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ARTS 7000
Avionics Radio Test System

Laversab is delighted to introduce our new multifunction, WiFi-enabled Avionics Radio Test System - ARTS.
The ARTS 7000 is designed to meet all radio test systems requirements in one box. 

Uniquely, the ARTS 7000 integrates with Laversab Air Data products to enable fully integrated Altitude testing.

The ARTS 7000 is designed to reduce upfront costs, simplify aircraft testing, and cover all current & future radio
test requirements.

With an intuitive user interface and quick setup, the ARTS 7000 cuts down test time, so your aircraft gets back in 
the air faster. The ARTS is user-configurable and easily expandable to include both current and future avionics. 
Standard capabilities include Radio Comm, Nav, DME, ELT, ATC, ADSB & TCAS. The ARTS 7000 is built to test any 
airborne platform– from General Aviation to Commercial Airliners – including helicopters and military applications.
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• Service & Calibration Centers 
   across the world

• 4-DAY turn on calibrations

• AOG Loaner Units available 

• Technical support & training INCLUDED

• 3-YEAR standard warranty 

• FREE Operational SW Updates

• Upgrades available to expand capabilities

test requirements.
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　　　　　Laversab社WiFi対応　多機能アビオニクス無線システムARTS7000　　　特徴　　 ARTS7000はアビオニクス機器の無線テストで必要とされる機能を１BOXで対応できるように設計されております。　 またLaversab社エアデータテストセットと統合することで、より高度なテストが可能となります。　 
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直感的なユーザーインターフェース、クイックセットアップ、テスト時間の短縮 といった特徴により、現場にいち早く航空機を戻す事ができます。ARTS　  : ユーザー設定が可能、現行、将来のアビオニクスの両方に対応できる容易な拡張性標準仕様：Radio Comm, Nav, DME, ELT, ATC, ADSB&TCAS 対応対応機種：General Aviation、民間旅客機、ヘリコプタ、ミリタリアプリケーション
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●世界中にサービス、校正拠点●短い校正時間●AOG　ローンユニット可能
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●テクニカルサポート＆トレーニング●3年保証●無償　ソフトウエアアップグレード●カスタマイズ　アップグレードご相談可能
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PRODUCT INFORMATION

ARTS 7000

A new concept in Tester/Aircraft/Technician integration.

Using commercially available tablets to control the ARTS enables a cost-effectve and simple test process.  With  
clear menus,  hot  keys,  predefined  scenarios,  customizable  limits,  and  intuitive  functions, the ARTS is easy to 
learn and use.

KEY FEATURES

Multi-function capability in a single 
box

Quick setup. Wireless control of test-
set

Integrated self-test & fault-finding 
tools. 

Configurable to meet user-specific 
requirements – reduces cost 

Control with iPad or other tablet.
Optional: Wired Remote Controller Built in quick confidence check

Expandable within same system for 
additional functions Downloadable software upgrades

Integrates Mode S with Laversab 
ADTS for altimeter checks. 

Preset and user configurable test 
scenario and parameters

Secure Wi-Fi network generated by 
test set Fully Integrated ILS and MKR scenario

Removable Battery to test aircraft 
anywhere Easy export of stored results Automatic VOR scenario

Worldwide service and support Transportable system with rugged 
enclosure

Fully Integrated DME and VOR 
scenario
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●１BOXで多機能●ユーザー独自の設定可能●追加機能拡張可能●テスト内容　プリセット可能　ユーザーテスト内容設定可能●取り外し可能バッテリー　どこでも計測可能●ワールドワイド　サービス　サポート
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●クイックセットアップ　機材の無線コントロール可能●iPad 他タブレットで操作可能　オプション：有線操作●ソフトウエアアップグレード　ダウンロード可能●テスト機材による安全な　WiFiネットワーク確保●テスト結果の容易な出力保存●頑強な筐体　持ち運びが容易
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●セルフテスト、自己診断機能●高度チエック●ILS、MKRの完全統合対応●オート　VORシナリオ●DME、VORの完全統合対応
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新コンセプトお手持ちのタブレット端末を使用して簡単に測定が可能です。Clearメニュー、hotキー、事前設定シナリオ、カスタマイズ可能なリミット、直感的な操作、ARTSは用意にご使用頂けます。
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新コンセプトお手持ちのタブレット端末を利用して簡単に測定が可能です。Clearメニュー、hotキー、事前設定シナリオ、カスタマイズ可能なリミット、直感的な操作、ARTSは容易にご使用頂けます。
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Each  test  function  has  a  dedicated  page  giving  the  operator  full  access  to  test  parameters,  configuration,  
and results. All test functions can be setup and completed by a single technician.  The familiarity of tablets and 
the simplicity of the ARTS software minimizes training time.   If you can use a tablet, you can operate the ARTS.

Altimeter checks and simultaneous Mode S 
output tests (FAR 91.413) are simplified by 
controlling a Laversab ADTS through the 
ARTS 7000.

From simple Go/No-Go tests to a full engineering  diagnostic – the ARTS provides all the capabilities, speed and 
details that you need.

PRODUCT INFORMATION

ARTS 7000
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Unique Feature:
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各テストには専用のページを設けています。これにより、機材のオペレータはテストパラメータ、設定、結果の全てに容易にアクセス頂けます。全てのテスト機能は、一人の技術者でセットアップ、完了可能です。お手持ちのタブレットで簡単に操作できるうえARTSソフトウエアも使い易いため、トレーニング時間を最小限に抑える事が可能です。タブレットを御使用頂けるなら、ARTSも操作可能です。
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シンプルなGo/ No- Go テストで　完全な診断を行えます。ARTSはお客様が必要とされる情報を即座に、詳細に提供致します。
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ユニークな特徴高度計チエック、ModeS　出力テスト（FAR91.413)はARTS7000を通じて、Laversab社のエアデータテストセットを操作できますので簡略化できます。
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CAPABILITY & BASE SPECIFICATIONS

HF/VHF/UHF SSB, AM, FM 
SelCal
VDL Mode 2 

COMMUNICATIONS

NAVIGATION

Operating temp: -20o to 60oC
Storage temp.: -40o to 75oC 
Humidity: 5 to 100% 

VOR
ILS Loc G/S
MKr

ELT 121.5/ 243/ 406 MHz

TRANSPONDER and DME 

Mode A, C, S
ADS-B IN 
ADS-B OUT 
DME
UAT 

TCAS
TCAS I
TCAS II
ACAS

TOOLS VSWR
Distance to Fault 

POWER REQUIREMENT
90-260 VAC, 47-65 Hz or 28 VDC, 25 W 
Or Removable battery: 8-hour operation

INTERFACES Wi-Fi, RS232, USB

DIMENSIONS & WEIGHTS Main unit: 22” x 14” x 9”;  30 lbs.

ENVIRONMENTAL SPECS

Please see full technical Data sheet for details.
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　　　　　　　性能及び仕様
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