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高精度で安全な選択肢として

長期に渡る経験
Easy-Laser® 測定システムは２５年以上
前から開発され各種の産業における測
定の問題を解決してきました。この間
充分に測定上の問題に取り組み理解を
深めてきました。同時に斬新な視点か
ら更なる経験を求め解決法を見出す努
力を続けてきました。弊社の開発部門
はメカニック、光学、電子工学、及び
プログラミングの設計士で構成されて
います。発想から製品完成まで全ての
工程を自社で行い、またユーザーと近
い距離で接することにより使い勝手の
良いシステムを製作しています。

    

 
 
 

 
 

長寿命で高い信頼性 
弊社製品は長時間使用可能・長寿命・
頑丈で出来る限り小さく少ないパーツ
で構成するという信念に基づいて作成
されています。そのため　　　　　測
定システムは粗野な扱い方に耐え、過
酷な測定環境のもとでも驚くほどの正
確さを発揮します。　　　　　は正し
く信頼のおける、あらゆる面から見て
健全な選択肢と言えます。　　　

       
      

    
 

    

Easy-Laser®

  
    

     
      

Easy-Laser®

スピーディなサービス＆サポート
Easy-Laser® 測定システムは７０カ国以上
に及ぶ各地の代理店で販売されており、
ユーザーはそれ以上の国々に存在します。
ユーザーにとって本格的ツールや必要な
サポートを受けられることは非常に重要
なことです。最も迅速に適切なサポート
をお約束します。弊社のサポート部門で
は各種サービスや機器の校正を通常５労
働日以内に提供しています。更に特急サ
ービスとして４８時間以内対応サービス
もご用意していますので特にお急ぎの場
合はお問い合わせください。

    
        

        

 
 

 
 

 

 

 
  

大きく無駄を削減 
Easy-Laser®

    

　　　　　測定システムはそのままでも
多様な活用が可能ですが便利なアクセサ
リーを追加すればあなた独自のニーズに
合わせられるので現在、そして将来に突
然測定する内容が変更になってもシステ
ムを対応させることができ、コストの削
減が図れます。また短時間で精密に機械
が測定されれば生産性アップにも繋がり
ます。生産工程でのトラブルを素早く簡
単に改善ができ、多額のコスト削減が実
現できます。それ故システム購入の投資
もわずか数か月で返ってくることになり
ます。

     
    

   
 

 　     
     

  
 
 

システム１つで広がる可能性
Easy-Laser®は現在市販されている各種測
定システムの中で最も回転機械の測定に
適し、安価なシステムと言えるでしょう。
たった１つのシステムでトラブルを改善、
または各部の摩耗や故障を未然に防ぎ
大切な機械を守ることが出来るのです。

 

Easy-Laser®

 

E710

 

で可能な測定:

•

 

シャフトアライメント

 

•

 

シーブ／プーリーアライメント

 

•

 

振動測定

•

 

ベースのねじれ測定

   

•

 

真直度測定

 

•

 

ベアリングのガタチェック

  

概要

• 機械設置時のどの段階でも測定
できる 

  

• 簡単に習得できる操作方法   

• ３年間の品質保証

• 迅速なサービスとサポートの提供 
  

 
必要な場合は４８時間以内対応

  

• 人間工学に基いた設計

• 

 

アクセサリー、修理サービス等の
費用が少ない 

• Endurio™ パワーマネジメントシステム 
  

バッテリー切れによって測定を
中断

       

することはありません 
       

      
 

• 拡張性／適応性
  豊富なアクセサリーの中から
ニーズに合わせて選択可能

      
   

   



 

バーコードリーダー

       

簡単操作！　
　　　素早く効果的！

測定やアライメントが簡単に行えること、これが本システムの主な
目的です。我々の追求する「シンプルさ」には複数の意味がありま
す。例えば測定する機械に容易に設置できること、測定手順が簡単
であること、また測定結果を簡単に分析し、解釈できること。シン
プルに使える、それはつまり簡単でスピーディに使えるということ
なのです。

２回目以降の測定では測定開始前にバーコード
からマシンデータを読み込みます。測定の種類
や補正値、公差が自動入力されるので簡単、便
利しかも入力ミスも回避できます。

Easy-Laser® は、いろんなサイズ・タイプの風
力発電の増速機と発電機間の芯出しに活用され
ています。オペレーターの安全を確保するため
、ローターにブレーキをかけた状態でも測定で
きる特殊ブラケット(オプション)を用意してい
ます。

船のエンジン・ギアボックス・プロペラシャ
フトの芯出しにも活用されています。便利な
ブラケットを使用し、測定機器をシャフト・
カップリング・フライホールなどの最も適し
た位置に固定することができます。

 

Easy-Laser® は、あらゆるプラント設備
のメンテナンスや据え付け時にポンプと
モーター間の芯出しに活用されています。
機械設備が正確に測定、調整されて据え
付けられることにより機械寿命が長くなり
電力の少エネにもつながります。



E FC DA B

シャフトアライメント

熱膨張補正機能EASYTURN™ ソフトフットチェック

1.

2.

3. 完了！

40° 最小回転範囲.

任意の位置からスタート！

HORIZONTAL LMACHINES 
     (並行配置マシンプログラム)

例えば、ポンプとモーターのよう
に水平に設置された機械の芯出測
定プログラムです。その他、ギア
ボックスやコンプレッサー等にも
使用できます。どんな機械でも
Easy-Laser　なら簡単に測定、ア
ライメントができます。測定ユニ
ットＭとＳを各カップリングに設
置し、ディスプレイにはケーブル
又は無線で通信します。あとは、
ディスプレイの指示に従って測定
します。

水平度測定及びマシントレインプログラ
ムではどのマシンを表示するか、どの方
向に配置されているか、フットペアの数
等を指定することができます。また選択
した機械に個々の名前を付けることも可
能です。

1. 測定ユニット間と機械の各脚までの距離
 を入力します。gap/sagの変換値が必要な
 場合はカップリングの直径を入力します。 

2. 20度間隔の３点で測定値を記録します。受光器
 のパネルにレーザー光線が照射するとディスプ
 レイに表示されます。

3.機械を調整するために必要なライブ値がグラフ
と数値の両方で表示されます。同時に水平方向
と垂直方向の画像が表示されます。

A.

B.  バーコードリーダーを使用し、前回の距離
データを読み出し、前回の測定から開始で
きるので時間の短縮に繋がります。

C. 受光器表面の映像が映し出され、電子ター
ゲットとして機能し、レーザー光線の照射
位置を示します。

D. 20度の間隔、シャフト上のＳユニットの
 位置が表示されます。またカップリング
 がつながっていない場合、Ｍユニットも
 表示することができます。 

E. 前後のフットペアのシム値です。オフセット
 と角度数値は測定結果を素早く判断できるよ
 う色で識別されています。
 赤：許容値外　　緑：許容値内

F.

  

水平方向の調整値です。オフセットと角度数
値が色で識別されます。
 

測定の各工程に必要な情報や Bluetooth 
接続(無線通信)や警告マークを表示し
ます。

®

まず機械が全ての脚に均等に据え
付けられているか確認するため、
予めソフトフットをチェックしま
す。確実に芯出しを行うために必
要不可欠です。プログラムが調整
の必要なフットを示します。ソフ
トフットチェック後は、各距離が
記憶され直接芯出しプログラムへ
進むことができます。

　　　　　機能では、任意の位置
から測定を始めることができます。
測定ユニットを取り付けたシャフ
トを２０度程度の小さい間隔で回
転させ、３点で測定し数値を登録
すれば測定は完了です。

EasyTurn™ 例えば、ポンプやモーターなど冷
えた状態から熱い状態（稼働時）
へ変化するとかなり膨張すること
があります。この機能はそういっ
た状態でも正確に芯出し調整を行
えるように予め補正値を入力し作
業を行います。補正値は通常、各
機械メーカーによって提示されて
います。



公差チェック フィルター機能

縦型設置、フランジ固定の設備

基準フットのロック
 好きなフットペアをロックする
ことができ、ベースに固定され
た機械やボルトで固定された機

 

 

械のアライメントを行うとき便利なプ
ログラムです。

測定ユニットをシャフトのどの位
置に設置してもライブモードで機
械の調整が可能です。機械の付属
部品が障害物となり通常の調整位
置で測定が困難な時便利です。

２対あるいは３対のフットがある
機械やカップリングより前にフッ
トがある機械など、あらゆる機械
に対応するソフトです。

LIVE-ANY-ANGLE 360°

カルダン/オフセット配置された設備 マシントレイン

縦型設置、フランジで固定された
設備の芯出し測定プログラムです。
各ボルトのシム値とオフセット、
角度ズレが表示されます。

  
   

カルダン／オフセットに配置され
た設備の芯出し測定プログラムで
す。
※アクセサリーが別途必要です。
Part No.12-0615 カルダン治具

で仮想のマシントレインを作ることがで
きます。基準とする機械を手動で選択す
ることもできますが、最も調整が少なく
てすむ機械をシステムに選択させる方法
もあります。 

画面切り替え機能
表示する配置の順番を現状に
合わせて切り換えることがで
きます。調整が必要な方向が
容易に理解できるので便利です。

機械の種類やその組み立て順序に
関係なく好きな数だけ機械を繋い

測定結果は予め設定した公差の
一覧表や設定数値と比較するこ
とができます。設定した公差の
範囲内か否かすぐに判断できる
ことで、芯出し作業時間を著し
く短縮することができます。

測定環境が非常に悪い中でも
安定した測定結果を得るため
の電子フィルター機能です。
例えば解放された出入り口付
近のため大気の流れが強い場
合や隣接した機械設備からの
振動がある時便利です。

３対のフット／前方１対の脚



シーブ、プーリーの芯出しがデジタ
ルの正確さで測定可能です。ディス
プレイではリアルタイムで垂直／水
平方向の角度と軸方向の変位や前後
のフットに必要な調整値が表示され
ます。測定結果はドキュメント化で
きます。
※オプションアクセサリE170BTAが
必要です。

     

 

多才なオプション

振動測定とベアリングコンディション

ベアリングのガタつきチェック

オフセットとアングル

本システムの真直度測定プログラ
ムでは長いシャフトやロール、ベ
アリング、機械ベース、機械構造

原則的に、ベースの平面度や捻じ
れ等あらゆるジオメトリー測定を
可能にするプログラムです。

を容易に測定することができます。測定ポ
イント数を測定開始前または測定中に決定
するだけで、水平及び垂直方向の調整数値
をグラフと数値で表示されます。オプショ
ンのD22旋回レーザーを追加すると更に用途
が広がります。

機械ベースの平面度測定真直度測定

シーブ／プーリーアライメント

振動レベル(mm/s, inch/s)とベアリ
ングコンディション(g-value)が測
定できます。プログラムが測定す
るポイントを垂、水平、軸方向と、
順に誘導します。測定結果はドキュ
メント化できます。
※オプションアクセサリE285振動計
プローブが必要です。

　　　　　D22 のような発信器を追
加すればさらに用途は拡大します。
ユーザーの多くは予想以上に多くの
場面で使用することになります。

Easy-Laser®

全測定システムに非常に便利な
Valuesプログラムが標準装備さ

 
れています。例えばダイヤルゲージの
代わりにシステムを使用したいときや
ベアリングのガタをチェックするとき
に使用します。標準のシステムで全く
複雑な設定なしに測定が可能です。

このプログラムは例えば２つの
シャフト間のオフセット中心や
角度エラーを算出します。ディ
スプレイには垂直と水平両方向
の数値が同時に表示されます。
ダイナミック測定にも便利な
プログラムです。

 



ドキュメントの作成

        

EASYLINK™ PC ソフトウェア
With the EasyLink™データベースプログラムを 

 
  

ＰＤＦレポート 
測定終了後、システムのディスプレイユ
ニットから直接ＰＤＦで測定結果の数値
や画像をレポートとして出力できます。
測定対象物に関する全ての情報が記載
され、必要であれば会社のロゴや住所な
どを追記することもできます。

     
  

 

内蔵メモリー
全ての測定データは、ディスプレイの内蔵
メモリーに保存できます。

      
     USB メモリー

必要な測定データをＵＳＢメモリーに保存
し、パソコンへ接続すれば、測定システ
ムを現場に残したまま測定結果のドキュ
メント化やレポートの印刷が可能です。

   
  

ディスプレイユニットはＵＳＢポート経由
でパソコンへ接続可能です。デスクトップ
に「USB Mass Storage Device」が表示され
、パソコンとディスプレイユニット間で簡
単にデータのやり取りが可能です。

パソコンへの接続

使って、全測定データを一箇所に保存や編成
したり、数値データと画像を含む測定レポー
トを作成し、メンテナンスシステムに送信す
ることが出来ます。エクセルレポートは自由
に作成することができ、例えばどのデータを
用いて、どの位置に配置するかなどカスタマ
イズできます。
プログラムはクリアフォルダ方式となってお
り、このフォルダにディスプレイユニットに
保存された測定データをドラッグ&ドロップ
するとデータベースに追加されます。例えば
メーカーや部署、機械のタイプに合わせてご
自身のフォルダを構成をしてください。また
データベースは共有サーバに置き、他のユー
ザーと共有することもできます。ディスプレ
イユニットに保存したデータのバックアップ
をとる等の安全策としても使い道の一つです。

 

アライメントを行う利点
機械が許容値内に正確にアライメントされていれば時間も経費も無駄を
省き、得るものはたくさんあります。　　　　　　では購入後の交換部
品に掛る費用も少なく、メンテナンスのための機械停止時間も短くなり、
機械調整不良による電力の浪費も防ぎます。またアライメントが行き届
いていると高額な修理費や長時間のマシン停止を避けることができ
ます。アライメントの利点として；

   
  

   

Easy-Laser®

         
 

 

 • 生産率向上、生産空き時間の増加＝確実な生産計画  

 • ベアリングやシールの長寿命化＝消耗部品の削減 

 • 完全なシール効果＝漏出防止効果の向上と作業環境の向上 

 • 

 • 潤滑油漏れの防止＝潤滑油の消費削減 

 • 摩擦減少＝消費電力の削減

 • 振動減少＝ノイズの減少

 • 重度の故障の回避＝現場の安全性向上   

潤滑油の効果アップ＝オーバーヒートや二次的な故障の防止

年間メンテナンスコスト 

アライメントによって削
減できる年間コスト

イージーレーザー導入コスト

　芯出し前　　　　　芯出し後 

レーザーのメリット
レーザーによる測定方法には、従来式ダイヤル
ゲージによる測定より非常に多くのメリットが
あります。

        
      

 

 • 簡単操作     

 • 遊びや緩みのない安定した固定冶具     

 • 装置の取り付けは素早く簡単  

 •  シム値・調整値を自動計算  

 • 公差以内か簡単にチェック  

 • 熱膨張補正機能   

 • 読取り間違いのリスクなし     

 • 測定結果のドキュメント化    

ストレートエッジや隙間ゲージなどの古い測定
方法も同様、現代の機械設備に対して充分な精
度が得られません。
しかし、レーザーによる芯出しシステムなら簡
単かつ迅速に測定が可能です。また当システム
は単にシャフトの芯出し作業以外にも様々な用
途に活用することができます。
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N.  コネクタ部用保護カバー

O. ラバーコーティング仕様

  

 

計算機能

計算機

    

 

言語の選択
 

ディスプレイユニットに表示する言語は
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン
語、ポルトガル語、スウェーデン語、フ
ィンランド語、ロシア語、ポーランド語、
オランダ語、韓国語、中国語の中から選
択可能です。

      

ディスプレイユニット
Ｅシリーズで採用した新型ディスプレ
イユニットでは人間工学を駆使し、握
りやすいラバータイプのグリップを採
用し、頑丈な構造になっております。
従来より便利で長く使って頂けるよう
改良されています。

A.  左右２つのエンターボタン

B. 5.7インチのカラーディスプレイ
C. 
 
押し易いボタン

Endurio™パワーマネジメントシステム
内蔵のためバッテリー切れによる測定
中断はありません。バッテリーレベル
が落ち始めた時、
組み込み式電池
ユニットに電池を
入れれば測定を続
けられます。これ
ならコンセントを
探し、充電するまで
何時間も待つ必要はありません。
またEndurio™パワーマネジメントシス
テムは各電子機能が最小限のエネルギー
で働くようチェックする機能が備わって
います。

バッテリー切れ対策

計算機能が内蔵されています。また長さ
に使用する単位を変更した際の再計算機
能もあります。

ユーザー設定

ユーザー一覧表を作成し、個人の設定を
保存することができます。また測定の種
類ごとに異なる設定を保存できるので操
作が早くなります。

  

 
  

システムのアップグレード

将来、機能を増やしたいときはディス
プレイ内蔵のソフトウェアをインター
ネットからのダウンロードや新しいソ
フトウェアの入ったＵＳＢからインス
トールしアップグレードすることが可
能です。よって弊社が開発した最新の
測定プログラムをいつでも入手するこ
とができます。

  

E.   独立型の電池ケースは、スクリーンを
見やすい角度へ調整

F.  電池ケース
G.ショルダーストラップ

D.持ち易いグリップ

      
  

人間工学を駆使したデザイン

 

ディスプレイユニットは薄いラバーで
コーティングされており握りやすく、
安定しています。押しボタンは大きめ
で充分な間隔を取って配置され、明確
な押し応えがあります。またエンター
ボタンが左右に２つありますので左利
きのユーザーにとっても便利です。デ
ィスプレイ画面には鮮明な映像が映し
出され、測定の手順をご案内します。

 
 
 

H.  充電器
I.  ネットワーク
J.  拡張ポート
K.  USB A
L. USB B
M. Easy-Laser® 測定機器
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両測定ユニットに内蔵型角度計A. ロッドの長さは60-180MM.
オプションで延長ロッドを追加すると
無限に伸ばすことができます。

B.  保護されているコネクタ部
C. ２軸ＰＳＤパネル
D. Laser 照射口
E. 安定感のあるアルミ製デザイン
F.  多目的ネジ穴

標準システムに含まれるブラケット類

 
オフセットブラケット

このブラケットを使用することによって
測定ユニット同士の軸のズレをオフセッ
トし、飛び出た機械部品やコネクタを回
転させることが可能です。

 

マグネットベース 
シャフトやカップリングに直接固定します。 
非常に強力なマグネットで安定して固定でき
磁石面は３面あるので取り付けに便利です。

   

   

  

測定ユニットの受光面(最高レベルの
精度を誇るＰＳＤを採用）は20mmと大
きく、最高測定距離２０ｍまで可能で
す。頑丈で精巧に設計され、アルミ及
びステンレス製のデザインにより安定
した測定値が得られ、たとえ厳しい測
定環境のもとでも高い精度があり、信
頼性の高いアライメントをお約束しま
す。もちろん耐水性、耐粉塵加工(IP6
6,IP67に基づく）が施されています。
ディスプレイユニットにはケーブルま
たはワイヤレスで通信します。ケーブ
ルや無線ユニットはどちらもプッシュ
プルコネクタで即座に接続可能なため
面倒なネジの取り外し作業はありませ
ん。

測定ユニット 電子ターゲット 
２軸式受光器採用により、ディスプレイ
に電子ターゲットを表示し、レーザー光
線の照射位置をディスプレイ上で確認す
ることが可能です。

       
   

    
 

多彩な取り付け方法
頑丈でコンパクト設計により据え付け位
置が容易に確保でき、取り付け方も選ん
で頂けます。機械の大小やシャフト径に
関わらず、あらゆるタイプの回転機械が
測定可能です。更に測定ユニットには予
備のネジ穴が２つあり必要に応じて取り
付けの際、ご使用いただけます。

       

 

 

ダブルレーザーとダブルＰＳＤ
レーザー及びＰＳＤ各２つずつ使用した
いわゆるリバース測定法により比較的大
きくずれて設置された機械の測定も可能
です。特に、新しく機械を据え付ける時
のように機械が正しい位置に配置されて
いない場合に便利です。

      
 

 

 

両方の測定ユニットに電子角度計が内
蔵されているのでシステムはユニット
の位置を正確に把握することができま
す。また、連結していないシャフト間
のアライメントも容易に行うことが可
能です。

ワイヤレス通信
ワイヤレス通信ユニットは、どちらかの
測定ユニットの接続端子に差し込むだけ
です。ディスプレイユニットと無線で通
信できることにより測定中より自由に行
動することができます。
防塵・防水性ありＩＰ66/67に準拠

   
 

チェーン式シャフトブラケット  
シャフトやカップリングに固定します。
付属のチェーンで径20-450mmまで対応
します。

   
     



アクセサリーと拡張機能

Part
 
No.

 
12-0413

  

カルダン／オフセットに配置された機械
設備の芯出し用固定治具です。

  

 Part  No. 12-0615
 

ネジ式接続で延長範囲は無限です。  
長さ  60 mm    (4 x) Part No. 12-0059
長さ  120 mm  (8 x) Part No. 12-0324
長さ  240 mm  (4 x) Part No. 12-0060

かなり大きなシャフトの芯出しに使用します。 
長さ:  900 mm  (2 x) Part No. 12-0128

Part No. 12-0039 
幅: 12 mm  Part No. 12-0412  

アライメントの問題点を
総合的に解決！ 

TM

でも充分な機能が備わっていますが
将来新たなニーズが発生した場合も
便利なアクセサリーを追加するだけ
でシステムを対応させることができ
ます。システムを買い替える必要が
ないためコスト削減に繋がります。
取り付け穴の間隔は多くの部品で統
一され、複数面に設けてあるので取
り付けの際、非常に便利です。

将来性の広がる拡張機能
Easy-Laser® 測定システムはそのまま 更に測定ユニットのどちらか１つを受光

器とし、例えば３次元レーザー発信器Ｄ
２２等と組み合わせて使用すると用途が
増えます。従って　　　　　はあらゆる
面で完成されたシステムと言えるでしょう。　　　　　　　り

　　

Easy-Laser®

薄型マグネット式ブラケット(10mm） 薄型チェーン式ブラット（12mm） スライディングブラケット

フランジやシャフトの軸方向に固定する
ときに使用します。スーパーマグネット
４個が付いています。

カップリングと機械設備の間隔が極端に
狭いときに使用します。薄型チェーンと
固定治具が付いています。

シャフトの回転が困難なときに使用します。
４つの丸い足によりシャフト上に安定し、
通常はチェーンで固定します。

 

カルダンブラケット 延長ロッド 延長チェーン



1

2

ベルトアライメント 振動測定器

 Part No. 12-0618 or 12-0617

  Part No. 12-0619

充電式バッテリーパックがあれ
ば使用時間を延長することがで
きます。内蔵式Bluetoothありと
無しのタイプがあります。

 

  Part No. 12-0585

長さ  5 m  
Part No. 12-0108
長さ  10 m  
Part No. 12-0180

E170 BTA レーザー発信器と
受光器はベルト駆動変速機
の芯出し用で、ディスプレ
イユニットにはシステム付
属の赤色ケーブルで接続し
ます。
Part No. 12-0659

 

 

Part No. 01-1379

E285 振動測定プローブは振動
測定やベアリングコンディショ
ンの測定に使用します。ディス
プレイユニットにはシステム付
属の赤色ケーブルで接続します。
Part No.12-0656

  

バッテリーパック 保護カバー充電器 12–36 V 延長ケーブル

 充電器用ソケット　12-36Ｖ
（例：自動車等）

ディスプレイ用保護カバー
（ショルダーストラップ付）

ターゲットバーコードリーダー VGA キット ＰＳＤ保護カバー

マシンデータ登録用バーコ
ードリーダーです。USBで
接続可能です。

  
   

    

ディスプレイユニットの画
面をプロジェクターで映写し
トレーニング等に活用できま
す。出荷時にインストールが
必要です。

      
     

    

   
  

 Part  No. 12-0573

距離の長いラフアライメント
や大きくズレている場合等に
使用すると便利です。

    
      

 
Part No. 12-0588

周囲の光が極度に強い環境の場
合に使用します。

    
  

Part No. 12-0587

レーザー発信器　Ｄ２２
(発信方向　水平／垂直　切り換え可能）

レーザー発信器「Ｄ22」は、平面度・真直度・直角度・平行度
などの測定に使用します。レーザー光線は360度（1）水平に旋
回し、半径40ｍまで測定できます。また、垂直方向90度（2）
へ切り替えることもできます。

  Part  No.  12-0022.



www.easy-laser.com

3-YEAR WARRANTY

Easy-Laser® is manufactured by Damalini AB, Alfagatan 6, SE-431 49 Mölndal, Sweden 
Tel +46 (0)31 708 63 00, Fax +46 (0)31 708 63 50, e-mail: info@damalini.se, www.damalini.com
© 2012 Damalini AB. We reserve the right to make changes without prior notification.   
Easy-Laser® is a registered trademark of Damalini AB. 
Other trademarks belong to the relevant copyright holder.

This device contains FCC ID: PVH0925, IC: 5325A-0925.

システム

相対湿度 10–95%

総重量 10 kg   

キャリーケース WxHxD:  500x400x200 mm   

落下テスト済み（３ｍ）防塵・防水加工

測定ユニット M / S

受光器タイプ ２軸 PSD 20x20 mm  

分解能 0.001 mm  

測定誤差 ±1% +1 digit

測定範囲 20 m  

レーザータイプ ダイオードレーザー

レーザー波長 635–670 nm

レーザークラス 安全クラス　II

レーザー出力 <1 mW

電子角度計 0,1°分解能

電子温度計 ± 1°精度 

環境保護 IP クラス66 及び 67

適応温度 -10–50 °C

内蔵バッテリー Li Po 

外装材 アルミニウム

外寸 WxHxD: 60x60x42 mm  

重量 202 g 

ディスプレイユニット

タイプとサイズ VGA 5.7”カラーディスプレイ、バックライト付き, 

分解能 0.001 mm / 0.05 thou   

電源供給 Endurio™ システム　(充電切れ防止システム）

内蔵バッテリー 充電式リチウムイオンバッテリー

電池 アルカリ単２電池 x 4本

接続時間 約３０時間

適応気温 -10　～ 50 °C

接続 USB A/B,外部接続,Easy-Laser® ﾕﾆｯﾄ,ﾈｯﾄﾜｰｸ他

無線通信 Class I Bluetooth® 無線通信

内蔵メモリー 約100 000件の測定データ保存可能

ヘルプ機能 計算機、表示単位変換機能 

官業保護 IP class 65

外装材 PC/ABS + TPE

外寸 WxHxD: 250x175x63 mm  

重量(バッテリー含まず) 1080 g

Bluetooth® 無線通信ユニット

無線通信 Class I Bluetooth® 無線通信

適応温度 -10 ～ 50 °C

環境保護 IP クラス66 及び 67

外装材 ABS

外寸 53x32x24 mm   

重量 25 g  

ケーブル

システム用ケーブル 長さ 2 m , プッシュプル式コネクタ付き

USB ケーブル 長さ 1.8 m   

ブラケット他

シャフトブラケット タイプ：チェーン式Ｖ型ブラケット、幅 18 mm

シャフト径: 20 – 450 mm  

素材 : アルミニウム

マグネットベース 磁力: 800 N

オフセットブラケット 変位： 32 または 16 mm  

ロッド 長さ: 120 mm, 60 mm   

素材: ステンレススチール

EasyLink™ データベースソフト

必須環境 Windows® XP, Vista, 7. その他ｴｸｽﾎﾟｰﾄ機能を
ご使用になる場合EXCEL2003以上が必要です。

システム１式に含まれるもの

1 測定ユニット M

1 測定ユニット S

1 ディスプレイユニット 

2 Bluetooth® ユニット

2 ケーブル 2 m 

2 チェーン式シャフトブラケット

2 延長チェーン

2 マグネットベース

2 オフセットブラケット

4 ロッド　120 mm

4 ロッド　60 mm

1 マニュアル

1 クイックマニュアル

1 測定テープ 3 m   

1 EasyLink™ PC用ソフトウェア入りＵＳＢ

1 USB ケーブル

1 充電器  (100-240 V AC)

1 工具箱

1 ディスプレイユニット用ショルダーストラップ

1 ガラス面クリーニングクロス 

1 Easy-Laser CD 

1 キャリーケース 

System Easy-Laser® E710 Shaft, Part No. 12-0440

仕様書

ISO9001
CERTIFIED

弊社ウェブサイトよりシリアルナンバーを登録すると品質保証期間通常２年を
３年に延長可能です。
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