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■ Pocket-DC シリーズ ソフトウェア 

商 品 名 機 能 ・ 構 成 標準価格（税込） 

Pocket-DC （基本セット） 
各業務で使用できる、標準的な多角観測（放射観測・対回観測）基本セット 

基本機能（座標･区画･結線データ管理･作成、線作図、測点メモ、各種座標計算、 

ファイル入出力）（※1） ＋ 街区基準点点検 ＋ 測設 ＋ 観測 
￥210,000 

Pocket-DC ‒ Ｔ セット 

公共測量対応多角観測セット（基本セットの観測部分を公共測量対応版に） 

基本機能（上記基本セット参照） ＋ 街区基準点点検 ＋ 測設 ＋ 公共測量対応観測 

※同一基盤で Pocket-DC（基本セット）との共存不可。 

基本セットを導入後に Ｔセットへ交換する場合は、￥52,500 を申し受けます。 

￥210,000 

Pocket-DC ‒ Ｊ セット 

縦横断測量基本セット（縦横断と座標管理・杭打ち機能のセット） 

基本機能（上記基本セット参照） ＋ 測設 ＋ 縦横断オプション 
￥367,500 

FieldSolutionⅢ横断から VerUp   ￥210,000 

同等旧製品からの VerUp      ￥315,000 

オプション 上記基本セットではなくオプションプログラムを単体または組み合わせも可能です。  

縦横断オプション 
Pocket-DC（基本セット）または 

Pocket-DC-T セットの同一基盤に 

縦横断観測を追加する場合 

縦断・横断観測（ＴＳ・デジタルレベル接続対応）、WingNeo 縦横断とデータ同期（※2）、 

中心点 SIMA 入力・縦横断 SIMA 出力  ※接続可能なデジタルレベル機種は確認ください。 

注）単体の場合は基本機能を含みませんので、未所有の場合はＪセットをお勧めします。 
￥315,000 

FieldSolutionⅢ横断から VerUp   ￥157,500 

同等旧製品からの VerUp      ￥262,500 

リモートコントローラ 

モーター駆動・自動視準機能搭載ＴＳを、目標側 Pocket-DC から遠隔コントロール。 

観測や測設、縦横断オプションとの組み合わせで、ワンマン観測も実現します。 

自動視準、反転、角度指定･連続旋回、プリズムサーチ、自動追尾、自動対回、等。 

※接続するＴＳ機種によりコントロール可能な機能は異なります。 

￥157,500 

リモートコントローラ Lite 
リモートコントローラーの Lite 版としてＴＳへの遠隔指示を可能にします。 

ターゲットのプリズム/ノンプリ切替、プリズム定数設定、レーザーポインタ ON/OFF、等 

※接続するＴＳ機種によりコントロール可能な機能は異なります。 
￥52,500 

Pocket-DC → PocketNeo 

アップグレード 
Pocket-DC（基本セット）または Pocket-DC-T セットを、それぞれ同等の PocketNeo に 

アップグレードする場合。 WingNeo との各データ同期連携等、機能強化されます。 
￥157,500 

 

  WingNeo Ver.６.０以降に 「現場ツール」として PocketNeo 基本部を無償提供していますが、Pocket-DC は PocketNeo とは 

仕様が異なるため、この microSD カードに追加することはできません。 
このカードで同等の機能を希望する場合は、WingNeo とのデータ同期機能まで含んだ PocketNeo として「観測オプション」をお勧めします。 
 

※1 基本機能には、座標･区画･結線データ管理・作成、線作図（DXF 出力可）、測点メモ（画像･音声ファイルとして利用可）、各種座標計算、 

APA･SIMA ファイル入出力、等が含まれます。 PocketNeo のように WingNeo とシームレスな現場データ同期はできません。 

※2 縦横断データを WiingNeo と同期を行うには、WingNeo Ver.6.0 以降が必要です。（野帳データ連携上 Ver.6.1 以降を推奨） 
 

■ Pocket-DC シリーズ ATMS 会員制保守契約 
商 品 名 内  容 標準価格（税込） 

Pocket‒ATMS 

年間保守契約 
 

条件：WingNeo を所有で 

「測量ＡＴＭＳ」にご加入の場合 

 

■会員専用ヘルプデスクによるフリーダイヤルＴＥＬ・FAX・メールによる問合せ対応。 

（未加入の場合は対応できません） 

■会員専用サポートホームページ（＠tms-Park）にて、最新版リビジョンアッププログラム、 

操作Ｑ＆Ａ、追加マニュアル（動画マニュアル作成予定）、測量機接続条件など技術情報、 

業界に関する最新情報、等がダウンロードまたは閲覧できます。 

■プログラムメディア（カード）破損時の無償交換 ※お客様の過失による場合を除く 

（未加入の場合は￥10,500 ） 

■ＰＤＡ本体故障時の修理代替機無償貸出 （未加入の場合は１回１台￥21,000 ） 

アイサンテクノロジーより出荷した Pocket シリーズ用マシンが対象、代替機は「hTc Z」です。 

基本（１本目） 

￥21,000／年

追加２本目以降 

１本￥10,500／年

ＡＴＭＳ‒Ｏｎｅ 

年間保守契約 

「測量ＡＴＭＳ」に未加入（WingNeo をお持ちでない場合を含む）のお客様はこちらです。 

サービス内容は上記Ｐｏｃｋｅｔ-ＡＴＭＳの内、「修理代替機無償貸出」を除いたものです。 

（以下オプションを追加することで対応します） 

基本（１本目） 

￥52,500／年
追加２本目以降 

１本￥10,500／年

ＡＴＭＳ-代替機貸出 Plus 「ＡＴＭＳ-Ｏｎｅ」のオプションとして、「Ｐｏｃｋｅｔ-ＡＴＭＳ」と同等の代替機無償貸出サービス 

を追加するものです。 
￥10,500／年

  

Pocket-DC または PocketNeo の各セット品、もしくは PocketNeo 縦横断オプション のいずれかを含む場合、 

対象基盤（カード）ごとにＡＴＭＳ会員契約料金を申し受けます。    

例） 「Pocket-DC（基本セット）＋縦横断オプション」を、同一基盤（カード）に入れた場合は１本分、 

基盤（カード）を２つに分けた場合は２本分となります。 
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【 Pocket シリーズ 確認事項 】 
● セットアップ（インストール＋機器接続設定等）及びインスト（訪問操作指導）に関する料金は、別途申し受けます。 

● Pocket シリーズのソフトウェアは、microＳＤTM※３カードにて提供します。 

お客様の過失によるプログラムカードの紛失や破損の場合は、改めてご購入いただきますので、取り扱いには充分ご注意ください。 

● Pocket シリーズの推奨ハードウェアは、現行上記２機種です。本２機種以外での動作確認・検証は行っておりませんので、ご了承ください。 

● 既にお持ちまたはご検討中の測量機と接続する場合、必要な機材と可能な機能等が異なりますので、事前にご確認ください。 

 

※3 記載の商標について 「Bluetooth」は Bluetooth SIG Inc.の登録商標です。 「microSD」は SD Card Association の登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

■ Pocket シリーズ 推奨ハードウェア１：ポケット PC タイプ＜iPAQ 212＞ 

商 品 名 機 能 概 要 標準価格（税込） 

 

HP iPAQ 212 標準セット 
iPAQ212 Enterprise Handheld 
 

日本ヒューレットパッカード(HP)社製 PDA“iPAQ212”は、4 インチの大画面と 

半透過型 TFT カラー液晶で屋内でも屋外でも見やすいポケット PC。  

Bluetooth®※３Class2 搭載で測量機とのケーブルレス通信を実現。 

〔セット構成〕iPAQ212 本体、スキンフィットケース、スクリーンプロテクタ 

  

￥58,380 
 

（本体のみ 

￥52,500 ） 

オプション品   

  フィットケース  FB016AA#AC3 iPAQ210 用 スキンフィットケース、３色入り  【上記標準セットに含みます】 ￥2,940 

   スクリーンプロテクタ  FB019AA#AC3 iPAQ210 用 液晶保護シート、３枚入り  【上記標準セットに含みます】 ￥2,940 

 標準バッテリ（予備用）  FB036AA#AC3 iPAQ210 用 バッテリ 2200mAh、予備用（本体に１個同梱） ￥5,250 

 大容量バッテリ  FB037AA#AC3 iPAQ210 用 バッテリ 3800mAh、専用バッテリカバー付 ￥9,450 

 レザーベルトケース  FB014AA#AC3 iPAQ210 用 レザーベルトケース ￥5,460 

 アクアパック（344 for small PDA） 特許取得技術で、完全密封耐水深 5mの防水と防塵･防砂･防油のケース ￥5,324 

 カーアダプタ（miniUSB）  FA765AA#AC3 iPAQ210 用 miniUSB 同期ｹｰﾌﾞﾙ対応ｶｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ（miniUSB ｹｰﾌﾞﾙ 1 本付属） ￥3,150 

 モバイル外部バッテリ（AC アダプタ付） JTT 製品 MBSLIMMULTI My Battery SLIM Multi（AC･USB ｹｰﾌﾞﾙ付属） ￥4,935 

 USB2.0 ケーブル（2.0m） ELECOM製品 USB-ECOM505（Ａ：ミニＢタイプ） ￥1,050 

 REX CF-60（RS232C CF カード） RATOC製品 Dsub9P オスシリアルポート増設、光波ケーブル直結通信用。 ￥17,640 

■ Pocket シリーズ 推奨ハードウェア２：堅牢タイプ＜iKon＞ 

商 品 名 機 能 概 要 標準価格（税込） 

 

PSION TEKLOGIX iKon #9 標準セット 

 

PSION TEKLOGIX(ｻｲｵﾝ･ﾃｸﾛｼﾞｯｸｽ)社製、テンキー付堅牢型 PDA“iKon” 

(ｱｲｺﾝ）は、1.5m の高さから落下テスト済み、IP65 に準拠した優れた防塵・ 

防水性、大容量のバッテリなど、タフな現場作業向けモデル。 

カメラも内蔵で、Pocket シリーズでの測点写真メモ機能も活用できます。 

Bluetooth®※３Class2 搭載で測量機とのケーブルレス通信を実現。 

〔セット構成〕iKon #9 本体、ドッキングステーション、キャリングケース 

※携帯電話通信やGPS 機能付タイプも用意できます。（別途御見積） 

￥198,450 
 

（本体のみ 

￥168,000 ） 

オプション品   

   ドッキングステーション  CH4000 
ホスト PC との USB 同期接続に必須、USB ポートからホスト PC との同期接続

を行うほか、本体バッテリと予備用バッテリを同時に充電可能。（ホストPCとの

接続用 USB ケーブル 1 本付属）  【上記標準セットに含みます】 
￥24,150 

   キャリングケース  CH6095 iKon 用 レザー製ベルトクリップ付ケース  【上記標準セットに含みます】 ￥6,300 

スクリーンプロテクタ  CH6112 iKon 用 液晶保護シート、高耐久性、４枚入り ￥6,300 

標準バッテリ（予備用）  CH43000 iKon 用 バッテリ 5000mAh、予備用（本体に１個同梱） ￥18,900 

シリアルポートユニット ※新製品（検証予定） 
本体に装着することで、Dsub9P シリアルポートから、光波接続ケーブル 

による直結通信が可能になります。 
調整中 

 

■ Pocket シリーズ ハードウェア共通オプション：測量機側 Bluetooth®※３無線端末＋ケーブル 

商 品 名 機 能 概 要 標準価格（税込） 

Parani-SD100 Bluetooth®※３無線キット 

Bluetooth®※３Class1 端末で、Bluetooth®※３未搭載の測量機やClass2 搭載の 

測量機でも 100m 程度の無線通信を実現。 

〔セット構成〕Parani-SD100、外部バッテリ 2 種（充電式＋電池式）、ケーブル、 

ダイポールアンテナ、チェンジャー、ナイロンポーチ 

￥29,925 

光波接続ケーブル（各社選択） 
トプコン/ソキア、ニコントリンブル、ペンタックス、各メーカーごとのケーブル ￥15,750 

ライカ用ケーブル ￥21,000 

〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目7番14号 ＡＴビル TEL:052-950-7500 

http://www.aisantec.com  E-mail:eigyo@aisantec.com 
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