号発信で埋設位置を正確
に検出できます。深度5ｍ対応。

電池内蔵 型で深 度20ｍまで
対応した非常に強い信号を発
信する深々度埋設位置検出ゾ
ンデ。

通電可能なロッドで電 線管・樹
脂管(給排水管含む)の探索が行
えます。ロッドの 先 端に探 索 用
ゾンデを接続し、送 信機から受
信機に信号が送られ、深い部分
の配管の位置と深さの探索をし
ます。事 故 点のピンポイント探
索にも有効です。

水中探索用アンテナ

GPS機能付

GPS機能で位置情報を把握。
探索状況を自動記録し、過去の履歴を確認・
比較することができます。

Googleマップ上に自動表示

作業状況を「見える化」。この情報をもとに
作業報告書やカスタマーサービスなどの管理
に利用することもできます。

Bluetoothによる遠隔操作

送信機から受信機へBluetooth送信により
ワイヤレスで遠隔操作ができます。
（最大距
離450ｍ）

CD信号対応探査棒

高感度ハンディ探知器

探査棒

CD信号に対応したLEDの矢
印で目的線や配管を確実に識
別します。(通常の探索信号に
も対応)

扱いやすいハンディタイプのアン
テナ部は、目的線が他のケーブル
に隣接している場合や壁内のケ
ーブルを探索する際に有効です。

ラック内に束ねられたケーブ
ル や 受 信クラン プ が入らな
い 狭 所でも 探 索 が 容 易にな
ります。

水中のケーブルや配管の探索時に
使用する水中アンテナです640Hz
もしくは8Hzの信号に対応します。
(接続ケーブルは最大100ｍ)

