
製品仕様

RUD ブルーIDシステム
RFID技術を用いた製品管理システム

Made in 
Germany

Edition-1

RUD-ID-Point®

AYE-D.NET®
ソフトウェアリーダー

RFIDチップ
IDポイント RUD-ID-TAG® IDタグ

RUD-ID-Link IDリンク RUD-ID-STICKER® IDステッカー

高周波数（13.56MHz）　ISO15693（国際規格）準拠

電池不要

※外観は予告なく変更する場合があります。

ID-USBリーダー AYE-D.ネット

4mmと8mmのIDポイントは接着剤が
不要。過酷な環境（温度、衝撃、水、汚れ）
に対する高い耐性があります。
また、鉄製の安全部品へのRFIDチップ
埋め込みは特許を取得しています。

4 x 3.5mm  0.02kg
8 x 3.6mm  0.02kg  

ON/OFFスイッチ付きで、お客様保有のデバイス（PC、タブレット、スマート
フォン等）に接続して使用します。国際規格のISO15693に準拠した周波
数帯（13.56MHz）のRFIDチップであれば、ルッドのチップ以外も読み取
り可能です。

自重：0.05kg
全長：83mm

インストールの必要が無く、ネット環境下であれば、どの場所・デバイスから
も複数の作業者が同時に同アプリケーションで作業出来ます。刻印の何倍
もの情報量を書き込み（使用荷重、開始日、点検日、図面、etc…）、ルッド製
品では既に標準の点検項目が設定されています。
ソフトウェア更新は無料で、独自サーバーを新規で持つ必要がなく、イニシ
ャルコストの節約にもなります。

強靭なIDタグは、他社製チェーン、接続
金具、ワイヤロープなどに取付けが出来
ます。ネジでの固定も可能です。

52 x 32 x 7.5 mm  0.02kg

鎖形状のリンクに4mmIDポイントを埋
め込み済み。チェーンやワイヤーにつけ
てセットとして管理が出来ます。

D8 x T40mm

貼り付け可能なステッカー型。
天秤、クレーン、その他製品の平らな面
に取付け可能です。

25 x 3.5mm  0.01kg 同一システム上
で一括管理

トレーサビリティ
の強化■資料請求・お問合せは…

■ホームページ
  https://www.rud.co.jp/

「株式会社ルッドリフティングジャパン」
Facebook公式ページもご覧ください。 2021.01

4mm
8mm

RUD ID-USB-READER
WEBベースの
情報管理ソフトウェア

埋め込みや接着などの方法でRFIDチップが取付けられた吊り具・工具・消火器・はしごなど、定期検査が必要な全てを一元管理出来ます。

RFID番号の読み取り用
USBタイプのリーダー

ペーパーレス

50年以上
データ保持保証
（RFIDチップ）



過酷な環境にも対応するRFID
RUD ブルーIDシステム

RFIDチップ

RUD ブルーIDシステム導入で…
● 製品情報を一元管理、瞬時に呼び出し
● 点検報告書をクラウド化、ペーパーレス
● 製品の後追い、トレーサビリティ強化

RFIDとは？
= Radio Frequency Identification 
近距離無線でRFIDチップを読み込み、
個体情報を取得するテクノロジー。
バーコードとは違い、傷や汚れに強く長持ち。

1

IDリーダー2

50年保証の高寿命RFIDチップ
このシステム最大の特徴はチップの頑丈さです。
ルッド製品にチップを取り付けた状態で過酷な環境での各種テストを行っています。

● 使用範囲温度が広い（※使用温度、時間による）　
● 振動、圧迫に強い　
● 海水など液体への耐性がある　
● 磁気による影響を受けない

● USBタイプのリーダー
● ON/OFFスイッチ式でスマホ利用もより快適に

ソフトウェア3

汽水テスト 温度テスト塩水テスト

RFIDチップを標準装備
90%以上のRUD製品（リフティングポイント、チェーンスリング金具）には
RFIDチップが既に埋め込まれています。 
16桁のRFID番号と紐付けされており、専用サイトより
どなたでも製品情報を呼び出すことが出来ます。

専用サイトでRFIDチップをスキャン
QRコード読み込み or クリック！

製品名、使用荷重、寸法図、
CAD、検査成績書、etcを
その場で呼び出し

RFIDチップとリーダーがあれば、お客様が普段使用してい
るシステム（専用ソフトまたはexcel、wordなど）でも運用
が可能です。

ルッドの管理アプリ「AYE-D.ネット」
● WEBベースのソフトウェア
● 点検報告書をクラウド化
● 複数の作業者が同時に操作出来る
● 無料のソフトウェア更新
● 独自ソフト、サーバーが必要なく、初期コストを節約
● 使用荷重、使用開始日、点検日／項目／サイクル
　などの情報を書き込み、カスタマイズ
● RUD製品情報は既に登録済み

270° -80°

https://www2.rud.com/?rq_Layout=AYE-D-NET-Anonymous&rq_AppGuid=8D47E6CFD96ECAF263026E684112D51E964D6A45&rq_TargetPageGuid=303946CEC151BDCD7367C1DDE5DB0FA959B920BE&rq_Lang=en


過酷な環境にも対応するRFID
RUD ブルーIDシステム

RFIDチップ

RUD ブルーIDシステム導入で…
● 製品情報を一元管理、瞬時に呼び出し
● 点検報告書をクラウド化、ペーパーレス
● 製品の後追い、トレーサビリティ強化

RFIDとは？
= Radio Frequency Identification 
近距離無線でRFIDチップを読み込み、
個体情報を取得するテクノロジー。
バーコードとは違い、傷や汚れに強く長持ち。
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50年保証の高寿命RFIDチップ
このシステム最大の特徴はチップの頑丈さです。
ルッド製品にチップを取り付けた状態で過酷な環境での各種テストを行っています。

● 使用範囲温度が広い（※使用温度、時間による）　
● 振動、圧迫に強い　
● 海水など液体への耐性がある　
● 磁気による影響を受けない
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ソフトウェア3

汽水テスト 温度テスト塩水テスト
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90%以上のRUD製品（リフティングポイント、チェーンスリング金具）には
RFIDチップが既に埋め込まれています。 
16桁のRFID番号と紐付けされており、専用サイトより
どなたでも製品情報を呼び出すことが出来ます。

専用サイトでRFIDチップをスキャン
QRコード読み込み or クリック！

製品名、使用荷重、寸法図、
CAD、検査成績書、etcを
その場で呼び出し

RFIDチップとリーダーがあれば、お客様が普段使用してい
るシステム（専用ソフトまたはexcel、wordなど）でも運用
が可能です。

ルッドの管理アプリ「AYE-D.ネット」
● WEBベースのソフトウェア
● 点検報告書をクラウド化
● 複数の作業者が同時に操作出来る
● 無料のソフトウェア更新
● 独自ソフト、サーバーが必要なく、初期コストを節約
● 使用荷重、使用開始日、点検日／項目／サイクル
　などの情報を書き込み、カスタマイズ
● RUD製品情報は既に登録済み

270° -80°



製品仕様

RUD ブルーIDシステム
RFID技術を用いた製品管理システム

Made in 
Germany

Edition-1

RUD-ID-Point®

AYE-D.NET®
ソフトウェアリーダー

RFIDチップ
IDポイント RUD-ID-TAG® IDタグ

RUD-ID-Link IDリンク RUD-ID-STICKER® IDステッカー

高周波数（13.56MHz）　ISO15693（国際規格）準拠

電池不要

※外観は予告なく変更する場合があります。

ID-USBリーダー AYE-D.ネット

4mmと8mmのIDポイントは接着剤が
不要。過酷な環境（温度、衝撃、水、汚れ）
に対する高い耐性があります。
また、鉄製の安全部品へのRFIDチップ
埋め込みは特許を取得しています。

4 x 3.5mm  0.02kg
8 x 3.6mm  0.02kg  

ON/OFFスイッチ付きで、お客様保有のデバイス（PC、タブレット、スマート
フォン等）に接続して使用します。国際規格のISO15693に準拠した周波
数帯（13.56MHz）のRFIDチップであれば、ルッドのチップ以外も読み取
り可能です。

自重：0.05kg
全長：83mm

インストールの必要が無く、ネット環境下であれば、どの場所・デバイスから
も複数の作業者が同時に同アプリケーションで作業出来ます。刻印の何倍
もの情報量を書き込み（使用荷重、開始日、点検日、図面、etc…）、ルッド製
品では既に標準の点検項目が設定されています。
ソフトウェア更新は無料で、独自サーバーを新規で持つ必要がなく、イニシ
ャルコストの節約にもなります。

強靭なIDタグは、他社製チェーン、接続
金具、ワイヤロープなどに取付けが出来
ます。ネジでの固定も可能です。

52 x 32 x 7.5 mm  0.02kg

鎖形状のリンクに4mmIDポイントを埋
め込み済み。チェーンやワイヤーにつけ
てセットとして管理が出来ます。

D8 x T40mm

貼り付け可能なステッカー型。
天秤、クレーン、その他製品の平らな面
に取付け可能です。

25 x 3.5mm  0.01kg 同一システム上
で一括管理

トレーサビリティ
の強化■資料請求・お問合せは…

■ホームページ
  https://www.rud.co.jp/

「株式会社ルッドリフティングジャパン」
Facebook公式ページもご覧ください。 2021.01

4mm
8mm

RUD ID-USB-READER
WEBベースの
情報管理ソフトウェア

埋め込みや接着などの方法でRFIDチップが取付けられた吊り具・工具・消火器・はしごなど、定期検査が必要な全てを一元管理出来ます。

RFID番号の読み取り用
USBタイプのリーダー

ペーパーレス

50年以上
データ保持保証
（RFIDチップ）


