
-6-

● コリメートタイプ LMX型　DC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LMX D12 -635 -3 8172 ¥42,000

LMX D12 -635 -5 8173 ¥49,200

LMX D12 -635 -10 8174 ¥65,000

LMX D12 -635 -15 8175 ¥68,400

LMX D12 -650 -3 8176 ¥37,200

LMX D12 -650 -5 8177 ¥40,800

LMX D12 -650 -10 8178 ¥45,600

LMX D12 -670 -3 8179 ¥33,600

LMX D12 -670 -5 8180 ¥36,000

LMX D12 -670 -10 8181 ¥42,000

LMX D12 -685 -30 8182 ¥75,600

LMX D12 -780 -50 8183 ¥69,600

● コリメートタイプ LMX型　AC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LMX -A12 -635 -3 8308 ¥46,900

LMX -A12 -635 -5 8309 ¥54,100

LMX -A12 -635 -10 8310 ¥69,900

LMX -A12 -635 -15 8311 ¥73,300

LMX -A12 -650 -3 8312 ¥42,100

LMX -A12 -650 -5 8313 ¥45,700

LMX -A12 -650 -10 8314 ¥50,500

LMX -A12 -670 -3 8315 ¥38,500

LMX -A12 -670 -5 8316 ¥40,900

LMX -A12 -670 -10 8317 ¥46,900

LMX -A12 -685 -30 8318 ¥80,500

LMX -A12 -780 -50 8319 ¥74,500

● コリメートタイプ LMX2型　DC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LMX2 D12 -635 -3 8196 ¥46,600

LMX2 D12 -635 -5 8197 ¥53,800

LMX2 D12 -635 -10 8198 ¥65,800

LMX2 D12 -635 -15 8199 ¥73,000

LMX2 D12 -650 -3 8200 ¥41,800

LMX2 D12 -650 -5 8201 ¥45,400

LMX2 D12 -650 -10 8202 ¥50,200

LMX2 D12 -670 -3 8203 ¥38,200

LMX2 D12 -670 -5 8204 ¥40,600

LMX2 D12 -670 -10 8205 ¥46,600

LMX2 D12 -685 -30 8206 ¥80,200

LMX2 D12 -780 -50 8207 ¥74,200

● コリメートタイプ LMX2型　AC電源仕様

型式 電源 波長 出力 コード 価格

LMX2 -A12 -635 -3 8320 ¥51,500

LMX2 -A12 -635 -5 8321 ¥58,700

LMX2 -A12 -635 -10 8322 ¥70,700

LMX2 -A12 -635 -15 8323 ¥77,900

LMX2 -A12 -650 -3 8324 ¥46,700

LMX2 -A12 -650 -5 8325 ¥50,300

LMX2 -A12 -650 -10 8326 ¥55,100

LMX2 -A12 -670 -3 8327 ¥43,100

LMX2 -A12 -670 -5 8328 ¥45,500

LMX2 -A12 -670 -10 8329 ¥51,500

LMX2 -A12 -685 -30 8330 ¥85,100

LMX2 -A12 -780 -50 8331 ¥79,100



　　　●高輝度・高出力電源一体型ﾚｰｻﾞｰﾏｰｶｰ　　　　　　●高輝度・高出力電源分離型ﾚｰｻﾞｰﾏｰｶｰ

●　高輝度高出力電源一体型レーザーマーカー　635NM - 10mW 　635NM - 10.15mW

●　高輝度高出力電源分離型レーザーマーカー　6635NM - 10mW 　635NM - 10.15mW
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・ 視認度の高い波長532NMで視認性向上

・ 外径サイズφ12㎜の機器組込用レーザー光源です

・ スポット（LMGP)タイプ・ライン(LMGL）タイプを選択できます

■商品の決定 ＊下記より各条件を選択してください

LMG□－□12－532－□
ﾀｲﾌﾟ 電源・構成 ﾚｰｻﾞｰ波長-出力

(例) スポット・電源仕様・波長・最大定格出力

⇒ LMGP-A12-532-1 の該当箇所をご参照ください

タイプ 型式

スポット LMGP

ライン LMGL

電源仕様

D12：　DC4.0～6.5V

A12：　AC100V

専用ACアダプタ付属

1 ： 0.7～0.9mW

最大定格出力

2 ： .1.6～2.0mW

3 ： 2.6～3.4mW

レーザー波長

532NM

(Green)

　LLMGシリーズLD駆動回路

　　・APC(Automatic Power Control)駆動方式

　　・レーザー出力調整機能（最大出力から約0.1mWまで)

　　・電極極性逆接続時の保護回路内蔵

● 共通仕様

レーザー駆動回路

型式

仕様

電源タイプ －D12 －A12 －D12 －A12

－532－1 ¥60,000 ¥64,800 ¥64,000 ¥68,500

－532－1 ¥64,800 ¥69,000 ¥68,000 ¥73,000

－532－1 ¥69,000 ¥74,000 ¥73,000 ¥78,000

LMGP LMGL

スポット/コリメート ライン

●商品一覧

・ 電源100V一体型製品

・ 電源100V電源分離型製品、手元でON/OFF操作可能

・ 本体部はマグネット固定式、壁面に固定可能

◎ 635NM-10mW・ 635NM-15mW の半導体素子を搭載

・ 比視感度の高い波長635NM、出力10mW・15mW（最大定格出力)の半導体レーザー素子搭載

・ 現在HeNeガスレーザーをご使用の方の代替製品として最適です

◎ 電子冷却モジュール内蔵-

・ 電子冷却モジュールにより、発熱量の大きい半導体レーザー素子を強制冷却

・ 長寿命で長い時間・期間の使用でも安心

◎ 各種タイプのレンズを装着できます

・ コリメート・ライン・十字ライン等、用途に応じて各種タイプのレンズを装着できます(出荷時固定)

・ 真円コリメートタイプも特注対応が可能です(出射効率はやや落ちます)

■商品の決定 ＊各条件を選択してください

LM□－□□□－635－□□

ﾀｲﾌﾟ 電源・構成 ﾚｰｻﾞｰ波長-出力

(例) コリメート・電源内蔵仕様・波長635mm・定格出力10mW

■商品の選定
型式

電源内蔵一体型

・ 電子モジュール内蔵

・ 三脚ネジ取付可能

電源分離型

・ 高輝度短ライン型

・ 十字ライン型

電源構成

H50

SH60

型式

LMP コリメート型

LMC マイクロスポット型

LMA 真円コリメート型

LML ライン型

LML10 高輝度短ライン型

LML10P ラインポイント型

LMX 十字ライン型

タイプ

■商品価格一覧

型式 LMP LMC LMA LML LML10 LML10P LMX

　-H50-635-10 ¥145,000 － 特注対応 ¥149,000 ¥150,000 ¥151,000 ¥155,000

　-SH60-635-10 ¥151,000 － 特注対応 ¥155,000 ¥156,000 ¥157,000 ¥161,000

　-H50-635-15 ¥158,000 － 特注対応 ¥162,000 ¥162,000 ¥165,000 ¥168,000

　-SH60-635-10 ¥164,000 － 特注対応 ¥168,000 ¥168,000 ¥171,000 ¥174,000

【 共通仕様 】

【 体系と仕様 】

電源仕様

D12：　DC4.0～6.5V

A12：　AC100V

専用ACアダプタ付属


