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概要

概要

LeicaLinoL4P1はクラス2レーザーを使用すレー
ザー墨出し器です。製品使用に関する情報は、テ
クニカルデータを参照してください。

1レーザー縦ライン

2レーザー水平ライン

3鉛直ポイント

4ステータスLED (キーボード)

5レーザーキー (キーボード)

6キーボード

7レベリングロック

8気泡水準器

9レーザー縦ラインのアライメント

10 バッテリーパック

11 三脚用ネジ穴サイズ1/4"

12 高さ調整可能脚部

13 三脚用ネジ穴サイズ5/8"
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テクニカルデータ

テクニカルデータ
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範囲 (周囲の明るさに依る) 15m

範囲 (受光器使用 ) 80m

精度 2mm@10m

水平調整範囲 +/- 3°

レーザーライン数 4

レーザードット数 1

ビーム方向 縦、水平、上、下 (レーザークラス参照 )

電源 再充電可能Li-Ion電池 (単3アルカリ電池 x4 , 1.5 V)

Li-Ion電池作動時間 (フル充電時 ) 24時間

電気機械器具の外郭による保護等級 IP54 (防塵防滴 )

三脚用ネジ穴サイズ 1/4", 5/8"

作動温度 -10°Cから50°C

保管温度 -25°Cから70°C

本体サイズ(H xD xW) 125 x125 x162mm

重量 (Li-Ion充電池含む) 1173 g



セットアップ

セットアップ

概要

ご使用になられる前に、必ず、安全の手引き(安
全の手引き参照 )とユーザーマニュアルを、よくお読
みください。

操作を行うすべての人員に、危険性とその危険へ
の対応を指導し、安全管理に努めてください。

使用される記号の意味は次のとおりです。

警告

死亡や重症を引き起こす可能性のある危険な状
態または不適切な使用を示します。

注意

傷害、材質的、金銭的および環境の損害を引き
起こす可能性のある危険な状態または不適切な
使用を示します。

技術的に正しく、かつ有効に使用するため
に、操作に際して遵守されるべき重要事項を
示します。

レベリングロック

レベリングロックを参照

レベリングロック解除

ロックが解除されている場合は、製品仕様の
角度範囲内で自動的に水平状態を維持し
ます。(テクニカルデータを参照 )

レベリングロック

自動補正範囲を超える角度で使用する場合、
持ち運びする際には、レベリングロックを回します。
ロック状態では、振り子が固定され、自動補正機
能が無効になります。ロックされた状態で、レーザー
をオンにした時には、レーザーが3秒毎に点滅しま
す。
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セットアップ

レーザー受光器

長距離 (15m以上 )や周囲が明るい環境下で
レーザー検知する時には、レーザー受光器を使用
します。

レーザー受光器 Leica RV80を推奨します。

バッテリー(リチウムイオン)

Li-Ion充電池

はじめて使用する前には、Li-Ion充電池を充電し
てください。充電中に本体温度が上がることがあり
ます。これは正常な状態であり、充電池の寿命や
性能への影響はありません。推奨保管温度 (-
20℃から+30℃ )で保管された場合、50%から
100%充電されたバッテリーは、1年間蓄積されてい
ます。この期間を過ぎた場合には、バッテリーの再
充電が必要です。

注意

充電器が適切に接続されないと、本体に深刻な
損傷が生じる場合があります。不適切な使用によ
る損傷は、保証対象外となります。ライカ認証の
充電器、バッテリーとケーブルのみを使用してくださ
い。認証を受けていない充電器やケーブルを使用
するとバッテリーが爆発したり、本体が損傷を受け
る場合があります。

Li-Ion充電池の挿入

バッテリーパックを挿入した後、ハウジングの方向に
押して確実に装着します。
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セットアップ

アルカリ電池

高品質アルカリ電池の使用を推奨します。

アルカリ電池の挿入

アルカリ電池をバッテリーパックに挿入します。

バッテリーパックの挿入

バッテリーパックを挿入した後、ハウジングの方向に
押して確実に装着します。
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オペレーション

オペレーション

オン/オフスイッチ 機能

自動補正が適切に作動しているかどうかチェックを
します。(レベリングロック参照 )
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オペレーション

レーザー縦ラインのアライメント

レーザー縦ラインの微調整するには、微調整ねじ
(1)を使用します。
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メッセージコード

メッセージコード
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レーザー LED 原因 対処方法

ON 赤色点灯 電源不足 Li-Ion充電池を充電、または、アルカリ電

池に交換

OFF 赤色点滅 温度警告 本体を冷ます、または、温める

点滅 赤色点滅 自動補正範囲外 水平が確保された場所 (自動補正範囲

内 )に本体を設置

3秒毎に点滅 緑色点灯 レベリングロックした状態で使用 (自動補

正無効 )



精度検査

精度検査

Leica Lino L4P1の精度を定期的に検査して
ください。高い精度が求められる作業をする
前には、必ず精度検査をした後、本体を使
用します。精度検査前には、レベリングロック
を確認してください。

レベリング

自動補正精度の検査

本体を約5m離れた2つの壁 (A+B)の中間に三脚
を使って設置します。「ロック」スイッチの位置を「ロッ
ク解除」に設定します。壁 Aに向け、電源を入れ
ます。レーザーよこ、またはレーザードットを有効に
し、壁 Aに光線、またはドットのポジションにマーキ
ングします。(A1)本体を180°回転させ、壁Bに水
平ライン、または、レーザードットのポジションを同様
の手順でマーキングします。(B1)

次に、A1より低い高さに水平ラインが照射される高
さに本体を設置します。そして、A1近くの水平ライ
ンにマーキングをします。(A2)そして、180°回転さ
せ、B1近くの水平ラインにマーキングします。(B2)
最後に、A1とA2、B1とB2の距離を計算します。

|(A1 - A2) - (B1 - B2)| <=2mm

この差が2㎜を超えなければ、Leica Lino L4P1は
仕様範囲内にあります。
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精度検査

水平ラインと縦ライン

水平精度の検査

「ロック」スイッチの位置を「ロック解除」に設定しま
す。本体を壁から約5m離れた場所に設置します。
壁に向け、電源を入れます。壁にレーザー縦 /横の
交差位置を印します。右に旋回し、次に左に旋回
します。印から水平線の垂直差異を確認します。
この差が3㎜を超えなければ、Leica Lino L4P1は
仕様範囲内にあります。

垂直精度の検査

「ロック」スイッチの位置を「ロック解除」に設定しま
す。レーザー縦ラインをオンにし、約3mの高さの壁
に出来るだけ近づけて設置します。壁から約1.5m
離れた時には、本体を約1.5mの高さに設置しま
す。壁に向け、電源を入れます。本体を回転さ
せ、縦ラインの下部にレーザーを合わせます。各
レーザーのポジションの差をチェックします。この差が
3㎜を超えなければ、Leica Lino L4P1は仕様範囲
内にあります。

鉛直ポイント

上部ポイントの精度検査

本体をB1から最低1.5m離れたポジションのA1近く
に、三脚か壁取り付けブラケットに設置します。
レーザー水平ラインが1の方向に合わせます。レー
ザーポイントA1とB1にピンを使って印をつけます。

下部ポイントの精度検査
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精度検査

本体を180°回転させ、1の方向とは逆方向2を指
すようにします。その時、レーザーがA1とぴったり一
致するようにします。B1とB2の差はが2mmを越えな
ければ、Leica Lino L4P1は仕様範囲内にありま
す。
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注意

注意

本体を水につけないでください。水で湿らせた柔ら
かい布で埃をふき取ります。刺激性の強い洗剤や
溶液を使用しないでください。本体は、双眼鏡や
カメラなどと同様の手入れをしてください。本体を落
としたり、乱暴に揺すったりすると、損傷を生じる場
合があります。使用する前に、損傷がないかどうか
確認してください。本体の水平精度を定期的に確
認してください。
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保証

保証

LeicaGeosystemsのPROTECTによる
保証

製造元の保証

www.leica-geosystems.comに明示されている
LeicaGeosystems国際制限保証やPROTECT一
般約款によるPROTECTにより、製品のライフタイ
ム保証が適用されます。材料又は組み立て上の
問題によって発生した損傷はPROTECTによって、
すべての製品又は部品を無料で修理または交換
致します。

3年間コストゼロ

使用者説明書に説明された事項に従い製品に
欠陥が生じたり、正常な使用中にサービスが必要
な場合、PROTECTによって追加サービスを提供し
ます。

3年間の無償保証は、myworld.leica-
geosystems.comで、購入日から8週間以内に製
品登録をする必要があります。3年保障未登録の
製品は、購入日から2年間の無償保証が適用さ
れます。(その場合、購入時のレシートや納品書
等が購入日の証明となります。紛失した場合は、
保証サービスを受けられない場合がありますので、
ご注意ください。)
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安全の手引き

安全の手引き

製品の管理者は、すべてのユーザーがこれら
の指示に従い、厳守することを確認してくださ
い。

責任範囲

製品の製造に関する責任 :

Leica GeosystemsAG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
インターネット : www.leica-geosystems.com

Leica Geosystemsは、マニュアルを含む安全に使
用できる製品を供給する責任があります。

Leica Geosystemsは、他社製アクセサリ製品に対
する責任を負いません。

製品管理者の責任 :

l 取扱説明書に記載された製品の安全上
の注意と指示を理解すること。

l 事故防止のための使用する地域の安全
規則を熟知すること。

l 常に無断で製品を使用されないようにす
ること。

使用許可事項

l レーザー縦ライン、レーザー水平ライン、お
よび、レーザードットの照射
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安全の手引き

禁止事項

l 説明書を読まずに使用すること。

l 明記された範囲外で使用すること。

l 安全装置をオフにしたり、説明や危険に
関するラベルをはがしたりすること。

l ドライバー等の道具を使用して分解するこ
と。

l 製品の改造、または、転用をすること。

l 他者にレーザー光を故意に照射するこ
と。暗所でも同様に照射しないこと。

l 安全が十分に確保されていない測定現
場で使用すること。(路上、建設現場で
の測定等 )

使用上の危険事項

警告

製品に不具合がある場合、または落下させた場
合、誤使用や改造をした場合は、間違った測定
がされる場合があります。定期的に測定値をテスト
してください。特に、通常と違う方法で使用した
後、重要な測定の前後や測定中には、テストを
実施してください。

注意

製品をご自身で修理することは、決してしないでく
ださい。損傷がある場合は、お近くの販売店に連
絡してください。

警告

許可なく製品の変更や改造した場合、ユーザーの
製品使用権限が無効になる場合があります。

使用制限

テクニカルデータを参照してください。製品は、
人間が通常活動できる環境での使用に適
しており、爆発の危険がある場所や、過酷
な環境では使用しないでください。
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安全の手引き

廃棄処理

注意

使用済の古い電池は、家庭ごみと同様の扱いで
捨てないでください。環境保護を重視し、破棄す
る電池は、国や地方自治体の規定によって定めら
れた回収場所に持っていってください。

製品を家庭ごみと同様扱いで破棄しないでくださ
い。本体の廃棄処分は、各国の基準に従って適
切に行ってください。適切に行ってください。

製品の具体的な処理と廃棄物の管理情報に関
しては、弊社ホームページでダウンロードが可能で
す。

運搬

本体の運搬

安全に持ち運びするには、「ロック」スイッチを、「ロッ
ク」状態にします。

リチウムイオンバッテリーの運搬

警告

電池の輸送、運送、廃棄の際に、不慮の本体へ
の衝撃により火災が発生する恐れがあります。

予防措置 :

本体を運送または廃棄する前に、電池残量がなく
なるまで本体を動作させて電池を完全に放電して
ください。電池を運送、輸送する際、本製品の取
扱責任者は、国内および外国の該当法規や条
例に従ってください。運送や輸送の前に、各地域
の旅客、貨物輸送会社にお問い合わせください。

警告

本体への大きな外的圧力 (衝撃 )、高温にさらした
り、液体に浸けたりすると、電池の漏れ、火災、爆
発などの恐れがあります。

予防措置 :

電池を大きな外的圧力 (衝撃 )や周囲の高温にさ
らさないようにしてください。また、電池を落としたり
液体に浸けないでください。

充電についての詳しい内容はリチウムイオン
バッテリーを参照してください。
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安全の手引き

電磁両立性 (EMC)

警告

製品は、最も厳しい規格および規則の条件に適
合しています。しかしながら、他の機器に干渉を及
ぼす可能性を否定できません。

レーザークラス

本製品は、可視光レーザーを本体前面から照射
します。次の規格に基づく、クラス2製品です。

l IEC60825-1 : 2014「レーザー製品の放
射安全性」

レーザークラス2製品

レーザーを覗き込んだり、周りの人にレーザーを向
けたりしないでください。通常、まばたきを含む嫌悪
反応により、目は保護されます。

警告

光学補助機器 (たとえば、双眼鏡や望遠鏡 )で、
レーザーを直視することは危険です。

注意

レーザーを直視することは危険です。

波長
620 - 690 nm
安全規格のための最大放射出力電力
<1mW
パルス周期
35 - 65 µs, cw
パルス反復周波数
10 kHz
ビーム発散
<200°
ビーム発散
<1.5mrad
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安全の手引き

ラベル表示

記載されている内容 (仕様、イラスト等の描画、表
記内容 )は、予告なく変更になる場合があります。
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