
E A S Y L U X
RETROREFLECTOMETER
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MiniReflecto Classic Line Mobile &

時代の先を行く。 Easylux は高精度の光電子計器システムのデザインと開発を専

門としています。　自社の画期的なオプティカル・システムは非

準拠的エンジニアのチームによる10年間にわたる努力の結果

です。 現存する道路可視性のコントロールの器具がどれほど危

険で不適であるかということに着目しました。　特許権を得た

MiniReflecto系のレトロリフレクター計器の新しいスタンダード

です。　固定概念を変え、今までのレトロリフレクターを過去のも

のとし、新しいマイルストーンを築きました。　

Softwareミニリフレクト クラシック・ライン
モバイル＆ソフト
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INNOVATION
イノベーション

レトロレフレクターとは人間の視覚を数値に変換する光電子計器です。　

MINIは、2014年にリリースされ現場と研究所で使用可能な道路可視性計器

を更に実用化にしたものです。　

特有な外光抑制テクノロジーによって、強い日射の中でも測定エリアへのフ

リーアクセスが可能です。　 

自社の新しいテクノロジーかつ他のイノベーションをご紹介いたします。

CHANGE 
YOUR 

CONCEPTS
固定概念を変える 

今までのレトロリフレクターは過
去のもの。

RETROREFLECTOMETER
レトロリフレクター

MiniReflecto Overview
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新しいデザインを創造するための
画期的なテクノロジーの開発。   

アレンジメントB-照らされている範囲が
完全に測定距離に含まれている
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MiniReflecto（ミニリフレクト）

携帯用のMiniReflectoは三つのモデルがあります。　

 z Horizontal・水平ー路面標示用レトロリフレクト

 z Vertical・垂直ー交通標識用レトロリフレクト

 z RoadStud・道路鋲ー隆起した路面標示用  （RRPM）

Retroreflectometer family　（レトロリフレクター系）　

STRONG 
AND 

MODERN
頑丈＆モダン 最新のMiniReflecto（ミニリフレクト）は強くかつ

柔軟性のあるエンジニアリング・プラスティッ

クとアルミとINOX鋼で構成されており、軽量

で頑丈なレトロリフレクターです。

MiniReflecto Overview

単３電池
 

SDカード

MiniReflecto （ミニリフレクト）は規格の

充電式の単三電池を使用します。　

LEDのオブティカル・システムなので効率

が良く、ほぼメンテナンス・フリーです。　

計測したすべてのデータは取り外し可能

なSDカードにテキスト・ファイルとして記

録されます。　
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AIRPLANE 
BAGGAGE

CARRY-ON
機内持ち込み手荷物

MiniReflecto(ミニリフレクト）系
のすべてが機内持ち込み手荷
物可能のサイズです。　

今までと違い、飛行機に搭乗の際、一緒

に持って入れます。

腕力より頭脳 

もう、レトロリフレクターのために筋力

を要されることはありません。　
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WORLD 
PRESENCE 

LOG
DATABASE

ログ・データベース

測定数値は様々なパラメターを登録できるロ

グファイルに整理されます：

• 道路名;

• マイルストーン・マーク;

• オペレーターの名前;

• 方角(北、南、東、西）

• 素材(ペンキ、 熱可塑、プリスマティック…）

• 色;

• 位置 ；（左端、中央線等）

•  書き込み(ほこりっぽい、濡れてる、区切られている等)

MiniReflecto Overview

ANDROID 
INTERFACE

アンドロイド・インターフェイス

ドリガー測定

データ・シェア

写真撮影
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HORIZONTAL　ホリゾンタル（水

MiniReflecto　Horizontal(ミニリフレクト・ホリ
ゾンタル）は路面標示の夜間の視界RL、日中の
視界Qd、 濡れた状況時の視界RL wet、そして
長期的に濡れている状態RL rain を測ります。
 

特許を得たオプティカル・システムとCIE Eye Sensorの反応

によりあらゆる色とタイプの路面標示の正確な測定が可能

です。　隆起された標示(15mｍまで）も計測ができます。　

Retroreflectometer レトロリフレクター

EN1436 RL   Qd

ASTM E1710                          RL

ASTM E2302 Qd

ASTM E2177 RL wet

ASTM E2832            RL2 (rain)

ERGONOMIC
ROAD MARKING 

CONTROL
エルゴノミック（人間工学）に基づいた

ロードマッピングコントロール

Sun proof measurements.
日光の中でも読み取れる

Dimensions and Weight　　寸法と重量

計測は  RL が 1秒 或は  RL と Qd が 
2 秒です。

SMALL 
AND

FAST
コンパクト＆敏速

全長 255 mm (Qdなし)

全幅 155 mm

全高 170 mm

重量 2.1 kg (電池を含む)

キャリーケース 470 x 380 x 240 mm

Electrical　エレクトロニクス

電池 単三 (6個) 

チャージャー Automatic 100-240 V full range

データ・メモリー SD Card ( 4 GB　ミニマム )

ディスプレイ 色半透過型、タッチスクリーン

インターフェイス USB、serial、 Bluetooth (オプション)

耐熱温度 -10°C to 50°C

光源 LED (メンテナンス　フリー)

自社の最新のテクノロジーは、
今までの技術と比べて約5分の一の
大きさと重さです。　
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MiniReflecto Horizontal　ミニリフレクト・ホリゾ

ンタルWORK
LIGHT

軽量

• 30メートル　ジオメトリー(15m 86.5°/1.5°可 ).

• 充電式単三電池

• アンドロイド・スマートフォン・ブルートゥース　インターフェイス　（オプション）

• 温度、湿度、傾度　(% Tilt X と % Tilt Y).

• WAAS GPS （オプション）

• 取り外し可能なSDカード　(4 GB ミニマム).

• 日光の中で読めるLCDとタッチスクリーン

• LEDテクノロジー、　ほぼメンテナンス・フリー

• 機内持ち込み可能キャリーケース

• 調整可能ハンドルとIrDAリモコン

• 速い測定:  RL が１秒或は RL と Qdが２秒

• 平らと隆起された（１５ｍｍまで）標識の測定

• 日付、時間、GPS,湿度、温度、傾度、％などを登録

• ログ機能（道路名、マイルストーン、色、素材等）

• データ分析とレポート用　無料EASYDATAのアプリ

• セラミック参照によるキャリブレーション（NIST)

• 多国語、　常時平均値のアップデート

• ウェットタイマー、トリガータイマー、ストップタイマー

信頼できるスタンダード 

Easyluxの器具は工場研究所で較正されており、NIST(National 

Institute of Standards and Technology, USA) のスタンダートに従

っています。　

照射角 1.24° (88.76°)

観測角 2.29° (1.05°)

ジオメトリー 30m シミュレーション距離(15m 可)
アレンジメントB-照らされている範囲が完全に測定距離に含まれている

観察アパーチャ ±0.15° 

測定エリア 58 x 350 mm

測定センサー CIE V (λ) adapted

測定レンジ RL: 0 - 3999 mcd . m-2. lx-1  Qd: 0 - 399 mcd . m-2. lx-1

測定速度 RL が1秒或は  RL + Qdが 2 秒 

隆起した標識 15 mmまで

ASTM E2832 

RL2 (rain) 適合テクノロジー
外部ビーム　レトロリフレクター 

計測エリアのフリーアクセス

MiniReflecto Horizontal　ミニリフレクト’・ホリゾンタル
Technical テクニカル 

30-meter geometry:

88.76° / 1.05° (ASTM E1710) 

1.24° / 2.29° (EN1436)

2年間の保証付き
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DIFFUSE 
LIGHT

拡散光 

Qd
特許権を得た折り畳み式、そして取り外し可能なQｄライト・ソー

スはユーザーの仕事を軽減してくれます。　Qdライト・ソースは日

中可視性測定が必要でない場合に取り外せます。　

Day visibility　日中可視性 (オプション)

Options　オプション
MiniReflecto Horizontal add-ons

Bluetooth 

WAAS GPS                          

エルゴノミクス KIT  

VGA カメラ 
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15 mm
隆起した標識測定・調整不要

承認済み
証明書番号： 0913-2014-04 

自社の新技術はドイツの独立した研究所に承認されています。　
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Conditions of rain.　
Continuous wetting compatible technology.
継続的に濡れた状態も測定できるテクノロジー。

Free access over measurement area.
測定エリアにフリーアクセス

ASTM E2832

EN 1436

ABNT 14723 
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The Nylon Bag kit
ナイロン　バッグ　キット
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MiniReflecto Horizontal(ミニリフレクト・ホリゾンタル）
は、あらゆる形と色の路面標識の夜間可視性（RL）、日中
可視性（Qd）、濡れた状態での可視性（RL wet）、長期的に
濡れた状態の可視性（RL-2 rain）を測定します。隆起され
た標識も15㎜までは調整なしで測定可能です。　
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• 飛行機搭乗の際、コスト削減

• 安易なバッテリー交換

• ポータビリティー

• マーキング・トラック内で場所を取らない

• 軽量でオペレーターの疲労を消去

• 積み上げ下げをスピードアップ

• 単三電池使用 Smartphone interface
スマートフォン・インターフェイス

Take photos, add notes, and export measurement results to 
WhatsApp or email.　
携帯電話で写真を撮りメモを足し、測定結果をテキスト或はEメ
ールする。
 
The photos are combined with the measurement results: A 
single photographic record allows the complete analysis of 
the signage.
写真と測定結果が合体：一枚で標識の完全分析
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 TRAFFIC SIGNS 
SAFETY CLOTHING

道路標識・安全衣類

VERTICAL　バーティカル　

Retroreflectometer　レトロリフレクタ

ASTM E1709                                            0.2°

ASTM E2540                                           0.5°

EN 12899-1                                           0.33°

ISO 20471                0.2°, 0.33°, 1.0°, 1.5° 

Minireflecto Vertical（レトロリフレクター・バーティカル）

は道路標識、安全衣類等の再帰反射（RA ）を四つの角度ま

で測定します。　 

新しいオプティカル・システムによって同時に４つの観察

角度で測定が可能です。　

エントランス角度は(β)固定も可能( −4° / +5° )、或いは

オペレターによって常時調整することもできます。　 

調整可能なエントランス角度と同時に4つの観察角度で測

定できることから国際的標準に応じた正確な再帰反射の

測定が可能です。　　

Dimensions and Weight　寸法と重量

全長 255 mm

前幅 155 mm

全高 170 mm

重量 2.0 kg (電池を含む)

キャリーケース 470 x 380 x 240 mm

Electrical　エレクトロニクス

電池 単三電池　(6 個) 

チャージャー Automatic 100-240 V full range

データ・メモリー SD Card ( 4 GB ミニマム)

ディスプレイ 色半透過型,  タッチスクリーン

インターフェイス USB, serial and Bluetooth (オプション)

耐熱温度 -10°C to 50°C

光源 LED (メンテナンス・フリー)

交通標識　安全衣類
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Extension　エクステンショ

調整可能なエクステンション・ポールとリモコンで、高位置の

道路標示でも簡単に操作できます。　

Remote Control　リモコン

Options 　オプション

MiniReflecto Vertical add-ons　アドオン

BlueTooth             

WAAS GPS                                              

RFID リーダー  ISO 15693 と ISO 1443A/B

バーコード・リーダー                                 

エクステンション・ポール                  

ADJUSTABLE
Illumination angle　調整可能な照明角度

The exclusive external light 
suppression technology allows free 
access to the measurement area.
自社特有の外光抑制技術で測定エリ
アへのフリーアクセス

With built-in digital inclinometer for precise 
entrance angle control.
ビルトイン・デジタル傾斜計でエントランス角度を正確
にコントロール

Measures all types and 
colors of retroreflective 
materials.
多種の色と再帰反射する素
材を測定

Sun proof technology
日射プルーフ・テクノロジー

ISO 20471
The combination of adjustable entrance angle with the exclusive quadruple 
simultaneous observation angles allows precise determination of retroreflection  
according ISO 20471 - High Visibility Clothing.
調節可能なエントランス角度と自社特有の4つの観察角度によって、より正確な再帰反
射の測定が可能です。（ISO20471）ー視認性の高い衣類
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DETAILED
INFORMATION

詳細な情報

信頼できるスタンダード 
Easylux Verticalは一つの参照基準を用いてすべての色と素材を測定しま

す。　使用している参照スタンダードは国に認定された研究所にもとづい

ています。 

照明角度 -4° / +5° 常時調整可能

観察角度 同時に4つの角度まで

角度 : 0.2°, 0.33°, 0.5°, 1.0°, 1.5° and 2.0°

観察アパチャ 0.1°  環状アパチャ

奥定範囲 28 mm

測定範囲 CIE V (λ) adapted

奥定レンジ RA: 0 - 1999 cd . lx-1. m-2

測定速度 各観察角度につき1 秒

スタンダート

2年間の保証付き。

MiniReflecto Vertical　ミニリフレクト・バーティカル

Technical　テクニカル 
• 同時に２つか4つの角度のチョイス

• 安全衣類ISO 20471に好適

• 5mのエクステンション・ポールと IrDA リモコン　(オプション)

• 照明角度の自由調整

• コンタクトレスー外光プルーフ測定

• 正確な傾斜コントロール用ビルトイン・デジタル傾斜計

• 温度、湿度

• WAAS GPS (オプション)

• 取り外し可能なSD カード (4 GB ミニマム)

• 色透過型 (日光下でも読める) LCD とタッチスクリーン

• LED テクノロジーほぼメンテナンス・フリー

• 敏速な測定: 各観察角度につき1 秒

• 日付、時間、GPS,湿度、温度、角度を登録

• 道路名、マイルストーン、色、素材のログ

• データ分析とレポート用の無料EasyData アプリ

• 多国語 

• 平均値の計算

• 設定可能なトリガータイマーとストップタイマー 

MiniReflecto Vertical　ミニリフレクト・バーティカ

ル

UP TO 4 ANGLES 
SIMULTANEOUSLY

同時に４つの角度
www.easylux.com.br34



MiniReflecto (ミニリフレクト）は世界でもユニークなデュアル・ア

ングル道路鋲用のレトロリフレクターです。　  

特許権を得たオプティカル・システムは同時に二つの観察角度

（0.2°か3°と 1°） を用いてRRPMの再帰反射（RI）を現場或いは、

研究所で測定します。　

自社特有の迷光抑制技術により、ユーザーは測定を読み取る際

に測定エリアが完全アクセスできます。　正しいフィールド・ポジ

ションと正確なエントランス角度のコントロールが 可能です。　

Road Studs　ロードスタッド　道路鋲

Retroreflectometer　レトロリフレクター

ASTM E1696                                           0.2° / 1°

EN 1463                                                    0.3° / 1°

FULL 
CONTROL

完全コントロール 

Thanks to exclusive stray light 
suppression technology the user has 
full access to the measurement area.
自社特有の迷光抑制技術により、ユーザ
ーは測定時に、測定エリアが完全アクセ
スできます

It makes correct field positioning 
and  precise entrance angle control 
possible. 
正しいフィールド・ポジションと正確なエン
トランス角度のコントロールが 可能です
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Dimensions and Weight　寸法と重量

全長 255 mm

全幅 155 mm

全高 170 mm

重量 2.0 kg (電池を含む)

キャリーケース 470 x 380 x 240 mm

Electrical　 エレクトロニクス

電池 単三電池　 (6個) 

チャージャー Automatic 100-240 V full range

データ・メモリー SD Card (4 GB ミニマム)

ディスプレイ 色半透過型,  タッチスクリーン

インターフェイス USB, serial and Bluetooth (オプション)

耐熱温度 -10°C to 50°C

光源 LED  

BlueTooth 

WAAS GPS                          

エルゴノミック・キット 

Road Studs Options
ロード・スタッド　オプション

ALL TYPES 
AND COLORS

あらゆる素材と色 

Measures all types and colors of  
road studs (RRPM) on site or in the 
laboratory.
あらゆるタイプと色の道路鋲RRPMを現場
或は、研究所で測定
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信頼できるスタンダード 

Easylux Verticalは一つの参照基準を用いてすべての色と素材を測定

します。　使用している参照スタンダードは国に認定された研究所に

もとづいています。 

照明角度 1.0° 

観察角度 0.2° (or 0.3°) と 1°

観察アパチャ 0.1°  

測定エリア 75 mm x 30 mm

測定センサー CIE V (λ) adapted

測定レンジ RI: 0 - 2500 cd . lx-1

測定速度 各観察角度につき1秒

スタンダード ASTM E1696, EN1463

2年間の保証付き

MiniReflecto Road Studs　ミニリフレクト　ロードスタッド
Technical　テクニカル 

• 同時に二つの角度: 0.2° ( 0.3°) と1°

• エントランス角度の自由調整

• 外光プルーフ測定

• 読み取り時測定エリアに完全アクセス

• 正確なフィールド・ポジション

• 安易なエントランス角度のコントロール

• WAAS GPS (オプション)

• 取り外し可能なSDカード (4 GB ミニマム)

• 色半透過型(日光下でも読み取れる）LCD とタッチスクリーン 

• LED テクノロジー -ほぼメンテナンスフリー

• 機内持ち込み手荷物用キャリーケース

• 敏速に測定: 各観察角度につき1秒

• 日付、時間、GPS,湿度、温度、角度を登録

• 道路名、マイルストーン、色、素材のログ

• データ分析とレポート用の無料Free EasyData アプリ

• 多国語 

• 平均値の計算

• 設定可能なトリガータイマーとストップタイマー 

MiniReflecto Road Studs　ロードスタッド
Features　特徴 

2 ANGLES 
SIMULTANEOUSLY

同時に二つの角度
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RETROREFLECTANCE 
KIT 

レトロリフレクタンス　キット

この軽量なケースひとつで、すべてのレトロリフレクター（ロードマ
ーキング・ロードスタッド・ロードサイン）の持ち運びが可能です。　
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CLASSIC
クラシック

Classic Horizontal クラシック・ホリゾン

タル

2006年にリリースされた頑丈でシンプルなレトロ

リフレクターです。

Classic Verticalクラシック・バーティカル

2008年にリリースされたクラッシック・バーテ

ィカルは新技術のLEDのシステムを用いて軽

くてシンプルなデザインのレトロリフレクター

です。　

Classic Road Studs - RRPM
クラシック・バーティカル　RRPM

2009年に研究所用の計器としてリリースされた

クラッシックRRPMはフィールド・ポジションやア

ライメント・コントロールが改善されたデザイン

です。　　

Classic Products　クラシック系商品
Easylux Classic （クラシック系）のレトロリフレクターはシンプルさと実用性を重んじたデザインとなっ

ています。　

クラック系すべての商品はLEDによって効率が良く、ほぼメンテナンス・フリーとなっています。
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HORIZONTAL　ホリゾンタル

Easylux Horizontal Classic（ホリゾンタル・クラシック）は頑丈でシンプル

で直観的に操作できる計器です。　簡単に夜間可視性、日中可視性を認知

し、温度と湿度の登録をします。　
Classic Retroreflectometer　クラシック　レトロリフレ

EN1436 RL   Qd

ASTM E1710                          RL

ASTM E2302 Qd

ASTM E2177 RL wet 30ｍ　ジオメトリー 88.76° / 1.05° (ASTM E1710) 

1.24° / 2.29° (EN1436)

15ｍ　ジオメトリー 86.5° / 1.5°

測定レンジ RL: 0 - 1999 mcd . m-2. lx-1   

Qd: 0 - 320 mcd . m-2. lx-1

測定エリア 70 x 190 mm

測定センサー マルチセンサー  - CIE V (λ) adapted

側定時間  RL が1秒　或は  RL + Qdが2秒

隆起された標識 2 mmまで

寸法 590 x 160 x 260 mm

重量 5.5 kg (電池を含む)

スタンダード EN1436, ASTM E1710,ASTM E2176, ASTM E2302,  

NBR 14723 (15met).

Classic Horizontal　クラシック　ホリゾンタル
Technical　テクニカル 

 ３つのタイプ：

• 15m ジオメトリー

• 30m ジオメトリー

• デュアル 15/30 ジオメ Electrical　エレクトロニクス

電池 V.L.R.A 12 V 充電式

チャージャー Automatic 100-240 V full range

データ・メモリー Internal 4000 測定分

ディスプレイ 文字LCD と暗視

インターフェイス USB 

耐熱温度 -10°C to 70°C (拡張レンジ)

光源 LED 

Classic Horizontal　クラシック・ホリゾンタル
Features　特徴 
• LED テクノロジー、 長持ちする電池

• メモリー：4000 測定分　 USB コンピューター・インターフェイス

• 拡張温度レンジ: -10° C to 70° C.

• データ分析とレポート用の無料 Easydataアプリ

• NIST スタンダード (ガラスのビーズ)

• WAAS GPS (オプション)

• 毎データに温度と湿度の登録

• プログラム化可能なストップタイマーとウェットタイマー

• 4か国語(英語、ポルトガル語、スペイン語、イタリア語）

• シングルかデュアル・ジオメトリーの２タイプ

• ドイツのStrAusZert に承認(certificate 0913-2014-04)

• 2年間の保証付き

WAAS GPS                          

エルゴノミック　キット

Qd - 日中可視性 

ポータブル　プリンター

Options　オプシ
StrAusZert ドイツ承認番号No. 0913-2014-04

キャリーケース、較正証明書、Easydataアプリ、説明書（英語、ポルトガル

語、スペイン語、イタリア語）、NIST較正スタンダード、USB　ケーブルと

バッテリーチャージャーが含まれます。　
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VERTICAL　バーティカル

Easylux Vertical classic retroreflectometer (バーティカル・クラシ

ック）は世界で最もコンパクトなデュアル・アングルのレトロリフレ

クターです。１８０㎜、８６０gというコンパクトサイズでありなが

ら、あらゆる素材と色の道路標識 の再帰反射 (RA) の測定を簡単、

かつ速やかに読み取ります。

Classic Retroreflectometer　クラシック　レトロリフレ

２種類のタイプ :

• シングルアングル

• デュアルアングル

ASTM E1709 

ASTM E2540                              

EN 12899-1                               

ISO 20471                                 

WAAS GPS                                                                

5ｍのエクステンション・ポールとリモコン

バーコードリーダー                               

RFid タグリーダー   ISO 15693  と　ISO 1443A/B         

Options　オプション

2 years warranty.

Classic Vertical　クラシック・バーティカル
Technical　テクニカル 

The LED optic system is built according 

to CIE V( λ) specifications, enabling 

accurate measuring on colorful materials  

without the need of correcting factors.
LEDオプティック・システムはCIEに基づいて創られています。　
どんな色でも調整なしで観測が可能です。　

照明角度 -4° or +5° 

観察角度 同時に２角度まで

角度 : 0.2°,0.33°,0.5°,1.0°

観察アパチャ 0.1°  環状アパチャ

測定エリア 25 mm

測定センサー CIE V (λ) adapted

測定レンジ RA: 0 - 1999 cd . lx-1. m-2

測定速度 各観察角度につき1秒

メモリー 4000 測定分

インターフェイス USB (Easydata アプリ)

電池 LI-Ion 7.2 V 

スタンダード ASTM E1709, ASTM E1809, ASTM E2540, EN 12899-1, 

ISO 20471, DIN 67520, MUTCD, ABNT.

信頼できるスタンダード
Easyluxは国に認定された研究所による一つのスタンダートにもとづいて

います。　 
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Road Studs　ロードスタッ
Classic Retroreflectometer　クラシック・レトロリフレクター

ASTM E1696                                           0.2° / 1°

EN 1463                                                    0.3° / 1°

The stray light suppression technology 
allows the user full access to the 
measurement area at time of reading.
It makes correct field positioning and  
precise entrance angle control possible.
迷光抑制技術により測定エリアにフルアクセ
ス。より正確なフィールド・ポジションとエント
ランス角度のコントロールが可能です。　

Easylux Road Studs (ロードスタッド・クラシック）は頑丈でコンパク

トなレトロリフレクターです。　重さはたったの３㎏ですがあらゆ

る素材と色の道路鋲の再帰反射(RI)を測定しますーRPM.

使用法:

• 現地及び研究所での道路鋲の可視性のチェック

• 現地での点検

• 更新の決断

Classic Road Studs　クラシック・ロードスタッド
Technical　テクニカル 

Classic Road Studs　クラシック・ロードスタッド
Features　特徴 
• ２種類：シングルとデュアル・ジオメトリー

• LED テクノロジー、　長持ちする電池

• 4000測定分のメモリー 　USB コンピューター・インターフェイス

• 拡張温度レンジ: -10° C to 70° C.

• データ分析とレポート用無料Easydataアプリ

• WAAS GPS (オプション)

• 各データの温度と湿度を登録

• 4か国語　(英語、ポルトガル語、スペイン語、イタリア語）

• 2年間の保証付き

信頼できるスタンダード
Easyluxは国に認定された研究所による一つのスタンダートにもとづい

ています。　 

照明角度 0° 

観察角度 0.2° (0.3°) と 1°

観察アパチャ 0.1°  環状アパチャ

測定エリア 135 mm x 30 mm

測定センサー CIE V (λ) adapted

測定レンジ RI: 0 - 2500 mcd . lx-1

測定速度 各観察角度につき1秒

メモリー 4000測定分

インターフェイス USB (Easydata アプリ)

電池 LI-Ion 7.2 V 

寸法 250 mm x 180 mm x 170 mm

重量 3 kg (電池を含む)

スタンダート ASTM E1946, EN 1463
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DYNAMIC
ダイナミック

DYNAMIC　ダイナミッ

Easylux Dynamic （ダイナミック）は世界初のLED技術によ

る高速道路用継続レトロリフレクターです。　特許権を得

たLEDの光源のため効率が良くほぼメンテナンス・フリー

です。　 

Easylux Dynamic （ダイナミック）は夜間可視性RL を強い日

差し、乾燥或は濡れた状態での測定をします。隆起された

マーキングも20㎜まで測定可能です。　

Retroreflectometer　レトロリフレクター

EN1436 RL

ASTM E1710                          RL

ASTM E2177 RL wet

ASTM E2832 RL2 rain

ABNT 14723 15-meter

２種類のタイプ :

• 15ｍジオメトリー

• 30mジオメトリー

The LED optical system, combined with CIE 
eye sensor response V(λ) allows precise 
measurement of all types and colors of road 
marking at traffic speed (up to 120 km/h). 
LEDオプティカル・システムとCIEアイ・センサー・
リスポンスによって様々なタイプと色の標識を時
速１２０ｋｍのスピードまで、正確に測定できま
す。　
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30m　ジオメトリー 88.76° / 1.05° (ASTM E1710) 

1.24° / 2.29° (EN1436)

15m　ジオメトリー 86.5° / 1.5°

測定レンジ RL: 0 - 1999 mcd . m-2. lx-1  

測定エリア 600 x 400 mm (16 チャンネル)

測定センサー マルチデテクター  - CIE V (λ) adapted

レシーバー　アパチャ 0.33°

隆起した標識 Up to 20 mm

寸法 590 x 160 x 260 mm

重量 11 kg

感知速度 120 km/hまで

保証 2 年間

スタンダート EN1436, ASTM E1710,ASTM E2176, ASTM E2302, 

NBR 14723 (15ｍ).

Easylux Dynamic　ダイナミック
Technical　テクニカル 

運転手がリモート・タブレットでコントロールする:

• 位置指示計とビデオ・オーバーレイ

• RL 数列チャート.

• リアルタイムの数値とポジションの棒グラフ

• ユーザー設定可能な統合スペースと平均値

• プロgラムされたメッセージ・ボタン(ほこり, 雨,メンテ等)

• 乾燥・濡れた状態での継続的 RL 測定

• LED テクノロジー、ほぼメンテナンスフリー

• どんな光（夜・日中・強い日差し）の中でも作動する

• リアルタイムの敏速な測定

• WAAS GPS - マッピング・アプリ適合

• 運転手ガイダンスのためのビデオ・オーバーレイ

• 測定されたすべての道路標示の写真の記録

• データの記録は運転手が止めるか合図の登録可能

• 道路鋲の探知、記録、分類

• データ分析とExcelレポート用の無料EasyDataアプリ

• 2重線を探知と測定

• 平均値の計算

• 車用アダプター、車の左右どちらでもマウント可能

• 取り外し可能なフロントグラスー掃除・取り換えが簡単

• 後部警告フラッシュ灯

• 道路監視用のパノラマ・カメラ (オプション)

• 日付、時間、GPS,温度、湿度、速度、写真、警告等のデータの登録 

Easylux Dynamic　ダイナミック
Features　特徴 
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MANAGE 
ROAD STUDS

ロードスタッドの管理

Easylux Dynamic can detect, record and 

classify all road studs in measurement area. 
 ダイナミックは道路鋲を探知、記録、そして分類します。 

Electrical　エレクトロニクス

エネルギー 12 V 

セキュリティ 後部警告フラッシャー灯

イメージ・ログ 毎秒5つの道路標示まで

ディスプレイ 運転手アシスト用　PC　タブレット

インターフェイス USB 

耐熱温度 -10°C to 70°C (拡張レンジ)

光源 LED 

信頼できるスタンダード
Easyluxは国に認定された研究所による一つのスタンダートにもとづい

ています。　 

測定ユニットによって収集されたデータはCSVとHTMLレポートとして

セントラル・コンピューターに保管されます。必要に応じて暗号化され

ます。　

2重線は一本づつ測定され、各線に別の数値があたえられます。
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EasyData

Easydata アプリはEasylux社のレトロリフレクター

で測定した数値を管理するアプリです。　 

すべてのEasylux社のレトロリフレクターのモデルに

備えられています。　

 

 

Software　アプリ
Windows 8 

COMPATIBLE DEVICES　適合可能な機種

機種 モデル

Minireflecto

ミニリフレクト

MiniReflectoのモデルすべて  

 (Horizontal, Vertical and Road Studs)

Classic クラシック Classicのモデルすべて

Dynamic

ダイナミック

30mと 15mのモデル

データをUSBかBluetoothインターフェイスでダウンロード、或いはSD

カードから読み取り、レポートや概要を作成します。　データのすべて

が値の範囲と色でフィルター可能、XLS・KMLとしてエクスポート、そして

地図に表示します。 

• 値の範囲と色でフィルター

• Excelの測定レポートを作成

• 測定したポイントを地図に表示(GPS 必須）
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.

Measured data can be 

classified by value and 

color.

測定されたデータは数値と色で

分類可能

Automatically 

generates editable 

Excel  measurement 

reports.

訂正可能なExcelのレポートを自

動作成する

Export KML.

Google Earth compatible .

KMLにエクスポート

Google　Earth適合 

Automatic display 

measured values on the 

road map (GPS required).

自動的に測定した数値を地図に表

示（GPS必須）
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Easyluxの計器は外部要因によるダメージがない限り較正

や特別なメンテナンス・サービスは不要です。　

信頼性のある測定の確保のために、周期的に計器の参照

スタンダードの照合をお勧めします。

古い参照スタンダードに代わって新しいスタンダードを

ご購入いただくか、EasyluxのCallibration Kit（較正キッ

ト）で確かめていただくことができます。　（別売り）

破損、或いは予防保全の場合、Easylux社の工場でサービ

スと参照スタンダードに基づいた較正を致します。

Services　サービス

Easylux Retroreflectometer 

Av. Artur de Queiros, 780 

Santo André - SP - Brazil.  

CEP: 09015-510 

 

Phone: +55 11 3438 3448 

Phone: +55 11 2564 4868 

vendas@easylux.com.br

CONTAT US

USED 
 WORLDWIDE

世界中で使用されています
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Looking far ahead　タイムライ

2006にリリース
8 kg 

全長670 mm  

LED オプティカル・システム 

前輪

Horizontal retroreflectometer timeline

大型で重い計器は危険で道路可視性コン

トロールには不向きです。　

2007にリリース
6 kg

全長580 mm

LED オプティカル・システム

MiniReflecto Horizontal （ミニリフレクト・

ホリゾンタル）は野心的なプロジェクトの結

果です。　異例でも構わず、ただ世界一の

計器を創ることが目標でした。

現存する夜間可視性計器のアイデアを問い

詰め新たな考案に挑みました。　

開発の過程で今までの必須条件を考え直

し書き換え幾度も要されました。

自社は光電子計器のマーケットに新しいマ

イルストーンを築きました。　サイズ、デザ

イン、パフォーマンス、重量、すべての点に

おいてEasyluxのMiniReflectoに勝るもの

はこの世に存在しません。　

 

 

2009にリリース
5.5 kg

全長550 mm  

LED オプティカル・システム

2014にリリース
2.1 kg

全長250 mm 

LED オプティカル・システム

現在、Easylux社が最も優れたレトロリフレ

クター光電子技術を持っています。
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