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1 概要 

LRTK は、GNSS アンテナ、GNSS 受信機 F9P、バッテリ、無線モジュールを１つにま

とめた GNSS モジュールです。本製品とスマホ、PC を Bluetooth にて通信し、RTK 測

位を行うことが可能です。 

また、USB ポートより F9P にアクセスし、データフォーマットや測位に使用する衛星

などの設定を変更することも可能です。 

Bluetooth を用いない場合、USB から RTK 補正データの入力、RTK 測位データの出力

が行えます。 
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2 本体仕様 

製品名 LRTK 

内蔵 GNSS レシーバ ZED-F9P 

対応衛星 GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/SBAS 

対応信号 

GPS L1C/A , L2C 
GLO L1OF , L2OF 
GAL E1B/C  ,E5b  

BDS B1I , B2I 
QZSS L1C/A , L1S , L2C  

SBAS L1C/A 

内蔵無線 
Bluetooth4.2 

WiFi 
特定小電力無線 920MHz 

精度 
水平±1~2cm 
垂直±2~3cm 

データ更新間隔 最大 20Hz(全衛星使用時は 8Hz) 

寸法 φ100×47mm 

従量 330g 

駆動時間 最大 14 時間 ※１ 

充電 USB Type-C  5V 1A 

バッテリ Li-Po 3000mAh 1cell 

防水、防塵性 IP67 相当 

基準局、移動局 両対応 ※２ 

固定方法 5/8-11UNC メネジ搭載 

RTK データフォーマット RTCM v3.x ※３ 

座標出力フォーマット NMEA,UBX binary ※３ 

座標データ出力方法 
USB Type-C 

Bluetooth 
Wi-Fi 

920Hz 無線補正データ送信距離 見遠し最大 7km ※４ 

920MHz 無線ノード数 最大 65000 台 ※５ 

※１：測位頻度や気温によって変化します 

※２：基準局は専用アプリか PC 上で基準局用の設定ファイルを書き込む必要があります 

※３：設定により変更可 

※４：周囲環境により変化。建物が近い場合は著しく距離が低下します 

※５：理論値です。 
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3 使用上の注意 

● 過充電、過放電状態での長期保存禁止 

バッテリ残量が 80%以上、または 30%未満の状態で２週間以上放置しないでくだ

さい。リチウムバッテリーの特性上、急激に性能低下を起こします。長期間未使用

状態が続く場合は、半分程度の残量にしてください。（ステータスランプが緑 or 黄

色での保存が望ましい） 

 

● 強い衝撃を加えない 

本体は PA12 樹脂製です。過度な衝撃を加えると防水性能の悪化、内部部品の故障

を引き起こします。（アップデートで材質変更の可能性あり） 

 

● USB部は汚さない 

本体は防水仕様ですが、USB 部に泥や海水が長時間付着しないようにしてくださ

い。 

USB の蓋を閉じたままでの使用を推奨します。 

万一付着した場合は速やかに水道水などで洗い流してください。 

 

● 雨天時は充電しながらの利用禁止 

USB 部はカバーをつけなくても防水仕様となっていますが、濡れた状態での充電

は危険です。USB ポートを利用する際は水が付着していないかよく確認してくだ

さい。 

 

4 使用方法 

4.1 基本的な使い方 

● 電源を入れる 

電源マークのあるボタンを 3 秒以上長押しすると電源が入ります。 

電源が入ると、電源ランプと RTK ステータスランプが点灯します。 
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● Bluetooth で接続する ※Android の場合 

 

Android 端末で、Bluetooth 設定を開きます。LRTK の電源が入っている場合、一

覧に「LRTK」の文字があります。タップするとペアリングできます。 

 

● Bluetooth で接続する ※PCの場合 

PC でも、Bluetooth を搭載している機種では LRTK と通信できます。 

PC で Bluetooth 設定を開きます。 

 

「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」で、LRTK を追加します。 

関連設定の、「その他の Bluetooth オプション」を開きます。 
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「COM ポート」の欄を開くと、LRTK の COM ポート番号が表示されます。 

使用するのは、「LRTK v1.0 ‘ESP32 SPP’」の表示があるポートです。 

 

● アプリ、ソフトを起動して測位開始 

弊社アプリ「WALK SERVEY」や NMEA を利用する他社製アプリ、ソフトで利用

可能です。 

 

4.2 GNSSモジュールの設定方法 

LRTK には、u-blox 社の GNSS レシーバ「ZED-F9P」を用いています。 

初期状態では、弊社のアプリに適合するように出力データ形式を設定しています

が、Android スマホで他社のアプリを利用する場合や PC で用いる場合には設定

を変更していただいてもかまいません。 

初期状態では、以下の設定になっています。(予告なく変更する可能性がありま

す) 

ファームウェアバージョン ZED-F9P HPG 1.13 firmware 

UBX-CFG-MSG (UART1) NMEA GNGGA 

UBX-CFG-NMEA High precision mode : enable 

UBX-CFG-PRT (UART1) 115200bps 

UBX-CFG-RATE (Measurement 

Period) 

100ms 

UART1 から Bluetooth モジュールに接続していますので、ボーレート設定を変

更すると Bluetooth が利用できなくなります。 

USB からの出力データはお好きに変更いただいて構いません。 

出荷状態の設定ファイルをご希望の場合は、サポート担当までお問合せください。 

設定は u-blox 社製ソフト「u-center」を用いて行います。WEB 上に設定方法の

情報が多くありますが、ご不明の場合にはサポートいたします。 
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4.3 充電 

充電は、USB Type-C ポートから行います。1A 出力の AC アダプタに接続した場

合、約４時間で充電が完了します。 

PC と USB で接続した状態で充電しながら測位データを取得することも可能で

す。※その場合の充電時間は PC の給電性能による 

 

5 お問合せ 

ご不明点、新機能のご要望、不具合の報告などは以下サポート窓口までお願いいたします。 

mail : receive@lefixea.com 

TEL : 03-6456-4323 

 


