
レーザー測定システム概要

ベルトアライメント

ジオメトリー測定

　　　 振動測定

アライメントを総合的に解決！

測定とアライメント
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EASY-LASER® BTA
　　　　　　は多種多様なツールに対応してシーブ／
プーリーアライメントを簡単に素早く実施できるシス
テムです。

•
 
D90 BTA: 付属のターゲットでズレを目視でき
精度に優れています。 

• D130 BTA: ATEX/Ex指令に準拠するE90の防爆/定電圧タイプ

• D160 BTA: 平行度や角度ズレをデジタルディスプレイ
にライブ表示します。受光器とディスプレイユニット
が分かれているので現在立っている場所で測定値を読
みアライメントや調整を行うことができます。 

• E170 BTA:  E710/E540/E530 用アクセサリー
Vベルト、タイミングベルト、フラットベル
トとチェーンドライブ等各種ドライブに対応

• E180 BTA:  E710/E540/E530用アクセサリー。
　ビルトイン式ディスプレイのため個別のツール

　としても使用可能。 

EASY-LASER® E975 ロールアライメント
特にロールアライメントのために設計されたシステム
です。当システムは１本または２本のロールの交換や
調整を同時に行う際に適しています。回転式レーザー
受光器やデジタルプレシジョンレベル搭載の当システ
ムは機械への取り付けも簡単です。

 

•

•
•

 メンテナンス作業は工場建屋内で可能

従来の測定器に比べ非常に簡単

機械停止時間を削減 
 

EASY-LASER® E970 パラレリズム
ロールその他の平行度測定用システムで活用例は多数
あります。当システムは特に数多くの対象物を測定、
アライメントを行う際や測定距離が長い（40+40M）際
に適しています。またワイヤセクション(サクション
ボックス）のレベル出し、真直度や平面度の測定や機
械ベースの平面度や複数のロールの真直度測定も可能
です。

• 　　あらゆる測定対象物の平行度測定に対応
多目的に活用可能ー平面度やレベル出しも可能

EASY-LASER® VIB

• 別売りアクセサリー E285 振動計プローブが必要です。

とE530シャフトアライメント

は振動測定プログラム搭載で振動レベル（mm/s,inch/s)
やベアリング軌道(g-value)の測定も可能です。プログ
ラムが機械のどの位置を測定するか誘導します：垂直、
水平、軸方向。測定結果は通常どおりドキュメント化
されます。

あらゆるニーズにお応えします 
当カタログでご紹介するシステム以外に以下に挙げる全機種をご
用意しております。システムの写真で紹介されている部品は主要
な部品の一部です。システムに含まれる全てのパーツや技術仕様
について詳しくは各システムのカタログをご覧ください。 

シャフトアライメントシステム

ジオメトリー測定システム
• Easy-Laser® E980 製材所
• Easy-Laser® E975 ロールアライメント

• Easy-Laser® E970 パラレリズム 
• Easy-Laser® E960 タービン
• Easy-Laser® E950 ボアアライメント
• Easy-Laser® E940 工作機械
• Easy-Laser® E930 押し出し機
• Easy-Laser® E920 ジオメトリー測定
• Easy-Laser® E915 回転フランジ
• Easy-Laser® E910 フランジ

システムの拡張性

使い方は簡単、短時間で効率的
測定やアライメントは簡単に！を根本理論に当システムは開発されました。
シンプルであること、それはつまり各パーツの位置決めや設置が簡単であ

ること、測定手順が簡単であること、測定結果の分析や解釈が簡単である
こと等が挙げられます。シンプルであること、それは同時に短時間で効率
的であることを意味します。 

当社サービス部門は通常５営業日以内に修理/部品交換/システムの校正等
のサービスを提供させて頂いております。従って機械を稼働させるユーザ
ーの皆様にとって安心できるパートナーと言えます。また48時間以内特急
サービスもご用意しており万一の事故の際、時間に限りがある時も対応可
能です。詳しくはお問い合わせください。

サービス＆サポートは素早く対応

充実の長期保証
当システムはご購入より2年間の品質保証が付与されております。更に弊社
ウェブサイトでの登録により更に1年の延長保証が可能です。また弊社の製
造及び品質管理システムはISO9001の承認を受けております。

www.easy-laser.com

easy-laser.comより 
システム毎の個別カタログを
ダウンロードできます。

D160 BTA

3 YEAR WARRANTY

ベルトアライメントシステム 
• Easy-Laser® E180 BTA
• Easy-Laser® E170 BTA
• Easy-Laser® D160 BTA
• Easy-Laser® D130 BTA Ex
• Easy-Laser® D90 BTA

アクセサリー (例) 
• Easy-Laser® E30 
長距離用レーザー発信器 
真直度測定200Mまで高精
度で測定可能
• Easy-Laser® E3 受光器 
30x30 mm PSD搭載

　　　　　　は既に完成されたシステムで通常の内蔵プログラムでほとん
どの機械が測定可能ですが便利な追加アクセサリーを多数ご用意しており
ますので将来に異なる測定をする必要が出た場合も機能を拡張し、お持ち
のシステムを対応させることが可能です。よってEasy-Laser測定システム
は現在販売されているあらゆる測定システムの中で最も多目的に使用でき、
尚且つコストパフォーマンスの高いシステムと言えます。あなたのアライ
メント作業をトータルでサポートする機材となるでしょう。



シャフトアライメント ジオメトリー測定 　　ジオメトリー測定

EASY-LASER® E710 シャフト

• 
•
• 
• 
• 
• 
• 

機械ベースの平面度測定

ソフトフットチェック
ベアリングプレイ測定
振動レベル測定*

マシン位置測定
マシンアライメント
測定結果のドキュメント化

搭載プログラム：

搭載プログラム：

EASY-LASER® E950 ボアアライメント

E960-A

E950-A

EASY-LASER® E540 シャフト

EASY-LASER® E420 シャフト

簡単、便利!
Easy-Laser Eシリーズシャフトアライメントシステ

ムの使い方は非常に簡単です。5.7インチ大型カラー
ディスプレイ、手順をガイドしてくれるソフトウェ
ア、無線通信機能などが主な特徴です。

E915

*Accessory E285 VIB required

*Accessory E285 VIB required

延長ロッド

スライド式ターゲット

最少25 mmまで 
マグネット式フット

設置ガイド

　　　　　　　はアライメントに関する問題を総合
的に解決します。当測定システムは機械調整の際あら
ゆる場面で役立ちます。

更に真直度や平面度測定も可能！

Easy-Laser® E540 はコストパフォーマンス性が高く
低コストでトラブルを回避できる理想的なツール
として機械のオペレーションをサポートします。

• 振動レベル測定＊
• ベアリングプレイ測定
ソフトフットチェック
マシン位置測定
マシンアライメント
測定結果のドキュメント化

• 
•
• 
• 
多様な機械のアライメントに対応するプログラム！

　　　　　　　 は最も初歩的なシャフトアライ
メントシステムですがハイグレードタイプに含ま
れる内蔵型無線ユニット、5.7ｲﾝﾁ大型カラーディ
スプレイや測定機能も含まれています。
• 
• 
•

 

ソフトフットチェック
マシン位置測定
マシンアライメント

•
 
測定結果のドキュメント化

プログラムの種類：
無線機能搭載の初歩的なシステム!

Easy-Laser® E950 では無線機能搭載の受光器と万能
的なブラケットにより、容易にベアリングやベア
リング軌跡の測定及びアライメントが可能です。

• 測定ポイントの追加、削除、再測定
• フルボア、ハーフボアどちらも測定可能
マルチポイント測定
ボアの楕円率測定
ウェビネス(長/短）とベストフィットの計算

• 
• 

Easy-Laser® E950-A と E950-C：ディーゼルエンジ
ン、コンプレッサー、ギアボックス等

トドライブライン用

高精度ワイヤレス受光器:
E950-Cシステムに搭載の受光器E9*では最少で
口径φ80mm、幅25mmまでのボア測定が可能です。 
カスタムブラケットを使えばφ50mmまで測定可
能です。

利用可能な構成:

Easy-Laser® E950-B ：船尾管付きプロペラシャフ

EASY-LASER® E960 タービン
Easy-Laser® E960 タービンシステムでは、ワイヤ
レス受光器と測定手順をガイドする測定プログ
ラムにより、ダイアフラムとベアリングの測定
と調整作業を簡単に行うことができます。

• 測定ポイントの追加、削除、再測定
• フルボア、ハーフボアどちらも測定可
• 
• 

Easy-Laser® E960-A: ガスタービンや小さめの蒸気
　　　　　　　　 タービンに適しています 
Easy-Laser® E960-B : 大き目のタービンに適してい
                 ます

利用可能な構成:

マルチポイント測定
ボアの楕円率測定
ウェビネス（長/短）やベストフィットの計算

精度と信頼性！

Easy-Laser® E960 タービンシステ
ムによる真直度測定は速くて確実、
高精度で測定可能です。

システムE940による測定結果は一般
的にの工作機械の基準となっている
ISO10791-1または10791-2と比較し
ます。 

総合的コントロール

EASY-LASER® E940 マシンツールシステム
Easy-Laser® E940 マシンツールシステムは工作機械
の測定、アライメントを行うための総合システム
です。この測定で最も重要なのは機械のジオメトリ
測定、真直度、スピンドル方向、平面度、直角度
です。というのも厳密に校正を行った直線動作で
さえ屈曲動作や表面の凹凸に対し補正することは
できないからです。
ダイアルゲージやマンドレルとストーンを使う従来
の方法に比べ、レーザー測定システムによる測定
作業は飛躍的に精密さを極めスピーディーに行うこ
とが出来ます。もちろん結果はドキュメント化が可
能です。 

• 軽量でコンパクトサイズ
• 長距離でも測定、アライメントが可能
• 測定結果をＰＤＦで保存、ＰＣへ転送

ディスプレイの分解能は
0.0001ｍｍです。

プログラムの種類:

EASY-LASER® E915/E910 フランジ
フランジの平面度測定用システムです。測定直後、
ディスプレイ上で３Ｄ画像による測定結果の閲覧
が可能です。また測定結果は測定を行ったその場
で様々な計算を設定し分析することができるため
測定を中断しＰＣのところへ行き別のプログラム
で分析を行う必要はありません。

フランジ用システム　2種類：
Easy-Laser® E915 回転式レーザー付きシステム
Easy-Laser® E910 旋回式レーザー付きシステム




