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オートレベル
TOPCON AT-B4/B4A

TOPCON AT-B3/B3A

仕様：倍率24倍
レンタル料：150/日
基本料：5000円

仕様：倍率28倍
レンタル料：200/日
基本料：5000円

TOPCON AT-G3

SOKKIA B21

デジタルレベル
TOPCON DL-503

Leica スプリンター 150M

仕様：バーコードスタッフ付
レンタル料：360/日
基本料：8000円

仕様：バーコードスタッフ付
レンタル料：300/日
基本料：8000円

レーザーレベル
仕様：倍率30倍
レンタル料：200/日
基本料：5000円

仕様：倍率30倍
レンタル料：200/日
基本料：5000円

TOPCON AT-B2

TOPCON AT-G2

仕様：倍率32倍
レンタル料：250/日
基本料：5000円

仕様：倍率32倍
レンタル料：250/日
基本料：5000円
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TOPCON RL-H4C

TOPCON RL-H5A DB

仕様：精度10”/半径400m
レンタル料：300/日
基本料：8000円

仕様：精度10“/半径400ｍ
レンタル料：300/日
基本料：8000円
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TOPCON RL-100 1S/200 1S

TOPCON RL-200 2S

仕様：2軸勾配用/リモコン・
受光器
レンタル料：960/日
基本料：12500円

仕様：1軸勾配用
レンタル料：640/日
基本料：9500円

レーザー墨出し器

TAJIMA ZERO G-KYR

TAJIMA AXT-KYR

MYZOX P440EX

MYZOX G-440SR

仕様：グリーンレー
ザー/垂直ライン4本/
水平360°表示
レンタル料：500/日
基本料：10800円

仕様：垂直ライン4本/
水平360°表示
レンタル料：500/日
基本料：10800円

パイプレーザー
TOPCON TP-L4B/5B

仕様：垂直ライン3本/
水平150°表示/
グリーンレーザー
レンタル料：300/日
基本料：8000円

仕様：垂直ライン3本/
水平表示
レンタル料：300/日
基本料：8000円

TAJIMA ML10-KJC

STS NMF-41G

仕様：垂直ライン4本/
水平150°/グリーン
レーザー
レンタル料：300/日
基本料：8000円

仕様：垂直ライン4本/
水平360°表示
レンタル料：500/日
基本料：10800円
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仕様：水平1方向レーザー
レンタル料：960/日
基本料：10800円

レーザー距離計
Leica DISTO D5

Leica DISTO A5

仕様：
レンタル料：200/日
基本料：3000円

仕様：
レンタル料：160/日
基本料：3000円
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Leica DISTO A8

TOPCON CS-235F/WF

仕様：傾斜測定可能（±180°）
レンタル料：500/日
基本料：4000円

TOPCON DT-213

仕様：最小表示10”
レンタル料：350/日
基本料：8000円

仕様：
レンタル料：300/日
基本料：8000円

トータルステーション
NIKON NST-307Cr

TOPCON CS-237F/WF

仕様：片面表示
レンタル料：550/日
基本料：11000円

仕様：片面表示/シフト式
レンタル料：550/日
基本料：11000円
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仕様：3級ノンプリ/両面表
示/シフト式
レンタル料：800/日
基本料：11000円

仕様：3級/両面表
示/シフト式
レンタル料：800/日
基本料：11000円

デジタルセオドライト
SOKKIA DT5AS

Leica TCR407S

TOPCON ES-107F

TOPCON GM-107F

仕様：3級ノンプリ/片面表示/
シフト式/ES-107F後継機
レンタル料：875/日
基本料：11000円

仕様：3級ノンプリ/片面表示/
シフト式
レンタル料：875/日
基本料：11000円

TOPCON GPT-3005W

Leica TS02/TS-06

仕様：3級ノンプリ/両面表
示/シフト式
レンタル料：875/日
基本料：11000円

仕様：2級ノンプリ/着脱式
レンタル料：900/日
基本料：14000円
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TOPCON 3005WF/3105F

TOPCON ES-105

仕様：2級ノンプリ/シフト式
レンタル料：900/日
基本料：14000円

仕様：2級ノンプリ/着脱式
レンタル料：900/日
基本料：14000円

TOPCON ES-105F

TOPCON GM-105F

仕様：2級ノンプリ/シフト式
レンタル料：900/日
基本料：14000円

仕様：2級ノンプリ/シフト式
レンタル料：900/日
基本料：14000円

SOKIKA SET330RS

TOPCON GPT-7505

仕様：2級ノンプリ/着脱式/
基本観測プログラム付
レンタル料：1500/日
基本料：15000円

仕様：2級ノンプリ/基本観測
プログラム付
レンタル料：1250/日
基本料：14000円
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TOPCON PS-105AC

TOPCON OS-105

仕様：2級ノンプリ/着脱式/
電子野帳内蔵タイプ
レンタル料：1500/日
基本料：15000円

仕様：2級ノンプリ/着脱式/自
動視準・対回/測量機基本P付
レンタル料：2000/日
基本料：16000円

TOPCON GT-505

TOPCON GPT-9005AR/QS5A

仕様：世界最速＆最軽量/2級ノン
プリ/着脱式/自動視準・対回
レンタル料：2000/日
基本料：16000円
TOPCON GT-1005

仕様：2級ノンプリ/着脱式/
自動追尾機能搭載
レンタル料：4000/日
基本料：23000円
TOPCON PS-105A

仕様：2級ノンプリ/着脱式/
自動追尾機能搭載
レンタル料：4500/日
基本料：23000円

仕様：2級ノンプリ/着脱式/
自動追尾機能搭載
レンタル料：4500/日
基本料：23000円
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杭ナビ

電子野帳

TOPCON LN-100

TOPCON FC-250

仕様：簡単操作で杭打ち・座標取得/追尾機能付
レンタル料：2400/日
基本料：24000円

GNSS
TOPCON Hiper SR

TOPCON Hiper SR-VRS

TOPCON FC-500

仕様：測量基本観測プログラ
ム付
レンタル料：640/日
基本料：5000円

仕様：測量基本観測プログラ
ム付
レンタル料：640/日
基本料：5000円

Lan Deco

仕様：
レンタル料：875/日
基本料：7500円
仕様：土木用2周波VRS/GNSS受
信機1台・通信モバイル1台・デー
タ取得料込
レンタル料：7000/日
基本料：23000円

仕様：土木用/2周波/GNSS受
信機2台・データコレクター1台
レンタル料：7000/日
基本料：23000円

電子野帳プログラム
TOPCON 監督さんV

ドローン
DJI phantom4

仕様：予備バッテリー付・（無償保険修理実費ご請求）
レンタル料：640/日
基本料：10800円
9

仕様：中心杭離れ計算/出来形観測/法形丁張り機能搭載
【電子野帳とセットでのみ貸出可能】
レンタル料：400/日
基本料：0円
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プリズム

アイピース
TOPCON 13型

TOPCON 10型

仕様：
レンタル料：100/日
基本料：1800円

仕様：セオドライト用
レンタル料：100/日
基本料：1800円
TOPCON/SOKKIA DE27型

SOKKIA DE17型

仕様：光波計用
レンタル料：100/日
基本料：1800円

仕様：セオドライト用
レンタル料：100/日
基本料：1800円

仕様：1素子プリズム/ダブル
ロックタイプ/モータードライブ
光波用
レンタル料：240/日
基本料：4500円

仕様：1素子プリズム/シフ
ト式
レンタル料：240/日
基本料：4500円

TOPCON W1/W3

SOKKIA APS12

仕様：1素子プリズム/着脱式
レンタル料：240/日
基本料：4500円

仕様：1素子プリズム/着脱式
レンタル料：240/日
基本料：4500円

SOKKIA APS12S

NIKON

仕様：
レンタル料：100/日
基本料：1800円

TOPCON F1

TOPCON W6

NIKON Cセット

仕様：1素子プリズム/着脱式
レンタル料：240/日
基本料：4500円

仕様：1素子プリズム/シフト式
レンタル料：240/日
基本料：4500円
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三脚

ミニプリズム

35㎜平面三脚

5/8inch球面三脚

仕様：オフセット0㎜
レンタル料：100/日
基本料：1200円

ポール・ポール三脚
ピンポール

プリズムポール

仕様：2m×2段
レンタル料：100/日
基本料：1200円

仕様：
レンタル料：100/日
基本料：1200円

仕様：レベル用
レンタル料：100/日
基本料：1200円

仕様：セオドライト/シフト式
トータルステーション用
レンタル料：100/日
基本料：1200円

5/8inch平面三脚

エレベーター三脚

仕様：着脱式トータルステー
ション用
レンタル料：100/日
基本料：1200円

仕様：
レンタル料：100/日
基本料：1800円

5/8inch球面短脚

ピンポール三脚

仕様：
レンタル料：100/日
基本料：1200円

35㎜平面短脚

仕様：レベル用
レンタル料：100/日
基本料：1200円
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仕様：セオドライト/シフト式
トータルステーション用
レンタル料：100/日
基本料：1200円

木脚

5/8inch平面短脚

Tバーセット
Tバーセット

仕様：着脱式トータルステー
ション用
レンタル料：100/日
基本料：1200円

仕様：パイプレーザー用
レンタル料：240/日
基本料：6500円

仕様：5/8inch平面
レンタル料：100/日
基本料：1800円

ターゲット

スタッフ

大口径ターゲットセット

スタッフ
仕様：逆目盛付
レンタル料：100/日
基本料：1200円

仕様：パイプレーザー用のΦにより組み合わせが変わります。
レンタル料：200/日
基本料：4000円

レベルアーム

マグネットレベルアーム

レベルアーム

仕様：
レンタル料：100/日
基本料：1200円

酸素濃度計

新コスモス電機 XO-326llA

新コスモス電機 XO-326ALA
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仕様：
レンタル料：100/日
基本料：1800円

仕様：1種（酸素）5mケーブルタイプ
レンタル料：200/日
基本料：5000円
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仕様：1種（酸素）5mケーブル
タイプ
レンタル料：200/日
基本料：5000円

新コスモス電機 XO-326ll sA

普通騒音計

仕様：1種（酸素）5mケーブルタイプ
レンタル料：200/日
基本料：5000円

ガス検知器

新コスモス電機 XA-4400/4400ｌｌ

新コスモス電機 XOS-326

リオン NL-22

リオン NL-21

仕様：フラッシュメモリカード付
レンタル料：400/日
基本料：8000円

仕様：フラッシュメモリカード付
レンタル料：460/日
基本料：8000円

リオン NL-42

仕様：携帯タイプ/2種
（酸素・硫化水素）
レンタル料：400/日
基本料：11000円

仕様：フラッシュメモリカード付
レンタル料：460/日
基本料：8000円

仕様：携帯タイプ/4種（酸素・一酸
化炭素・硫化水素・可燃ガス）
レンタル料：430/日
基本料：15000円
新コスモス電機 XP-302M

Honeywell PGM-2400

振動レベル計
リオン VM-53A

仕様：携帯タイプ/4種（酸素・一
酸化炭素・硫化水素・可燃ガス）
レンタル料：430/日
基本料：15000円

仕様：携帯タイプ/4種（酸素・一
酸化炭素・硫化水素・可燃ガス）
レンタル料：520/日
基本料：15000円
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仕様：
レンタル料：800/日
基本料：11000円

18

レベルレコーダー

リオン LR-20

リオン LR-07

仕様：2ch/記録紙別途
レンタル料：1200/日
基本料：14000円

仕様：1ch/記録紙別途
レンタル料：800/日
基本料：8500円

管理ソフト

管理ソフト AS-60VM

管理ソフト AS-60

仕様：ロックハンマー/記録紙別途 仕様：ロックハンマー/記録紙別途
レンタル料：450/日
レンタル料：450/日
基本料：4500円
基本料：4500円

テストアンビル
テストアンビル CA
仕様：コンクリート用/基準値：
80R
レンタル料：450/日
基本料：4500円

仕様：騒音計・振動計管理ソフト
レンタル料：580/日
基本料：10800円

仕様：騒音計管理ソフト
レンタル料：350/日
基本料：6500円

テストハンマー

プロセク NR型

三洋試験機 NSR型

仕様：コンクリートテストハン
マー/記録用紙別途
レンタル料：450/日
基本料：4500円

プロセク KS

三洋試験機 GSR型

現場密度試験機

三洋試験機 LS-501A

三洋試験機 LS-499

仕様：コンクリートテストハン
マー/記録用紙別途
レンタル料：450/日
基本料：4500円
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仕様：JIS型/砂置換法
レンタル料：200/日
基本料：4300円

仕様：公団型Φ25㎝/細粒土用
レンタル料：200/日
基本料：4300円
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三洋試験機 LS-501B

三洋試験機 LS-501B
仕様：公団型Φ25㎝/荒粒土用
レンタル料：200/日
基本料：4300円

コンペネトロメーター

仕様：簡易動的貫入試験機/ロッド
(φ16×430mm)×1本・ロッド
(φ16×500mm)×9本・ノッキングヘッド×1
個・貫入先端コーン×2個・ガイドロッド
(φ16×500mm)×1本・ガイドロッド
(φ16×350mm)×1本・ウエイト×1個・スパ
ナ×2丁・パイプレンチ(200mm)×2丁・収
納袋×1 送料別途
レンタル料：560/日
基本料：10000円

簡易支持力測定器

三洋試験機 LS-420

マルイ キャスポル

ランデックス エレフット
仕様：粘性土との相対強度/粘着力/
一軸圧縮強度/許容地耐力の測定可能
レンタル料：450/日
基本料：8500円
仕様：簡易地盤支持力試験
機/載荷板8枚、拡大レンズ付
レンタル料：1500/日
基本料：15000円

土研式貫試験器

仕様：簡易支持力測定器/衝撃
加速度法による地盤強度判定
レンタル料：2500/日
基本料：17000円

水分計

三洋試験機 LS-434

ケット HI-520-2

ケット HI-520
仕様：道路路床/路盤の相対的支持力
強度/支持力値の測定可能/送料別途
レンタル料：400/日
基本料：10000円
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仕様：コンクリート・モルタル・ALC
水分計
レンタル料：400/日
基本料：7000円
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仕様：コンクリート・モルタル・
ALC水分計
レンタル料：400/日
基本料：7000円

ポータブル濁点度計

東亜DKK TB-31

東亜DKK TB-25A

仕様：河川・ダム・各種排水
等に電極を直接浸漬測定可
レンタル料：600/日
基本料：10000円

仕様：河川・ダム・各種排水
等に電極を直接浸漬測定可
レンタル料：600/日
基本料：10000円

水質チェッカー

大田商事 データロガー雨量計

大田計器 転倒ます型

仕様：自記雨量計/記録紙付(月4
枚を基本とするレンタル期間分)
レンタル料：350/日
基本料：9000円

仕様：データロガー式雨量計
レンタル料：350/日
基本料：9000円

温度計

東亜DKK WQC-22A
仕様：pH・水温・DO・電気伝導率・濁度・
塩分を1台で簡単測定
レンタル料：860/日
基本料：18000円

電子天秤

新光電子 TS-30K

新光電子 GM-12K

仕様：～12kg/0.5g単位
レンタル料：300/日
基本料：6000円

雨量計

大田計器 自揮温度計
仕様：記録紙付(月4枚を基本とする
レンタル期間分)
レンタル料：150/日
基本料：4500円

トランシーバー

アイコム IC-4500

スタンダード FTH-208

仕様：～30kg/5g単位1g単位切替可
レンタル料：400/日
基本料：11000円
23

仕様：2台1セット
レンタル料：350/日
基本料：2300円

仕様：2台１セット
レンタル料：350/日
基本料：2300円
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アイコム IC-4800

アイコム IC-D50

仕様：2台１セット
レンタル料：350/日
基本料：2300円

仕様：長距離/2台1セット
レンタル料：400/日
基本料：4500円

ヘッドセット

イヤホンマイク

スタンダード VC-24

仕様：トランシーバーFTH208用
レンタル料：100円/日
基本料：1200円

鉄筋探査機

イヤホンマイク

仕様：トランシーバーIC-4500
・4800・D50用
レンタル料：100/日
基本料：1200円
BOSCH D-TECT150CNT

ZIRCON MT-6

仕様：鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・
CD管・電線・木材まで探知
仕様：間柱探知機/金属・木材
可能/最大測定深さ150mm
検地が可能
レンタル料：500/日
レンタル料：150/日
基本料：7200円
基本料：2200円
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プロフォーメーター5S

プロフォーメーターPM-630

仕様：鉄筋探知器/かぶり厚さ
測定範囲60mm
レンタル料：2400/日
基本料：17000円

仕様：鉄筋探知器/かぶり厚さ
測定範囲185mm/
カラーディスプレイ
レンタル料：3500/日
基本料：23000円

赤外線サーモグラフィカメラ

ファイバースコープ
SDI-120

R300SR-SS

仕様：付属品：IRL-TX02C２倍望遠
レンズ・IRL-WX02C２
倍視野拡大レンズ・三脚
レンタル料：4000/日
基本料：6000円

仕様：microSD付/5mカメラ
ケーブル（オプション)
レンタル料：350/日
基本料：6000円

空気呼吸器

プロジェクター

重松製作所 M30F

EPSON EB-S8

仕様：コンパクトサイズ(A4)
レンタル料：300/日
基本料：5000円

仕様：
レンタル料：800/日
基本料：23000円
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在庫について
・時期によって、お選びいただいた機種の在庫が無い場合がございま
すので、その場合はレンタル料金、基本料金、送料含め、再見積もりを
させていただきます。
・本冊子に掲載されていないメーカー、機種もございますので、
お気軽にお問合せください。

お支払い方法について
・基本的に、月末締めの翌月１０日もしくは翌月末のお支払いでお願い
致します。
・弊社とのお取引が初めての場合や、長期特別価格などの特殊なケー
スでのご提供の場合、前金でお支払いいただく場合がございます。

送料について
・６４８円～２０００円／１個 その他別途お見積り
（納品物の大小、重量など様々なため、都度お見積り致します。また、
レンタル期間の長さなどで割引も可能です。）

免責事項について
・お客様の不注意による転倒及び水没、自然災害による被害、盗難に
よる紛失（警察に被害届を提出した場合のみ）など、保険適応範囲内で
不具合が生じた場合は、機種にかかわらず、免責額70,000円を請求出
来るものとします。但し、免責額に満たない内容については実費としま
す。
・事故・破損時の状況（詳細）説明のご連絡がなかった、物品（部品・付
属品など）の紛失など、保険適応範囲外での不具合が生じた場合、ま
たコンクリートや泥など汚れが付着したままのご返却による清掃作業費
（特殊な除去液仕様）は、全額お客様にご請求できるものとします。
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株式会社 Y&Tカンパニー
ᵲᵣᵪ：ᵎᵐᵒᵋᵓᵕᵑᵋᵔᵒᵐᵏᴾ
ᵤᵟᵶ：ᵎᵐᵒᵋᵓᵕᵑᵋᵔᵒᵐᵐ
〒ᵗᵔᵎーᵏᵐᵒᵔ
福島県福島市松川町金沢字新林４－９

・パソコン修理 ・現場用品レンタル
・自家焙煎コーヒー豆
・コーヒーメーカー無料レンタル
・ドローン空撮 ・携帯レンタル
・オリジナルボールペンや携帯ケース
・木製品雑貨（オリジナルも）・測量機
・看板、ポスター・HP作成・法人携帯

