
出射効率が高く、高輝度なスタンダードタイプのコリメーターマーカーです
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あらゆる分野で使用されるレーザープロジェクターをご紹介します。

＊表示の価格は消費税

22を含みません

●スタンダードタイプ

タイプ 型式 ターゲットの形状 レンズ交換

LMP 標準楕円 ○

LMA 真円 ×

マイクロスポット型 LMC
1㎜以下の真円

微小スポット
○

LML 標準タイプ ○

LML10 高輝度短ライン ○

LML80 長距離用短ライン ○

LML10P
短ライン中央に

スポット
○

LMX 非対象十字ライン ○

LMX2 対象十字ライン ○

コリメート型

ライン型

● 高輝度高出力タイプ

タイプ 型式

コリメート型 LMP

真円コリメート型 LMA

マイクロスポット型 LMC

ライン型 LML

高輝度短ライン LML10

ラインポイント型 LML10P

十字ライン LMX

●グリーンレーザータイプ（組込型）

タイプ 型式

スポット LMGP

ライン LMGL

● コリメートタイプ LMP型　DC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LMP -D12 -635 -3 8100 ¥32,100

LMP -D12 -635 -5 8101 ¥39,600

LMP -D12 -635 -10 8102 ¥51,600

LMP -D12 -635 -15 8103 ¥58,800

LMP -D12 -650 -3 8104 ¥27,600

LMP -D12 -650 -5 8105 ¥31,200

LMP -D12 -650 -10 8106 ¥36,000

LMP -D12 -670 -3 8107 ¥24,000

LMP -D12 -670 -5 8108 ¥26,400

LMP -D12 -670 -10 8109 ¥32,400

LMP -D12 -685 -30 8110 ¥66,000

LMP -D12 -780 -50 8111 ¥60,000

■商品の決定 ＊各条件を選択してください

LMP－□□－□□□－□□
(例) コリメートACアダプタ仕様・波長635mm・定格出力5mW

⇒ LMP-A12-635-5 の該当箇所をご参照ください

● コリメートタイプ LML10P型　DC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LML10P -D12 -635 -3 8160 ¥38,400

LML10P -D12 -635 -5 8161 ¥45,600

LML10P -D12 -635 -10 8162 ¥57,600

LML10P -D12 -635 -15 8163 ¥64,800

LML10P -D12 -650 -3 8164 ¥33,600

LML10P -D12 -650 -5 8165 ¥37,200

LML10P -D12 -650 -10 8166 ¥42,000

LML10P -D12 -670 -3 8167 ¥30,000

LML10P -D12 -670 -5 8168 ¥32,400

LML10P -D12 -670 -10 8169 ¥38,400

LML10P -D12 -685 -30 8170 ¥72,000

LML10P -D12 -780 -50 8171 ¥66,000

● コリメートタイプ LML10P型　AC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LML10P -A12 -635 -3 8264 ¥43,300

LML10P -A12 -635 -5 8265 ¥50,500

LML10P -A12 -635 -10 8266 ¥62,500

LML10P -A12 -635 -15 8267 ¥69,700

LML10P -A12 -650 -3 8268 ¥38,500

LML10P -A12 -650 -5 8269 ¥42,100

LML10P -A12 -650 -10 8270 ¥46,900

LML10P -A12 -670 -3 8271 ¥34,900

LML10P -A12 -670 -5 8272 ¥37,300

LML10P -A12 -670 -10 8273 ¥43,300

LML10P -A12 -685 -30 8274 ¥76,900

LML10P -A12 -780 -50 8275 ¥70,900

● コリメートタイプ LML80型　AC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LML80 D12 -635 -3 8184 ¥40,700

LML80 D12 -635 -5 8 ¥47,800

LML80 D12 -635 -10 8266 ¥59,900

LML80 D12 -635 -15 8267 ¥67,100

LML80 D12 -650 -3 8268 ¥35,900

LML80 D12 -650 -5 8269 ¥39,500

LML80 D12 -650 -10 8270 ¥44,300

LML80 D12 -670 -3 8271 ¥32,300

LML80 D12 -670 -5 8272 ¥34,700

LML80 D12 -670 -10 8273 ¥40,700

LML80 D12 -685 -30 8274 ¥74,300

LML80 D12 -780 -50 8275 ¥67,100

● コリメートタイプ LML80

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LML80 -A12 -635 -3 8296 ¥45,600

LML80 -A12 -635 -5 8297 ¥52,700

LML80 -A12 -635 -10 8298 ¥64,800

LML80 -A12 -635 -15 8299 ¥72,000

LML80 -A12 -650 -3 8300 ¥40,800

LML80 -A12 -650 -5 8301 ¥44,400

LML80 -A12 -650 -10 8302 ¥49,200

LML80 -A12 -670 -3 8303 ¥37,200

LML80 -A12 -670 -5 8304 ¥39,600

LML80 -A12 -670 -10 8305 ¥45,600

LML80 -A12 -685 -30 8306 ¥79,200

LML80 -A12 -780 -50 8307 ¥72,000

● コリメートタイプ LMP型　AC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LMP -A12 -635 -3 8208 ¥37,000

LMP -A12 -635 -5 8209 ¥44,500

LMP -A12 -635 -10 8210 ¥56,500

LMP -A12 -635 -15 8211 ¥63,700

LMP -A12 -650 -3 8212 ¥32,500

LMP -A12 -650 -5 8213 ¥36,100

LMP -A12 -650 -10 8214 ¥40,900

LMP -A12 -670 -3 8215 ¥28,900

LMP -A12 -670 -5 8216 ¥31,300

LMP -A12 -670 -10 8217 ¥37,300

LMP -A12 -685 -30 8218 ¥70,000

LMP -A12 -780 -50 8219 ¥64,900
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● コリメートタイプ LMA型　DC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LMA -D12 -635 -3 8124 ¥38,400

LMA -D12 -635 -5 8125 ¥45,600

LMA -D12 -635 -10 8126 ¥57,600

LMA -D12 -635 -15 8127 ¥64,800

LMA -D12 -650 -3 8128 ¥33,600

LMA -D12 -650 -5 8129 ¥37,200

LMA -D12 -650 -10 8130 ¥42,000

LMA -D12 -670 -3 8131 ¥30,000

LMA -D12 -670 -5 8132 ¥32,400

LMA -D12 -670 -10 8133 ¥38,400

LMA -D12 -685 -30 8134 ¥72,000

LMA -D12 -780 -50 8135 ¥66,000

● コリメートタイプ LMA型　AC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LMA -A12 -635 -3 8220 ¥43,300

LMA -A12 -635 -5 8221 ¥50,500

LMA -A12 -635 -10 8222 ¥62,500

LMA -A12 -635 -15 8223 ¥69,700

LMA -A12 -650 -3 8224 ¥38,500

LMA -A12 -650 -5 8225 ¥42,100

LMA -A12 -650 -10 8226 ¥46,900

LMA -A12 -670 -3 8227 ¥34,900

LMA -A12 -670 -5 8228 ¥37,300

LMA -A12 -670 -10 8229 ¥43,300

LMA -A12 -685 -30 8230 ¥76,900

LMA -A12 -780 -50 8231 ¥70,900

● コリメートタイプ LMC型　AC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LMC -A12 -635 -3 8248 ¥34,900

LMC -A12 -635 -5 8249 ¥45,100

LMC -A12 -635 -10 8250 ¥54,100

LMC -A12 -635 -15 8251 ¥61,300

LMC -A12 -650 -3 8252 ¥30,100

LMC -A12 -650 -5 8253 ¥33,700

LMC -A12 -650 -10 8254 ¥38,500

LMC -A12 -670 -3 8255 ¥26,500

LMC -A12 -670 -5 8256 ¥28,900

LMC -A12 -670 -10 8257 ¥34,900

LMC -A12 -685 -30 8258 ¥68,500

LMC -A12 -780 -50 8259 ¥62,500

● コリメートタイプ LMC型　DC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LMC -D12 -635 -3 8112 ¥30,000

LMC -D12 -635 -5 8113 ¥37,200

LMC -D12 -635 -10 8114 ¥49,200

LMC -D12 -635 -15 8115 ¥56,400

LMC -D12 -650 -3 8116 ¥25,200

LMC -D12 -650 -5 8117 ¥28,800

LMC -D12 -650 -10 8118 ¥33,600

LMC -D12 -670 -3 8119 ¥21,600

LMC -D12 -670 -5 8120 ¥24,000

LMC -D12 -670 -10 8121 ¥30,000

LMC -D12 -685 -30 8122 ¥63,600

LMC -D12 -780 -50 8123 ¥57,600

● コリメートタイプ LML型　DC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LML -D12 -635 -3 8112 ¥36,000

LML -D12 -635 -5 8113 ¥43,200

LML -D12 -635 -10 8114 ¥55,200

LML -D12 -635 -15 8115 ¥62,400

LML -D12 -650 -3 8116 ¥31,200

LML -D12 -650 -5 8117 ¥34,800

LML -D12 -650 -10 8118 ¥39,600

LML -D12 -670 -3 8119 ¥27,600

LML -D12 -670 -5 8120 ¥30,000

LML -D12 -670 -10 8121 ¥36,000

LML -D12 -685 -30 8122 ¥69,000

LML -D12 -780 -50 8123 ¥63,000

● コリメートタイプ LML型　AC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LML -A12 -635 -3 8260 ¥40,900

LML -A12 -635 -5 8261 ¥48,100

LML -A12 -635 -10 8262 ¥60,100

LML -A12 -635 -15 8263 ¥67,300

LML -A12 -650 -3 8264 ¥36,100

LML -A12 -650 -5 8265 ¥39,700

LML -A12 -650 -10 8266 ¥44,500

LML -A12 -670 -3 8267 ¥32,500

LML -A12 -670 -5 8268 ¥34,900

LML -A12 -670 -10 8269 ¥40,900

LML -A12 -685 -30 8270 ¥74,500

LML -A12 -780 -50 8271 ¥68,500

● コリメートタイプ LML10型　DC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LML10 -D12 -635 -3 8148 ¥37,200

LML10 -D12 -635 -5 8149 ¥44,400

LML10 -D12 -635 -10 8150 ¥56,400

LML10 -D12 -635 -15 8151 ¥63,600

LML10 -D12 -650 -3 8152 ¥32,400

LML10 -D12 -650 -5 8153 ¥36,000

LML10 -D12 -650 -10 8154 ¥40,800

LML10 -D12 -670 -3 8155 ¥28,800

LML10 -D12 -670 -5 8156 ¥31,200

LML10 -D12 -670 -10 8157 ¥37,200

LML10 -D12 -685 -30 8158 ¥70,800

LML10 -D12 -780 -50 8159 ¥64,800

● コリメートタイプ LML10型　AC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LML10 -A12 -635 -3 8272 ¥42,100

LML10 -A12 -635 -5 8273 ¥49,300

LML10 -A12 -635 -10 8274 ¥61,300

LML10 -A12 -635 -15 8275 ¥68,500

LML10 -A12 -650 -3 8276 ¥37,300

LML10 -A12 -650 -5 8277 ¥40,900

LML10 -A12 -650 -10 8278 ¥45,700

LML10 -A12 -670 -3 8279 ¥33,700

LML10 -A12 -670 -5 8280 ¥36,100

LML10 -A12 -670 -10 8281 ¥42,100

LML10 -A12 -685 -30 8282 ¥75,700

LML10 -A12 -780 -50 8283 ¥69,700


