
KIYOMASA/KAIHO



気象衛星

地形・植生等

気象庁シミュレーションソース
気圧・水蒸気・風ベクトル等

LBW
独自解析モデル

レーダー

気象庁や国土交通省のデータを
独自のアルゴリズムで組み合わせる

気象予報士の修正

解析された様々なデータを予測に反映

自動予測
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“建設気象PRO”対応・価格表（税抜）“建設気象PRO”対応・価格表（税抜）

気象注意喚起伝達システムcanary価格表 ・・・18ページ掲載

初期費用 155,000円（初回のみ）

canaryご利用料（サーバー費含む） 35,000円/月

レンタル機器 初期費 月額費

サイレン 20,000円 3,500円

スピーカー 85,000円 15,000円

回転灯 7,000円 500円

現場管理用PC 20,000円 3,500円

【必須】接点出力ユニット 15,000円 5,000円

納入指導費 50,000円

+

+

+

※別途諸経費が発生します

ハザード・プレサーチ 詳細価格表 ・・・5-6ページ掲載

一括支払型のみ 初期費用 成功報酬 合計

カスタマイズ項目 別途お見積 なし 別途お見積

◆単品コース

Aプラン（一括支払型） 初期費用 成功報酬 合計

A-1 大雨 50,000円 - 50,000円

A-2 強風 50,000円 - 50,000円

A-3 気温（コンクリート打設判断） 40,000円 - 40,000円

A-4 現場周辺の過去災害調査 80,000円 - 80,000円

Bプラン（成功報酬型） 初期費用 成功報酬 合計

B-1 大雨 8,000円 72,000円 80,000円

B-2 強風 8,000円 72,000円 80,000円

B-3 気温（コンクリート打設判断） 6,000円 54,000円 60,000円

B-4 現場周辺の過去災害調査 12,000円 108,000円 120,000円

◆カスタマイズコース

“建設気象PRO”のお申込みの流れ

STEP1
「建設気象PRO」

HPから申込書をダ
ウンロード

STEP2
利用期間・予測地点

などを申込書に記入

STEP3
kiyomasa@lbw.jpに

申込書を送付

v エクセルの申込書に記入く

ださい。
v 不明な点はヘルプのシート

を参照ください。

v 現場専用サイト構築を開始致

します（開始日まで最低4営
業日ほど）

お申込書をメールで送付い
ただき、弊社から申込確認
メールが返信された時点で
申込完了となります。

※本ページ掲載されている価格表は、全て税抜きです。
※コンテンツや価格表は2016年6月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。

KIYOMASAご利用料金 基本パック：12,000円/月（雨・風・波浪・高潮）

KIYOMASA

KAIHO

※本ページ掲載されている価格表は、全て税抜きです。
※コンテンツや価格表は2016年6月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。21 22

◎ 1現場ごとの月額費用です(初期設定費は初回のみ)

◎ 現場関係者何人でご利用頂いても定額月額料金です

◎ アラートメールは1お申込みあたり20アドレスまで登録可能です

プロフェッショナルなコンテンツで従来の10分1以下のコスト

TOBASAN

「建設気象ＰＲＯ」ＵＲＬ：：

http://kensetsu.lbw.jp/

内訳 金額

月額利用料 50,000円/月

初期費 30,000円（初回のみ）

オプション
エビデンス帳票出力サービス 5,000円/月

イメージアップ天気 5,000円/月

内訳 金額

月額利用料 8,000円/月

初期費 30,000円（初回のみ）

オプション
エビデンス帳票出力サービス 5,000円/月

イメージアップ天気 5,000円/月

内訳 金額

月額利用料 8,000円/月

初期費 30,000円（初回のみ）

ハザード・プレサーチ
プランをご選択ください 初期費 成功報酬 合計

Aプラン一括支払型） 130,000円 - 130,000円

Bプラン（成功報酬型） 20,000円 180,000円 200,000円

※フルパッケージコース（大雨・強風・気温・過去災害調査）のみ。詳細は右ページに掲載。

・・・7-13ページ掲載

・・・15-16ページ掲載

・・・17ページ掲載

・・・5-6ページ掲載




