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今 ま た 、新 し い 領 域 へ。

高出力 耐環境
過酷な環境に耐え抜く強靭なボディー深彫りと高速印字を実現するハイパワー

1999年、世界に先駆けてファイバレーザマーカ（FAYbレーザ※）を発売。

その後もレーザマーカ分野の発展に寄与すべく、

最新のテクノロジーを追求しつづけてきました。

これまでにない高出力を誇るFAYbレーザマーカ「LP-Sシリーズ」は、

FAYbレーザならではの特長を活かし過酷な環境下での力強い印字を実現。

長年にわたりファイバレーザマーカを追求してきた弊社からの新たなご提案です。
※FAYb（ファイ） :  Fiber Amplified Ytterbiumの略

カムシャフト エンジンバルブ 歯車 コンロッド

FAYb LASER MARKER
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ワークへ与えるエネルギー量が大きいほど「より速く」「より深い」
印字・加工が可能です。LP-S500は高出力レーザを搭載。印字タクト
短縮による生産性向上に大きく貢献します。

当社最高出力となる42Wレーザマーカ※。

金属への深彫りや黒色印字など、パワーを必要とする印字に最適な高出力機種をラインアップしました。

切断など加工用途への可能性も拡がります。
※LP-S500。 レーザ出力は±5％以内に調整しています。

※ワークにより異なります。

高出力深彫りと
高速印字を実現する
ハイパワー

高速がもたらす生産性向上

ロッカアーム

従来機種（20Wクラス） ［同じタクトで従来比約2倍の深彫り※］

クランクシャフト ビレット（アルミ） チェーン

コントローラ ヘッド

マスタ
オシ
レータ

イッテルビウム レーザ光

←ファイバ
　伝送
　ケーブル　

微弱なパルスレーザがファイバを通過する過程で低出力LDの光を吸収して増幅。

低出力LD 低出力LD

低出力LD 低出力LD

発振イメージ

42Wのハイパワーで金属ワークへの高速深彫り印字を実現。よりスピーディーに、シャープな深彫りを実現します。
また、ピンセットや医療器具などの金属部品には黒色印字が可能です。

高出力が実現する深彫り性能

FAYb（ファイ）レーザの発振原理
「FAYbレーザ」とは、マスタオシレータから発振した微弱な
レーザ光がYb（イッテルビウム）という元素を添加したファイバ
内を通過することで増幅され、強いレーザ光を出力する画期的
な方式です。

高効率・省エネルギー
FAYbレーザはファイバ内でレーザ光を増幅させるため変換ロス
が少なく、約50％の優れた光--光変換効率を実現。高出力なが
ら消費電力を抑えた構造で、CO2排出量削減にも貢献します。

ファイバ
レーザ
ユニット

■彫り込み箇所の断面イメージ

↑
深
さ

時間→

■高速深彫りイメージ

従来機種
（20Wクラス）

同じ速さならより深く
同じ深さならより速く

370.000
0.000

740.000

0.000

（μm）
（μm）



ワークへ与えるエネルギー量が大きいほど「より速く」「より深い」
印字・加工が可能です。LP-S500は高出力レーザを搭載。印字タクト
短縮による生産性向上に大きく貢献します。

当社最高出力となる42Wレーザマーカ※。

金属への深彫りや黒色印字など、パワーを必要とする印字に最適な高出力機種をラインアップしました。

切断など加工用途への可能性も拡がります。
※LP-S500。 レーザ出力は±5％以内に調整しています。

※ワークにより異なります。

高出力深彫りと
高速印字を実現する
ハイパワー

高速がもたらす生産性向上

ロッカアーム

従来機種（20Wクラス） ［同じタクトで従来比約2倍の深彫り※］

クランクシャフト ビレット（アルミ） チェーン

コントローラ ヘッド

マスタ
オシ
レータ

イッテルビウム レーザ光

←ファイバ
　伝送
　ケーブル　

微弱なパルスレーザがファイバを通過する過程で低出力LDの光を吸収して増幅。

低出力LD 低出力LD

低出力LD 低出力LD

発振イメージ

42Wのハイパワーで金属ワークへの高速深彫り印字を実現。よりスピーディーに、シャープな深彫りを実現します。
また、ピンセットや医療器具などの金属部品には黒色印字が可能です。

高出力が実現する深彫り性能

FAYb（ファイ）レーザの発振原理
「FAYbレーザ」とは、マスタオシレータから発振した微弱な
レーザ光がYb（イッテルビウム）という元素を添加したファイバ
内を通過することで増幅され、強いレーザ光を出力する画期的
な方式です。

高効率・省エネルギー
FAYbレーザはファイバ内でレーザ光を増幅させるため変換ロス
が少なく、約50％の優れた光--光変換効率を実現。高出力なが
ら消費電力を抑えた構造で、CO2排出量削減にも貢献します。

ファイバ
レーザ
ユニット

■彫り込み箇所の断面イメージ

↑
深
さ

時間→

■高速深彫りイメージ

従来機種
（20Wクラス）

同じ速さならより深く
同じ深さならより速く

370.000
0.000

740.000

0.000

（μm）
（μm）



優れた機構設計と高品質な保護部品の採用により、「IP67G」の堅牢なボディを実現しました。 

レーザマーカ業界初※1の「IP67G」を実現した保護構造※2により、

塵やほこり、水滴、オイルミストなど製造現場における過酷な環境に耐え得る強さを備えました。
独自の構造で実現「IP67G」 

※1 ： 2010年12月現在 当社調べ
※2 ： ヘッド部のみ

※JIS/IEC規格にて定められた条件下での防塵・防水構造です。また、耐油性能につい
ては、代表的な潤滑油、切削油について性能評価していますがすべての油種に対応し
ているわけではありません。
※本製品の耐環境性能を発揮するためには、各部品の正しい取付けが必要です。
※詳細はp11をご参照ください。

耐環境 過酷な環境に
耐え抜く
強靭なボディー

優れた機構設計
独自の設計により、筐体のつなぎ目を極力少なくすることに成功しました。わずかなつなぎ目や
ネジ穴も封止剤とパッキンで確実にシール。パッキンにかかる圧力を一定にすることで、より強固な
密閉性を保ちます。さらに、冷却効率を最大限に高めることで、高出力でありながら完全空冷の
ファンレスヘッドを実現しました。

高品質な保護部品
パッキンには吸水性が小さく耐油性に優れたシームレスパッキンを採用しました。コネクタ部も、
もちろん防塵・防水・耐油仕様。レンズ部には保護ガラスを装備しています。

IPとは？

粉塵が内部に侵入しない（完全に防止する）
定められた条件で水中に没しても内部に水が浸入しない
JIS規格で定められた油に対する保護構造で、いかなる
方向からの油滴、油沫も浸入しない

「IP6X」
「IPX7」
「G」

水や人体および固形異物からの保護の度合いのこと。
JIS/IEC規格に基づきます。

レンズ保護ガラス シームレスパッキン

シールワッシャー（ネジ穴用パッキン）

■イメージ図
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独自設計により、スキャナユニットからの
ファイバユニット脱着が可能になりました。
ファイバレーザマーカ業界初※1の画期的
機構です。脱着できることで設備への
組み込みが容易になり、設備設計の
自由度や施工性が飛躍的に向上します。

設定内容を市販のUSBメモリに保存で
きるので、印字条件のバックアップや複数
のレーザマーカへのコピーも可能です。
※事前に動作確認が必要です

USBコネクタ標準装備

ファイバユニット脱着可能

設備設計の自由度を飛躍的に向上

印字データを簡単に設定できるパソコンソフトを標準付属。簡単なマウス操作で思い
通りの印字レイアウトができます。オフラインのパソコンでもデータ作成できるため、
事務所のパソコンを使用すれば、レーザマーカの稼働を止めることなくデータ設定が
可能です。また、パソコンをレーザマーカに接続することで、稼働状況の確認はもちろ
ん、I/Oのモニタリングやエラー履歴の確認も行うことができます。

パソコン

事務所でも設定可能

市販のモニタとマウスを接続するだけで、レーザマーカの操作が可能。お手持ちの
モニタとマウスを使用すれば余分な設備費用がかかりません。また、モニタを見え
やすい場所に設置すれば、離れた位置からも印字中の内容を見ることができ、段取り
換えに合わせた印字内容の変更を容易に確認できます。

※事前に動作確認が必要です

モニタ ＆ マウス

大画面で印字内容を確認

機械操作に不慣れな方でも扱いやすい、カラータッチパネル方式を採用。直観的で
わかりやすいソフト構成により、どの設定画面へもスムーズにアクセスできます。手に
持って操作しても、設備に取り付けて操作しても使いやすい、人間工学的に考慮され
たデザインです。

タッチパネル式コンソール

簡単操作を実現
オプション

多彩な機能・装備

安全に配慮した各種機能

リアルタイムに印字中の
エネルギーを測定すること
で印字品質の安定化に
貢献します。

印字エネルギー
測定機能

安心安心

印字トリガ信号とレーザ出力を常にモニタリングすること
で、誤ってケーブルを断線してもレーザ励起を自動でOFF。
万が一の事態を未然に防ぐ、安全に配慮した機能です。

出力異常時レーザOFF安全安全

現在のレーザ出力値を手軽に確認できます。設備点検時の
数値管理が可能です。

出力測定機能安心安心

内部シャッタ開

スタンバイ

内部シャッタ閉

励起中

レーザ照射中

印字中

ヘッド部にはレーザ放射動作状態を表示する3色表示灯を
搭載。レーザの動作状態と内部シャッタの動作状態が一目で
分かる、安全に配慮した機能です。

レーザ放射動作表示灯安全安全

コントローラ前面には非常停止スイッチを標準装備。万が一の
場合にも、即座にレーザを停止することができます。

非常停止スイッチ装備安全安全

レーザ出射口の外側には保護ガラスを装備。レーザ出射口を
汚れや傷から保護し、安定稼働に貢献します。

レンズ保護ガラス安心安心

イラストはイメージです

利便性 設備設計を自由にする
業界初の画期的な
ファイバユニット脱着機構

安心・安全性

操作性

タッチパネル式コンソール
※画面はハメ込み合成です

脱着可能だから…
設備の省スペース化・コスト削減に貢献！
設備組立時の施工が簡単！
装置輸送時の分解が簡単！
レーザマーカのメンテナンスが容易！

［ファイバユニット脱着のメリット］

■ファイバユニット脱着のイメージ図

パワーモニタ標準搭載

2010年12月現在 当社調べ
IP67Gはファイバユニット及びコネクタ部等が
正しく装着された状態での保護構造です。脱着
部や隔壁部に塵などが付着すると印字性能に
影響を及ぼす可能性がありますので、ファイバ
ユニットの脱着は良環境下で行ってください。また、
脱着は必ず電源をOFFにして行ってください

※1 ：
※2 ：

■ファイバユニット脱着の模式図
スキャナユニット

隔壁部

ファイバユニット

ファイバユニットを取り外しても、
隔壁内部へのゴミの侵入を防ぐ
独自の隔壁構造※2。
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イラストはイメージです

利便性 設備設計を自由にする
業界初の画期的な
ファイバユニット脱着機構

安心・安全性

操作性

タッチパネル式コンソール
※画面はハメ込み合成です

脱着可能だから…
設備の省スペース化・コスト削減に貢献！
設備組立時の施工が簡単！
装置輸送時の分解が簡単！
レーザマーカのメンテナンスが容易！

［ファイバユニット脱着のメリット］

■ファイバユニット脱着のイメージ図

パワーモニタ標準搭載

2010年12月現在 当社調べ
IP67Gはファイバユニット及びコネクタ部等が
正しく装着された状態での保護構造です。脱着
部や隔壁部に塵などが付着すると印字性能に
影響を及ぼす可能性がありますので、ファイバ
ユニットの脱着は良環境下で行ってください。また、
脱着は必ず電源をOFFにして行ってください

※1 ：
※2 ：

■ファイバユニット脱着の模式図
スキャナユニット

隔壁部

ファイバユニット

ファイバユニットを取り外しても、
隔壁内部へのゴミの侵入を防ぐ
独自の隔壁構造※2。



ワイドエリア対応
3D制御レーザマーカ

鮮明な樹脂発色印字を実現する
ショートパルスレーザマーカ

※1：ワーク間距離には、製品ごとに約±0.5mm程度（ワイドエリアは±2mm程度）の個体差があります。　※2：製品加工端での出力です。（設定パワー100時）　※3：0.001mm間隔で設定。　※4：0.01°間隔で設定。
※5：オプションです。　※6：結露および氷結なきこと。　※7：収録ソフトの詳細はお問い合わせください。Windows® 7 Professional／Vista Business／XP Professionalは、米国マイクロソフトコーポレーション
の米国およびその他の国における商標または登録商標です。　※8：中国輸出向けは、別途ご用意いたしております。詳細はお問い合わせください。    

ヘッド

コントローラ コンソール LP-ADP40（別売）

熱影響の少ないショートパルスレーザの
特性を余すところなく発揮し、印刷のような
美しい樹脂発色印字が可能です。

3D機構を搭載し、段差、曲面、傾斜、球面などへの印字が可能。□330mmの
ワイド印字エリアで大型ワークや多数個取り
ワークにも一括印字。生産性向上に貢献します。

FAYb（ファイ）レーザマーカ ラインアップ

シリンダブロック

工具（超硬）

圧力トランスデューサー

ピンセット

継手

医療器具

IC 樹脂成型品 電池ケース（曲面印字） 樹脂成型品（段差印字）

LP-VSERIES LP-ZSERIES

印字例 主な仕様

外形寸法図 ［単位：mm］

LP-Sシリーズ、LP-Zシリーズ、LP-Vシリーズ、LP-Wシリーズの4シリーズをラインアップ。
さまざまなアプリケーションに対応します。従来機種のLP-Fシリーズも含め互換性を確保しています。

各製品のお問い合わせは…

【注 意】
レーザ光について

メンテナンスについて

集塵機ご使用のお勧め

・本製品は、JIS規格のクラス4レーザに相当します。レーザの直射光や、その反射光を見たり触れたりしないように注意し、規格の内容に適した安全対策をとってください。
・製品には、右記の内容のラベルが貼付されています。右記ラベルはLP-S500のものです。ラベルは型式によって異なる場合があります。（本カタログ内の製品写真では、貼付されていません。）
・レーザ光は赤外光ですので、目には見えません。レーザ発振の際には、特にご注意ください。

・エアフィルタ…空冷効果を保つため、本製品に装着のエアフィルタは定期的に洗浄してください。
・レーザ出射口…レーザ出射口にゴミや汚れなどが付着すると、印字品質に悪影響を及ぼしたり、レーザマーカに
                      　深刻なダメージを与えることがあります。レーザ出射口は定期的に清掃してください。

・印字対象物によっては、印字の際、有害なガスや煙が発生し、人体やレーザマーカに悪影響を及ぼす場合があります。また、レーザ
光が煙に反射／吸収することで印字品質に悪影響を及ぼすこともあります。レーザマーカをお使いの際には集塵機の設置をお勧
めします。
※詳しくは、営業担当者までお問い合わせください。

試験油一覧 不水溶性切削油
水溶性切削油

ユシロンカットABAS BM405
ダフニー アルファクールEW  ・ ユシローケンEC50T5

潤滑油
マシン油

コスモオルパス32 ・ スーパーマルパスDX2
ダフニーメカニックオイル46

試験油分類 商品名 試験油分類 商品名

本製品ヘッド部はJIS／IEC保護等級IP67の防塵・防水性能、JIS規格IPXXG及び一部潤滑油、切削油に対する耐油性能があります。（コントローラ部は除きます）試験は規定の環境・時間・方法によって行われる
ものであり、全環境下での防塵・防水・耐油性能を保証するものではありません。試験方法の詳細はJIS C 0920（IEC 60529）をご参照ください。また、耐油性能について、代表的な潤滑油、切削油（下表参照）に
ついて性能評価していますが、油の種類により性能を発揮できない場合もあります。
保護構造は、ファイバユニット／コネクタ／フォーカス調整機能用カバー／レンズ保護ガラスが正しく装着された状態でのみ性能を発揮します。
保護構造を実現しておりますが、水中／油中では使用できません。

【防塵・防水・耐油について】

25
56

71

196222234.7

4-  30

130

97.5200

45

390（170）

（28.8）

300

97.5200

（27）

(25.5)
ファイバ
ケーブル
2.8m

4-M5ネジ深さ7（対面共）

2.5（注2）

397.5

11（ゴム足）

48.8

225

35.5

367.5

220

49

289.5

（注2）ゴム足が取付けられていない状態での凸部の高さです。なお、ゴム足はいずれかの側面に付け替え可能です。
（注1）スキャナユニット接合時には取り外しが必要です。

■ファイバユニット（取り外し時）

エキスパンダキャップ（注1）

（71）
69

94
83

（417）
25

CAUTION

Hot Surface
Do not Touch

高温部火傷注意

可 視 及 び 不 可 視 レ ー ザ 放 射

ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくは危険！
見たり触れたりしないこと

クラス 4 レーザ製品

JIS C6802 2011

Yb: Fiber レーザ
最大出力 : 70W
最大ピークパワー : 100kW
パルス幅 : 1-1000nsec.
波長 : 1064nm

半導体レーザ
最大出力 : 1mW
パルス幅 : CW
波長 : 655nm

注意 - ここを開くとクラス４のレーザ放射が出る
ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくは危険！

見たり触れたりしないこと

可視及び不可視レーザ放射出口

被ばく回避のこと - この開口からレーザ放射が出る

平均出力※2

ヘッド
コントローラ

質量

製品型式

Laser Marker Utility対象OS※7

ワーク間距離※1

印字レーザ

ガイドレーザ・ポインタ
印字範囲

スキャニング方式
文字設定（文字高さ、幅）

印字間隔（文字間、文字行ピッチ）

文字配列
文字種類
バーコード
2次元コード
コンポジット
入出力

インターフェイス
冷却方式
電源電圧
消費電力
保護構造

使用周囲温度※6

保管周囲温度※6

使用周囲湿度※6

海外適合規格

LP-S500 LP-S200
LP-S505

（ワイドエリアタイプ）
LP-S502

（小スポットタイプ）
LP-S500

（汎用タイプ）
LP-S205

（ワイドエリアタイプ）
LP-S202

（小スポットタイプ）
LP-S200

（汎用タイプ）

Yb：ファイバレーザ　λ=1064nm　クラス4レーザ製品

半導体レーザ　λ=655nm　クラス2レーザ製品

ガルバノスキャニング方式

42W（±5％）パルス発振 17W（±5％）パルス発振

90×90mm

190mm

55×55mm

130mm

160×160mm

350mm

90×90mm

190mm

55×55mm

130mm

160×160mm

350mm

0.1～90mm※3 0.1～55mm※3 0.1～160mm※3 0.1～90mm※3 0.1～55mm※3 0.1～160mm※3

0～90mm※3 0～55mm※3 0～160mm※3 0～90mm※3 0～55mm※3 0～160mm※3

7.5kg 7.5kg 8kg 7.5kg 7.5kg 8kg

扇状：-180°～+180°※4

ヘッド、コントローラ共に0～+40℃

Microsoft Windows® 7 Professional（32ビット／64ビット）／Vista Business（32ビット）／XP Professional（32ビット）

直線状、プロポーショナル、均等配置、扇状
英大文字、英小文字、数字、カタカナ、ひらがな、漢字（JIS第一・第二水準）、記号、ユーザ登録文字（50種まで設定可能）

CODE39、CODE128、ITF、NW-7、JAN/UPC、RSS-14（GS1 DataBar）、RSS（GS1 DataBar） Limited、RSS（GS1 DataBar） Expanded
QRコード、マイクロQRコード、SQRC（セキュリティQRコード）※5、データマトリックス、GS1データマトリックス

RSS-14（GS1 DataBar） CC-A、RSS-14（GS1 DataBar） Stacked CC-A、RSS（GS1 DataBar） Limited CC-A、UCC／EAN COMPOSITEなど
インプットターミナル、アウトプットターミナル、I/Oコネクタ

RS-232C、Ethernet
ヘッド：自然空冷、コントローラ：強制空冷

90～132V ACまたは180～264V AC（自動切り換え）、50／60Hz

ヘッド：IP67G

ヘッド、コントローラ共に-10～+60℃
ヘッド、コントローラ共に35～85%RH

FDA規格・CEマーキング※8

530VA以下（100V AC時）、650VA以下（200V AC時） 330VA以下（100V AC時）、450VA以下（200V AC時）

25kg 24kg

113
D

レーザ放射表示灯

117114

362.5

（50）
F.G.

（18.5）

パワーコネクタシグナルコネクタ
LP-S500
LP-S200

LP-S502
LP-S202

LP-S505
LP-S205

A

B

C

D

90×90
19.4
190
87

55×55
22.1
130
92

160×160
40.5
350
106

（391）C

B

160

67

17

（  13）

（  7）

ヘッド電源/ヘッドコントロールケーブル3.5m
最小曲げR100

ファイバケーブル2.8m
最小曲げR70

印字中心
印字範囲 A

215

40

40

3.5

47.5

30

109
404040 40

64
6060

69

26 ポインタ出射口

10×M6ネジ深さ7
4H7深さ8

LP-S505/LP-S205では
使用できません

+0.05
+0.024　　　×5長穴深さ8
水平方向長穴

80±0.8

2900±70

143±1.2

（60）

（55）

（19.5）

（6）

4-M4固定用ナット、深さ6

ペンホルダ固定用ナットM4、深さ6

コントローラ接続ケーブル

（インサートナット）

（左右両側）

（171）

（128）（197）

（253）
（41.5）

（15）



ワイドエリア対応
3D制御レーザマーカ

鮮明な樹脂発色印字を実現する
ショートパルスレーザマーカ

※1：ワーク間距離には、製品ごとに約±0.5mm程度（ワイドエリアは±2mm程度）の個体差があります。　※2：製品加工端での出力です。（設定パワー100時）　※3：0.001mm間隔で設定。　※4：0.01°間隔で設定。
※5：オプションです。　※6：結露および氷結なきこと。　※7：収録ソフトの詳細はお問い合わせください。Windows® 7 Professional／Vista Business／XP Professionalは、米国マイクロソフトコーポレーション
の米国およびその他の国における商標または登録商標です。　※8：中国輸出向けは、別途ご用意いたしております。詳細はお問い合わせください。    

ヘッド

コントローラ コンソール LP-ADP40（別売）

熱影響の少ないショートパルスレーザの
特性を余すところなく発揮し、印刷のような
美しい樹脂発色印字が可能です。

3D機構を搭載し、段差、曲面、傾斜、球面などへの印字が可能。□330mmの
ワイド印字エリアで大型ワークや多数個取り
ワークにも一括印字。生産性向上に貢献します。

FAYb（ファイ）レーザマーカ ラインアップ

シリンダブロック

工具（超硬）

圧力トランスデューサー

ピンセット

継手

医療器具

IC 樹脂成型品 電池ケース（曲面印字） 樹脂成型品（段差印字）

LP-VSERIES LP-ZSERIES

印字例 主な仕様

外形寸法図 ［単位：mm］

LP-Sシリーズ、LP-Zシリーズ、LP-Vシリーズ、LP-Wシリーズの4シリーズをラインアップ。
さまざまなアプリケーションに対応します。従来機種のLP-Fシリーズも含め互換性を確保しています。

各製品のお問い合わせは…

【注 意】
レーザ光について

メンテナンスについて

集塵機ご使用のお勧め

・本製品は、JIS規格のクラス4レーザに相当します。レーザの直射光や、その反射光を見たり触れたりしないように注意し、規格の内容に適した安全対策をとってください。
・製品には、右記の内容のラベルが貼付されています。右記ラベルはLP-S500のものです。ラベルは型式によって異なる場合があります。（本カタログ内の製品写真では、貼付されていません。）
・レーザ光は赤外光ですので、目には見えません。レーザ発振の際には、特にご注意ください。

・エアフィルタ…空冷効果を保つため、本製品に装着のエアフィルタは定期的に洗浄してください。
・レーザ出射口…レーザ出射口にゴミや汚れなどが付着すると、印字品質に悪影響を及ぼしたり、レーザマーカに
                      　深刻なダメージを与えることがあります。レーザ出射口は定期的に清掃してください。

・印字対象物によっては、印字の際、有害なガスや煙が発生し、人体やレーザマーカに悪影響を及ぼす場合があります。また、レーザ
光が煙に反射／吸収することで印字品質に悪影響を及ぼすこともあります。レーザマーカをお使いの際には集塵機の設置をお勧
めします。
※詳しくは、営業担当者までお問い合わせください。

試験油一覧 不水溶性切削油
水溶性切削油

ユシロンカットABAS BM405
ダフニー アルファクールEW  ・ ユシローケンEC50T5

潤滑油
マシン油

コスモオルパス32 ・ スーパーマルパスDX2
ダフニーメカニックオイル46

試験油分類 商品名 試験油分類 商品名

本製品ヘッド部はJIS／IEC保護等級IP67の防塵・防水性能、JIS規格IPXXG及び一部潤滑油、切削油に対する耐油性能があります。（コントローラ部は除きます）試験は規定の環境・時間・方法によって行われる
ものであり、全環境下での防塵・防水・耐油性能を保証するものではありません。試験方法の詳細はJIS C 0920（IEC 60529）をご参照ください。また、耐油性能について、代表的な潤滑油、切削油（下表参照）に
ついて性能評価していますが、油の種類により性能を発揮できない場合もあります。
保護構造は、ファイバユニット／コネクタ／フォーカス調整機能用カバー／レンズ保護ガラスが正しく装着された状態でのみ性能を発揮します。
保護構造を実現しておりますが、水中／油中では使用できません。

【防塵・防水・耐油について】
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97.5200
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(25.5)
ファイバ
ケーブル
2.8m

4-M5ネジ深さ7（対面共）

2.5（注2）

397.5

11（ゴム足）

48.8

225

35.5

367.5

220

49

289.5

（注2）ゴム足が取付けられていない状態での凸部の高さです。なお、ゴム足はいずれかの側面に付け替え可能です。
（注1）スキャナユニット接合時には取り外しが必要です。

■ファイバユニット（取り外し時）

エキスパンダキャップ（注1）

（71）
69

94
83

（417）
25

CAUTION

Hot Surface
Do not Touch

高温部火傷注意

可 視 及 び 不 可 視 レ ー ザ 放 射

ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくは危険！
見たり触れたりしないこと

クラス 4 レーザ製品

JIS C6802 2011

Yb: Fiber レーザ
最大出力 : 70W
最大ピークパワー : 100kW
パルス幅 : 1-1000nsec.
波長 : 1064nm

半導体レーザ
最大出力 : 1mW
パルス幅 : CW
波長 : 655nm

注意 - ここを開くとクラス４のレーザ放射が出る
ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくは危険！

見たり触れたりしないこと

可視及び不可視レーザ放射出口

被ばく回避のこと - この開口からレーザ放射が出る

平均出力※2

ヘッド
コントローラ

質量

製品型式

Laser Marker Utility対象OS※7

ワーク間距離※1

印字レーザ

ガイドレーザ・ポインタ
印字範囲

スキャニング方式
文字設定（文字高さ、幅）

印字間隔（文字間、文字行ピッチ）

文字配列
文字種類
バーコード
2次元コード
コンポジット
入出力

インターフェイス
冷却方式
電源電圧
消費電力
保護構造

使用周囲温度※6

保管周囲温度※6

使用周囲湿度※6

海外適合規格

LP-S500 LP-S200
LP-S505

（ワイドエリアタイプ）
LP-S502

（小スポットタイプ）
LP-S500

（汎用タイプ）
LP-S205

（ワイドエリアタイプ）
LP-S202

（小スポットタイプ）
LP-S200

（汎用タイプ）

Yb：ファイバレーザ　λ=1064nm　クラス4レーザ製品

半導体レーザ　λ=655nm　クラス2レーザ製品

ガルバノスキャニング方式

42W（±5％）パルス発振 17W（±5％）パルス発振

90×90mm

190mm

55×55mm

130mm

160×160mm

350mm

90×90mm

190mm

55×55mm

130mm

160×160mm

350mm

0.1～90mm※3 0.1～55mm※3 0.1～160mm※3 0.1～90mm※3 0.1～55mm※3 0.1～160mm※3

0～90mm※3 0～55mm※3 0～160mm※3 0～90mm※3 0～55mm※3 0～160mm※3

7.5kg 7.5kg 8kg 7.5kg 7.5kg 8kg

扇状：-180°～+180°※4

ヘッド、コントローラ共に0～+40℃

Microsoft Windows® 7 Professional（32ビット／64ビット）／Vista Business（32ビット）／XP Professional（32ビット）

直線状、プロポーショナル、均等配置、扇状
英大文字、英小文字、数字、カタカナ、ひらがな、漢字（JIS第一・第二水準）、記号、ユーザ登録文字（50種まで設定可能）

CODE39、CODE128、ITF、NW-7、JAN/UPC、RSS-14（GS1 DataBar）、RSS（GS1 DataBar） Limited、RSS（GS1 DataBar） Expanded
QRコード、マイクロQRコード、SQRC（セキュリティQRコード）※5、データマトリックス、GS1データマトリックス

RSS-14（GS1 DataBar） CC-A、RSS-14（GS1 DataBar） Stacked CC-A、RSS（GS1 DataBar） Limited CC-A、UCC／EAN COMPOSITEなど
インプットターミナル、アウトプットターミナル、I/Oコネクタ

RS-232C、Ethernet
ヘッド：自然空冷、コントローラ：強制空冷

90～132V ACまたは180～264V AC（自動切り換え）、50／60Hz

ヘッド：IP67G

ヘッド、コントローラ共に-10～+60℃
ヘッド、コントローラ共に35～85%RH

FDA規格・CEマーキング※8

530VA以下（100V AC時）、650VA以下（200V AC時） 330VA以下（100V AC時）、450VA以下（200V AC時）

25kg 24kg

113
D

レーザ放射表示灯

117114

362.5

（50）
F.G.

（18.5）

パワーコネクタシグナルコネクタ
LP-S500
LP-S200

LP-S502
LP-S202

LP-S505
LP-S205

A

B

C

D

90×90
19.4
190
87

55×55
22.1
130
92

160×160
40.5
350
106

（391）C

B

160

67

17

（  13）

（  7）

ヘッド電源/ヘッドコントロールケーブル3.5m
最小曲げR100

ファイバケーブル2.8m
最小曲げR70

印字中心
印字範囲 A

215

40

40

3.5

47.5

30

109
404040 40

64
6060

69

26 ポインタ出射口

10×M6ネジ深さ7
4H7深さ8

LP-S505/LP-S205では
使用できません

+0.05
+0.024　　　×5長穴深さ8
水平方向長穴

80±0.8

2900±70

143±1.2

（60）

（55）

（19.5）

（6）

4-M4固定用ナット、深さ6

ペンホルダ固定用ナットM4、深さ6

コントローラ接続ケーブル

（インサートナット）

（左右両側）

（171）

（128）（197）

（253）
（41.5）

（15）



ご相談、テスト印字、お見積り等のお問い合わせは…

受付時間／［月曜日～金曜日］9：00～17：00（但し、祝日・年末年始等を除く）

最寄りの
担当営業所が
承ります。

2013 年 2月　No.CJ-LPS-4A-10

FAYb レーザマーカ

2013.02 panasonic.net/id/pidsx

マーキング適合規則適合


