主要製品ガイド

ティーからグリーンまでのトータルシステムソリューション

単一のソース。多数の選択肢。
Rain Bird は灌水に特化した唯一の製造者です。私共はお客様の為に、
コース全体に完全に
灌水が施されるエンドツーエンドソリューションの提供に専念いたします。新しい建設のた
めのシステムをご計画ですか？既存のレイアウトの改造やアップグレードをお考えですか？
維持コストの削減をお考えですか？資源の効率の改良や義務づけられた規制の順守をお
考えですか？Rain Bird はお客様のニーズに的確にお答えするように多くのオプションを提供
いたします。灌水に専念する唯一の会社と仕事をする違いをご経験下さい。
これが我々の仕事です。
これだけが我々の仕事なのです。
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Rain Bird システムのTRUE Benefits™
Timeless Compatibility™
全てのRain Birdのゴルフ灌水製品はTimeless Compatibility「時を超越した
互換性」用に設計されており、お手元の既存の器具を時代遅れにする事無
く、最新式のシステムにアップデートあるいは変更可能です。

リアルタイムな応答
Rain Bird は継続的な二方向通信をご提供し、中央制御部とフィールド間の
自動的な最適化を可能にします。データを受信して必要な場合に瞬時に
調整することで、厳しい天候および予期せぬ問題からコースを守ります。

他にはない品質
エンジニアリング、設計およびテストを通し、Rain Birdのミッションはお客
様に業界をリードする品質をお届けする事です。私共の厳しいテスト手順
は全ての製品の初回使用時および年間を通して実装され、テストは世界
きっての厳しい条件を再現します。

簡単な操作
全ての Rain Bird 製品はゴルフ専門家のチャレンジを考えてエンジニアリ
ングされ、通常の使用の簡単さを提供するように設計されています。ソフ
トウェアのインターフェースからローターの設計まで、最高のプレイ性へ
の道筋をお客様とスタッフがより速く手間をかけずに見つけるお手伝いを
します。
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ゴルフローター

時を超越
した互換性

リアルタイム
な応答

簡単
な操作

他には
ない品質

実績を出すように設計。長持ちするように構築。

ゴルフローター

優れたローターの作成には何が必要でしょうか？必要であるのは圴一性の適用、高効率、そ
して堅実な信頼性のユニークな組み合わせの提供です。Rain Bird® ローターは比類の無い性
能で道を開きます。
ワイドオープンなフェアウェイから郵便切手ほどの小さいグリーンまで、
あらゆるコースのニーズを満たすために３つの実績のあるシリーズからお選び下さい。

RAIN BIRD 551 シリーズ新発売

RAIN BIRD 700/751 シリーズ

特許技術 Memory Arc® 内蔵の 551 シリーズ
は、バルブ・イン・ヘッドオプションを備えた
真のゴルフ品質のローターであり、ティーボ
ックス、
グリーンおよび短距離から中距離の
散水レンジを必要とする小面積の箇所に最
適です。風の流れを減少させるより高い流量
率および大型の水滴を特色とします。短時間
で精密なより広い到達範囲を得られます。

Eagle™ 900/950 シリーズ

700/751 シリーズは、
シンプルな「ネジを回
す」調整付きの比類の無い柔軟性および
信頼性をコース全体に提供します。751 シ
リーズに内蔵の特許技術 Memory Arc のイ
ンテリジェントな容易さを体験してくださ
い。回転角度のリセット無しで、
フルサーク
ルおよびパートサークルの切り替えを可能
にします。

大きな空間は大きな性能を要求しま
す。900/950シリーズのローターは、
さら
に長距離の散水距離と、
より大きな水滴
サイズ、信頼性の高い一貫した均一性を
実現します。パートサークルへの精密な
適用については、
フルサークルの900シリ
ーズか950シリーズを選択して下さい。

簡易仕様書
551 シリーズ

751 シリーズ

900 シリーズ

950 シリーズ

半径

32～55 フィ
ート

9.8 -16.8 m

57～79 フィ
ート

17.4 -23.5 m

37～75 フィ
ート

11.2 -22.3 m

63～97 フィ
ート

19.2～29.6 m

70～92 フィ
ート

21.3～28.0 m

流量

6.83/-13.63
(gpm)

1.55-3.10
(m3/h)

16.3/-43.8
(gpm)

3.70-9.95
(m3/h)

7.0/-37.7
(gpm)

1.59-8.56
(m3/h)

21.4/-57.1
(gpm)

4.85-12.97
(m3/h)

19.5/-59.4
(gpm)

4.43-13.49
(m3/h)

回転角度
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700 シリーズ

360˚ または 30～345˚

360˚

360˚ または 30～345˚

360˚

40～345˚
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特性

IC SYSTEM™
Rain Birdローターに統合型制御（IC）
を追加し、精密性を次のレベルまで
向上させて下さい（6ページ参照）。
革命的な 何処でも／何時でも 診断
により、最高のプレー条件の維持の
為のフィードバックを提供します。

スイングジョイント

高性能なスイングジョイントにより、パフォーマンス
を最大限に高め、Rain Bird ローターを保護します。
幅広い構成で利用でき、独特のスウェプトエルボー
設計は圧力ロスを50%まで減少させ、安定した流量
と最適化された散水を促進します。機械が走行した
場合の破損を予防するヘッドの簡単な調整を可能
にします。

ゴルフローター

最上のサービス性
全ての Rain Bird ゴルフローター
は、最上のサービス性を備えた回
転角度調整および圧力制限と内部
構成部品へのクイックアクセスを
特徴とします。
これは Rain Bird が
お客様の業務を簡単にする方法の
うちの一つに過ぎません。

GBS25 保護
全てのRain Bird 電気ローター（IC以外）は丈
夫なGBS25ソレノイドを特色とします。比類
の無い25kVサージ保護および内蔵のゴミフ
ィルターが提供されます。
このRain Birdは競
合するローターを手こずらせるもっとも一
般的なメンテナンス作業を実質的に排除し
ます。

ソッドカップキット新発売

設置の簡単なソッドカップでコース
のプレイ性と外観を向上します。直
接ローター上で芝を成長させるた
め、ヘッド周辺をトリミングする必要
をなくす一方で、簡単に作業へアク
セスできる状態を保ちます。

Rain Birdスイングジョイントを購入のうえ設置され
ると、Rain Birdゴルフローターの延長保証が提供可
能です。

11⁄4"

Low Angle Nozzle Housing キット新発売

15° の軌道を実現する Rain Bird 751 シリーズの低アング
ルノズルハンドルキットにより、標高差や障害物といっ
た難しいフィールド状態にユーザーがローターを最適化
して対処できるようになります。
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IC System™

時を超越
した互換性

リアルタイム
な応答

簡単
な操作

他には
ない品質

取り付けから拡張までを簡略化
最高のプレー条件の達成には、
より多く労働する事では無く、
よりスマートに働く事が問題で
す。IC CONNECT（IC コネクト）
と一緒に Rain Bird のインテリジェントな IC System を追加すれ
ば、準備万全です。
コース上のすべてのローターに直接接続し、IC CONNECT（ICコネクト）
で他
に類のない資産管理を提供いたします。
コンピュータ、
タブレット、あるいはモバイル機器か
らの直感的なインターフェースで、
どこにいても IC で管理可能です。
ピンポイント制御および診断

各ロータ―に組み込まれた制御モジュールは、
システムにリア
ルタイムの情報を提供します。世界中の何処からでも、
ウェブ利
用可能な装置により診断装置にアクセスし、ロータ―を調整し
て下さい。迅速かつ容易なため、45 秒で最大 1,000 ローターの
状態を確認可能です。

単純化された設計

IC SYSTEM™

Rain Bird IC システムの選択により、
配線の90% までと全てのデコー
ダーやサテライトを無くす事が可能です。
貴重な時間を節約し不
必要な出費を省きながら、
お客様のコースの外観を改善します。

設置の合理化

シンプルな配線要件により、インストール時間とコストを大幅
に削減できます。従来の制御システムに必要な結合部の 50 ％
以上を排除します。何故余計な弱点を抱えるのですか？

簡単な拡張性

Rain Bird IC システムは現在と将来のための最適な選択肢です。
お客様のシステムに拡張が必要となった場合は、36,000 ロータ
ー容量までの MAXI™ ワイヤーがあれば、何処にでも追加の IC
ローターを設置可能です。

IC CONNECT™ 新発売（ICコネクト）
でさらなる制御を実現

IC コネクトにより、IC-IN でシステム内により多くのデータを入力
し、IC-OUT を用いてフィールド設備を遠隔制御できます。以下
は数多くある接続オプションのうちの一部です。
IC-IN
IC-OUT
• 雨量計
• 移動式ポンプ
• 流量センサー
• グリーンのファン
• 池水位センサー
• 散水と水まわり設備
• 照明

ICインターフェース
IC バルブ
IC ロータ―

IC-IN

雨量計
中央制御コ
ンピュータ―

IC-OUT

マキシ
ワイヤー

グリーン
のファン

6

主要製品ガイド

rainbird.com/golf

フィールドコントローラー

時を超越
した互換性

リアルタイム
な応答

他には
ない品質

簡単
な操作

主制御部。
Rain Bird は、
システムの設計、
スケジュール、調整、および維持を極力簡単にする実績あるフィー
ルド制御とコミュニケーションを広範囲にわたって提供する一方で、
コースのプレイ性と外観を
最適化します。それぞれはどの Rain Bird 中央制御システムとも完全に適合します。
PAR+ES コントローラー

PAR+ES コントローラーは、72 ステーションの性能、中
央制御付き無制限プログラム、
プレミアムサージ保
護、標準の拡張診断、そしてクラス最高のペデスタル
ケースを特色としています。
フレキシブルな PAR+ES コントローラーは、以下の構
成でご注文可能です。
フィールドコントローラー

• 標準コントローラー
• 電線モジュール 2 個付きサテライト
• LINK（無線）モジュール付きサテライト
すべての構成は完全防水かつ耐衝撃性のプラスチ
ック製ペデスタルケースと共に提供されます。

デコーダー

Rain Bird デコーダーは両方の長所を提供します。1 つ
は中央制御システムを備えた「最高クラス」の拡張可
能なフィールド操作、そしてもう 1 つは地下設備で、
コースの美観とプレイ性が向上することです。改修プ
ロジェクトに理想的なこれらの簡単に設置可能なデ
コーダーは、世界中の多くのトップコースにおいて
実証済みで実績があります。

ウィングドフットゴルフクラブ

MRLK
MAXI® 遠隔ロケーションキット
（MRLK）は、無線通信を
活用して中央制御コンピュータから離れた遠隔地に
MIM 2-Wire、MIM LINK、LDI、SDI または ICI などのフィー
ルドインターフェースを配置し、
システムの改修時ま
たはインストール時に他にはないレベルのフレキシ
ブルさを可能にします。
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中央制御システム

時を超越
した互換性

リアルタイム
な応答

他には
ない品質

簡単
な操作

24時間365日コマンドに入れます。

中央制御システム

上質な芝とプレー条件の維持には、決まった回答はありません。毎日、毎時ー分刻みでもー条
件の変化に迅速に対応し行動する必要があります。Rain Bird 中央制御システムは自動的なパ
フォーマンスの最適化のみで無く、お客様にリアルタイムで重要な決断を行う権限を提供し
ます。直観的であり、柔軟的であり；権限を与えてくれる；これがRain Bird中央制御です。お客様
のニーズに最も合うソリューションに照合するいくつかのオプションからお選び下さい。

Cirrus™
最も最新式のオプションであるCirrusにより、
ゴルフの
最もソフィスティケートされた灌水システムが制御され
ます。GPS によりジオレファレンスされた画像。最新式
のETベースのスケジュール作成。直観的なパッケージ
により、お客様が問題点に対処する時間を短縮し、
ソリ
ューションにより多くの時間を配分出来るように、Cirrus
は最も革新的な機能をお届けします。

Stratus™ II および StratusLT™

2つのオプションを提供する、Stratusプラットフォー
ムは単純な時間あるいはETベースのスケジュール
管理に最適です。ベーシックなものから始めるか、
より高度な機能にアップグレードするかと選択して
ください。
どちらのシステムの場合でも、Rain Birdは
お客様が中央制御システムにお求めになる容易さ
と便利さをお届けし、年間を通して優れた芝とプレ
ー条件をお助けします。
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Nimbus™ II
Nimbus は、最高のプレー条件を維持しながら時間と努力を
省き、管理が単純な高度な機能をお届けします。ETベースの
スケジュール管理と、精密なフロー管理と、
リアルタイムの
調整で、全ての水滴を有効利用します。

主要製品ガイド
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仕様
Cirrus
Map-Based Control

Nimbus II

Stratus II

3コースまで
（54ホール） 3コースまで
（54ホール） 2コースまで
（27ホール）

StratusLT
18ホールまで

無制限

無制限

500

250

プログラムあたり50まで

プログラムあたり50まで

プログラムあたり25まで

プログラムあたり25まで

12まで

8まで

2まで

（拡張不可）
1

サテライトステーシ
ョン

32,256まで

21,504まで

5,376まで

672まで

ICステーション

36,000まで

24,000まで

6,000まで

750まで

ポンプステーション

6まで

6まで

6まで

2まで

気象ステーション

5まで

5まで

1

1 (WS-PRO LT のみ)

プログラム
スケジュール
インターフェース

中央制御システム

MI Series™ Mobile
Controllers
ウェブに接続可能なコンピューター、
タブ
レット、携帯から
スプリンクラーの制御、
プログラムの調
整、診断の実行、
ステーションおよびプロ
グラム詳細の編集およびレビューを行っ
て下さい。MIシリーズソフトウェアにより、
世界中何処からでもシステムの同時、遠
隔管理を行う為に9個の装置を同時に使
用可能とします。

雨量計

すべての中央制御システムに標準装備の特許技術 Rain
Watch™をご利用ください。正確な降雨測定に基づいた自
動リアルタイム決定情報を入手できます。
コース全体に高解像度の雨量計を最大 4 台まで配置して、
分刻みの降雨量データが収集可能です。Rain Watch は降
雨データを活用して最適な灌水になるように水の量を修
正します。
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ポンプステーション

時を超越
した互換性

リアルタイム
な応答

他には
ない品質

簡単
な操作

業界をリードする専門性。
灌水に専念するRain Birdはその比類のない専門性をポンプおよびポンプステーション
を含むお客様のシステムの全構成部分に適用します。耐久性と性能のために設計され
ており、我社はお客様のポンプ製品においてリアルタイム対応、使用水量の減少、エネ
ルギーコストの軽減およびポンプ器具の損傷の軽減をお届けします。

どんな環境やご予算にも適合

ポンプステーション

全てのRain Birdポンプステーションは、お客様の
現場の特定の要件に合わせてカスタムメイドさ
れています。可能な限りの最高の効率の達成を
手助けする各種オプションをご提供します。

ポンプマネージャー 2

強力なソフトウェアアプリケーションであるポンプマネー
ジャー２は遠隔でのポンプ制御、監視およびデータ報告を
お届けします。
どの灌水ブランドとも互換性があり、中央コ
ンピュータで必要不可欠な情報を提供します。

Smart Pump™
この著作権ソフトウェアはRain Bird中央制御部に直接統合
され、ポンプ性能にどの市場の比較製品をも上回る改善を
もたらします。Rain Bird の貯水池からロータ―までの哲学を
もって、Smart Pumpは最高の流量率と重要なエネルギーの
節約を提供します。Smart Pumpは、
どのシステムについて
も賢い選択です。
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顧客満足ポリシー
Rain Birdは、
以下に述べる保証期間に、通常の使用状態で故障した業務用
Rain Bird製品については、
無料で修理又は交換を行います。
その場合は、購
入先のディーラーや代理店に製品を返送して下さい。雷や洪水等を制限
無く含む自然災害による製品の故障は本保証書ではカバーされません。
修理または交換を保証する本保証が、唯一かつ全保証となります。
製品の商品性または特定目的適合性の黙示的な保証が適用される場
合、いかなる保証も購入日から 1 年間に限定します。弊社はいかなる偶発
的、結果的損害も、
その発生状況に関わらず、
どのような場合も責を負わ
ないものとします。

ゴルフ製品

ゴルフローター：EAGLE™ シリーズおよびEAGLE IC™シリーズ、Rain Bird®シリ
ーズ、Rain Bird IC™ ゴルフ・ローター3年保証。上記に加え、Rain Bird スイン
グジョイントと一緒に販売・設置されたEAGLE シリーズ、EAGLE IC シリー
ズ、Rain Bird シリーズ、Rain Bird ICゴルフ・ローター - 5 年保証。同時に設置
された製品であることを示す書類が必要です。

スイングジョイント - 5 年保証
真鍮遠隔操作バルブおよび真鍮クイックカプラーおよびキー
3年保証
フィルターシステムの制御装置 - 3 年保証
LINK™ 無線ー 3 年保証
TSM-3 SDI12 ソイルセンサー（ISS）- 3年保証
その他の全ゴルフ製品 – 1 年保証
ポンプステーション

保証

Rain Bird はポンプステーションが初回使用の日付より3年間製造者の
不良を保証しますが、本保証対象となるために必要な販売者の請
求書を有す元の顧客による購入の日付より40カ月以上 の保証はい
たしません。必要に応じてRain Bird認定代理店以外の者によるスタート
アップやサービスは、
これらの利用規約を無効とします。
必要に応じて、認定されたRain Bird代理店によって、すべての設置、
ス
タートアップ、運転の責任、および推奨されるメンテナンス手順が適
切に実行された場合に限り、Rain BirdはRain Birdのオプションで、
このポリ
シーの有効期間中に通常の推奨使用で欠陥があると判明したレイ
ンバードの部品を交換または修理します。そのような評価はRain Bird
によってのみ決定されます。
このポリシーに基づくRain Birdの唯一の義
務および顧客の独占的救済措置は、該当するポリシー期間内にRain
Birdに欠陥が報告された部品または製品の、Rain Birdのオプションによ
る修理または交換に限られています。そのような評価はRain Birdによ
ってのみ決定されます。
Rain Bird はいかなる場合においても、始動より一年以上たった部品の
修理あるいは交換と関連づけられた労賃をカバー致しません。Rain
Bird の支出による修理および使用される部品は、修理に先立ち、書面
にてRain Bird の認証を得なければなりません。本保証下にて修理ある
いは交換される製品にはこの保証を延長致しません。保証が終了し
た場合に、修理あるいは交換された製品のカバーは終了します。本
保証下にてRain Birdの唯一の義務であり顧客の排他的救済は、修理あ
るいは交換に限定されるものとします。
請求に応じて、Rain Bird はこの顧客満足度ポリシーの有効期間中に、
不良についてトラブルシューティングするアドバイスを提供可能で
ある。本保証の有効期間中の労賃がRain Birdあるいは所有者の負担に
て支払われるもであるか否かに関わらず、修理サービスはRain Birdの
認証代理店が行わなければならない。
しかしながら、顧客がRain Bird
に対する支払について不履行である場合は、いかなるサービス、交
換あるいは修理も行われません。
Rain Birdは、
アクセス困難な場所におけ器具の取り外し、交換あるいは
修理に関連づけられる費用に関する責任はは受け負わず、そのよう
な評価は唯一Rain Birdが決定する、
アクセス困難な場所には（これに
限れれるものでは無いが）次のいづれかが必要とされる場所を含
みます：
1) 15トン以上の大きさのクレ
5) 浚渫
ーン
6) 屋
 根の取り外しあるいは、
2) 潜水者
同様な構造物/解体要件
3) バージ
7)その他の通常と違う手段
あるいは要件
4) ヘリコプター

アクセスが困難な場所に関連するこのような特別コストは、機器の
取り外し、修理または交換が必要な理由にかかわらず、お客様のみ
の責任となります。
この顧客満足ポリシーの条件には、以下に起因する、
またはそれに
起因する損害、紛失または傷害は含まれません。
1)（
 防寒／冬用手順を含む）不
9) オ
 ープンデータ、位相変換装
正な適用、乱用、定期保守の
置あるいはその他のバラン
不実行。
スされない3つの位相電力供
給のような非-WYE 構成の電
2) Rain Birdによって引用されたポ
源供給源。
ンプステーションがこれらの
他の液体およびその濃度を
10) 不
 適正な電気の接地あるい
具体的に列挙していない限
はサーキットブレーカーもし
り、米国環境保護庁によって
くはフューズ保護無しの入
定義される淡水以外の液体
力電力。
の汲み出し。
11)サ
 ービス切断の手段として
3) (殺虫剤、防かび剤、除草剤を
の制御盤の使用。
含む）農薬の使用、遊離塩素
12) 雷
 、地震、洪水その他の自
あるいはその他の強力な殺
然災害。
生物剤の使用。
13)（
 初回の始動時に不良が起
4) 電
 解、浸食あるいは摩耗に曝
きた場合以外の）ポンプのパ
される。
ッキンシールの不良。
5) こ
 れ等の素材およびその濃
14) 注
 入システムの不良あるい
縮物がRain Birdに引用されてい
はこれの不適切な使用ある
ない場合における、破壊的な
いは、注入システムによりポ
ガスあるいは化学品の使用
ンプステーションに注入さ
あるいは存在。
れた化学品の不適正な濃縮
6) 適
 正なポンプステーションの
や、注入システムが注入した
操作の為に指定された数値
植物の栄養素による、植物、
より高いあるいは低い電気
器具、地下水の破壊あるい
供給電圧。
は損失や、人の負傷。
7) 電気相の損失あるいは逆転。
15) ポ
 ンプステーションの位置
に関連づけられた栄養素、
8) 当
 初の見積もりに特定され
化学品の保存、油流出封じ
た物以外の電源の使用。
込め材あるいは施設におけ
る故障。
前述の条件より、Rain Birdポンプステーションの顧客満足度方針は構成されるものとします。
本方針は、明示的、暗示的あるいは法定で有るか否かに関わらず、
ここにて全て明確に否認
されている、特定の目的のための商品性および適合性に関するいかなるその他の保証に
ついても排他的でありこれに代わるものではありません。本方針下の唯一の救済は、
ここに
含まれる条件に従ったポンプステーションあるいはその構成部分の修理や交換に限定さ
れます。他者により製造された構成部品や注入システムの場合は（ポンプステーションの見
積もりに記されるように）、Rain Birdが提供する保証は無くこれ等の項目については、存在する
場合はその他の製造者が提供する保証の範囲内での適応となります。
Rain Birdは、そのような責任、損失、遅延あるいは破損が保証、契約、不法行為その他に対する
請求であるものに関わらず、ポンプステーションあるいはいかなる注入システムの不良、故
障あるいは誤動作を直接あるいは間接的に発生させたとされるポンプステーションの直
接あるいは間接的な使用、故障あるいは誤動作による責任、損失、遅延あるいは破損につ
いて、顧客、その他の者、実体に対して責任を負いません。Rain Birdは、顧客の業務操作あるい
は自然災害による偶発的、結果的、二次的なあるいは間接的な破損、遅延あるいは利益の
損失については責任を負いません。いかなる場合や状況においても、Rain Birdの責任はRain Bird
社のポンプステーションの純販売額を超えるものではありません。
顧客保証および免責事項に関する法律は各州、各管轄区、各省、各国により異なるもので
あり、ゆえに前述の限定がお客様に当てはまらない可能性があります。上記の除外および
限定は適用法の強行規定に違反する意図を持つものでは無く、又そう解釈するべきではあ
りません。本方針のいかなる部分あるいは条件が違法で有ったり、実施不可能、適切な管
轄区の法定における適用法と矛盾する場合に、
この方針の残りの部分の有効性が影響さ
れるものでは無く、無効とされる部分や条項の特定の部分を含まなかった場合と同様に権
利および責務は解釈され施行されるものです。
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The Intelligent Use of Water.™
(水の賢い使用)

リーダーシップ • 教育 • パートナーシップ • 製品

Rain Birdでは、水を有効利用する製品お
よび技術の開発することは私たちの責任
であると考えています。私共の関与は産
業およびコミュニティーにおける教育、
訓練およびサービスにまで及びます。
水の保護の必要性については、今だ
かつて無い程の重要性がもたらされ
ています。私共はもっと力になりたく、
お客様の手助けがあればこれは可能
です。www.rainbird.com にてより詳しく
The Intelligent Use of Water.™(水の賢い使
用)についてご覧下さい。
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