
　　　　　　　　LZKシリーズ
総合カタログ

Option

Technology

レーザー剥離の原理

Information

レーザー出力方法の違い
LaserKEREN®に使用するレーザーの種類について、弊社

LaserKEREN®は、ファイバーレーザーを使用しますが、レーザー

の出力方法の違いにより2種類の発振器を採用しており、加工内

容によって使い分けをしています。両方ともに、YAG波長を使用し

レーザースポット（点）を高速で動かすことでレーザーの照射を線

状にしています。線状ビームの移動をするには、レーザー射出ガン

を手動で動かします。線状ビームの幅を変えることもできますが、

その分加工範囲が広がってしまうので、手動でレーザー射出ガン

を動かすスピードが遅くなります。

■ファイバーレーザ用カプラ ■延長用ファイバー

ファイバーレーザー発振器について
LaserKEREN®に使用されているファイバーレーザー発振器は、

光ファイバーのコアに希土類を添加した特殊な光ファイバーに

励起光を入れ、特定波長の光のみコアに閉じ込めて増幅させ、

レーザー光として取り出す構造になっています。それにより、小

型、高効率、高信頼性、高ビーム品質、そして高出力のすべてを

実現できる理想的なレーザーです。

当社のレーザー発振器の保証寿命は、1万時間となっています

が、それは100％の出力を保証する期間で、その後99％、98％、

97％・・・・となだらかに出力が減少していく事になります。また発

振器自体のメンテナンス、消耗品はありません。

加工例（写真はLZK2000によるもの）

B E F O R E

A F T E R

上記以外に、DLC、PVDなどのコーティング・金型表面に付着した樹脂、ゴム・溶接焼け取り・溶接前脱脂・各種メッキ剥離・非金属の表面剥離・石、木の表面剥離など

最新、詳細情報はLaserKEREN® Webサイト https://laserkeren.jpにて商品の最新情報や安全管理方法、加工動画、サポート情報をお
知らせしています。安全に関する注意：レーザ光線は、誤った使い方をすると非常に危険です。レーザ光を直接覗き込んだり、鏡など光を反
射する物を通して見ないでください。また、十分な安全対策を施した上で正しくご利用ください。商品を安全に使用する為、使用前には必
ず『取扱説明書』をよくお読みください●掲載商品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。LaserKEREN®はフル
サト工業の登録商標です。その他、本カタログに記載されている商品名などは当社の登録商標です。ボルト 錆び エポキシ塗料 コンクリート タール系塗料

表記されているワット数は低いですが、瞬間的に表記ワット数の数
倍ものピーク（最大）パワーを断続（ナノ秒）して出力できます。
また、平均消費電力量が少ない為、発生する熱量が少なく、冷却方
法も空冷の為、装置が軽量化できます。当社では、低出力の
LaserKEREN®に採用しています。

Qスイッチパルス発振（Q-Switched Pulse Fiber Laser）2

東京デモンストレーションルームにて、LaserKEREN®を常設しており
ます。事前にLaserKEREN®HP（https://www.laserkeren.jp/）よりご
予約頂き加工ワークを持参、送付頂けましたら、お立会でのデモンスト
レーションが可能です。また、WEBを通じてリアルタイムでデモンスト
レーションをご覧いただけるオンラインデモンストレーション（Zoom、
GoogleMeet、MicrosoftTeams等）もLaserKEREN®HPよりご予約頂
けます。デモンストレーションのお時間が無い場合、メール
（support@laserkeren.jp）にて、ご連絡頂き加工対象となるワークを
送付頂けましたら加工してお返しいたします。また、ご希望であれば、
その様子を動画に撮影して送付する事も可能です。

全てのLaserKEREN®について、ご購入後1年間は、LaserKEREN®メンテナン
スプログラムの保証が適用されます。ご加入者には、当社による保証規定を補
完するための動産総合保険(詳しい補償内容につきましては、お見積り時にお
渡しする詳細資料をご覧ください。)、TELでのサポート、代替機の貸出、消耗
品、オプション商品の割引等の特典がございます。
※新規ご購入時にのみ、ご加入頂ける保証プログラムとなっております。
※日本国内で購入、ご使用の場合に限ります。
※予告なく変更する場合がございます。
※動産総合保険につきましては、1年ごとの更新となり、2年度目以降は別途加
　入料が発生します。

LaserKEREN®メンテナンスプログラムについて

厚さ 表面層

基板材料

熱影響部

蒸気プラズマ

レーザービーム

吸収

反射

Share The Laser Technology
Ⓡ

射出ガンと発振器本体との延長に使用します。
（LZK1000、2000用）

型式 Fiber to Fiber Coupler ac QB-QB

故障の際は、LaserKEREN®HP（https://www.laserkeren.jp/）にて24

時間修理受付をしております。
LaserKEREN®低出力装置の場合は、宅配業者がご指定の日時に引取
に伺います。LaserKEREN®高出力装置の場合は、故障状況を確認の
上、出張修理、若しくは、国内50拠点の弊社営業所より引取のトラック
を手配いたします。修理につきましては、国内のサービス拠点にて作業
を行っておりますので、低出力装置の場合、修理品到着後、最短で翌日
には出荷可能です。また、『LaserKEREN®メンテナンスプログラム』に
ご加入の場合、代替機のご用意も御座います。
※日本国内で購入、ご使用の場合に限ります。

各種カスタマイズについて、国内メーカー製ですので細かな対応
可能です。（例）加工対象と射出ガンとの距離、吸塵装置、ファイ
バーの長さ、発振器変更、など。

LaserKEREN®のカスタマイズ

アフターサービスについて

■ケーブルリール
長いケーブルを巻き取りコンパクトに
収納できます。
ご購入の装置のファイバー長に
合わせて製作します。

型式 QBH Fiber Optic Cables 100um

長さ １０M、２０M、３０M、４０M、５０M、８０M、１００M

東京デモンストレーションルーム
〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7 ３F
アクセス：東京モノレール流通センター駅より徒歩約10分

MAP QRコード

デモンストレーションのご案内

多様な業界への導入実績で培ったロ
ボット技術により、さまざまな製造
ラインのケレン作業を自動化す
る装置をご提案しています。
ご希望されるロボットのメー
カー・仕様などに制限はありません。ま
た、既設生産設備への組込みなどについ
ても、ご相談ください。

ロボット、専用機によるLaserKEREN®作業の自動化

表記されているワット数はQスイッチパルスと比べると非常に高
いものとなっており、表記されているワット数のレーザーを連続
して出力できます。消費電力も多くなり、必要とする電源も三相
200Vとなります。発生する熱量が非常に多く、水冷式チラーが
必要となり、装置も大型になります。当社では、高出力の
LaserKEREN®に採用しています。

連続発振（Continuous Wave Fiber Laser）1

LaserKEREN®の加工は、剥離対象物のレーザーエネルギー吸収率と、母

材のレーザーエネルギー吸収率の差を利用しています。

剥離対象物のレーザーエネルギー吸収率が高く、母材のレーザーエネル

ギー吸収率が低い場合、剥離対象物はレーザーエネルギーを吸収し蒸散

しますが、母材にはレーザーエネルギーが吸収されない（反射、素材の種

類などの理由による）為に母材自身には、ほぼダメージはありません。ま

た、レーザーのスポット光（焦点光）は、数十ミクロンの点であり、非常に速

いスピードで動くため、母材への熱影響が非常に少ないのも特徴です。但

し、レーザーでの加工も万能ではなく、剥離対象物と母材のエネルギー吸

収率に差が無い場合は、加工する事が出来ません。LaserKEREN®では、

レーザースポット光の走査スピード、照射の幅、照射エネルギーを剥離対

象物の蒸散に最適な数値に調整することが可能です。

ピ
ー
ク
出
力

10ns

時間

Qスイッチ発振とモード同期発振

100fs

CWレーザー
•ピーク出力=平均出力
•変調してパルスにできる

ナノ秒Qスイッチレーザー
•パルスエネルギー大
•パルス幅は～ns

モード同期フェムト秒レーザー
•ビーク強度大
•パルス幅はps～fs

建材開発部　LaserKEREN®開発グループ
〒540-0024大阪市中央区南新町1-2-10
Email:support@laserkeren.jp　URL:https://laserkeren.jp

お問合せは上記メール宛にお願いします
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Ⓡ

ミケレン ハクリン

ファイバーを
延長する際に使用する
装置です。
（LZK1000、2000用）
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の出力方法の違いにより2種類の発振器を採用しており、加工内

容によって使い分けをしています。両方ともに、YAG波長を使用し
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（LZK1000、2000用）

射出ガンと発振器本体との延長に使用します。
（LZK1000、2000用）

■ファイバーレーザ用カプラ ■延長用ファイバー

ファイバーレーザー発振器について
LaserKEREN®に使用されているファイバーレーザー発振器は、

光ファイバーのコアに希土類を添加した特殊な光ファイバーに

励起光を入れ、特定波長の光のみコアに閉じ込めて増幅させ、

レーザー光として取り出す構造になっています。それにより、小

型、高効率、高信頼性、高ビーム品質、そして高出力のすべてを

実現できる理想的なレーザーです。

当社のレーザー発振器の保証寿命は、1万時間となっています

が、それは100％の出力を保証する期間で、その後99％、98％、

97％・・・・となだらかに出力が減少していく事になります。また発

振器自体のメンテナンス、消耗品はありません。

加工例（写真はLZK2000によるもの）
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上記以外に、DLC、PVDなどのコーティング・金型表面に付着した樹脂、ゴム・溶接焼け取り・溶接前脱脂・各種メッキ剥離・非金属の表面剥離・石、木の表面剥離など

最新、詳細情報はLaserKEREN® Webサイト https://laserkeren.jpにて商品の最新情報や安全管理方法、加工動画、サポート情報をお
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射する物を通して見ないでください。また、十分な安全対策を施した上で正しくご利用ください。商品を安全に使用する為、使用前には必
ず『取扱説明書』をよくお読みください●掲載商品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。LaserKEREN®はフル
サト工業の登録商標です。その他、本カタログに記載されている商品名などは当社の登録商標です。ボルト 錆び エポキシ塗料 コンクリート タール系塗料

表記されているワット数は低いですが、瞬間的に表記ワット数の数
倍ものピーク（最大）パワーを断続（ナノ秒）して出力できます。
また、平均消費電力量が少ない為、発生する熱量が少なく、冷却方
法も空冷の為、装置が軽量化できます。当社では、低出力の
LaserKEREN®に採用しています。

Qスイッチパルス発振（Q-Switched Pulse Fiber Laser）2

東京デモンストレーションルームにて、LaserKEREN®を常設しております。事前に
LaserKEREN®HPよりご予約頂き加工ワークを持参、送付頂けましたら、お立会での
デモンストレーションが可能です。遠方でお立会いが困難な場合、メール
（support@laserkeren.jp）にご連絡頂きワークを送付頂けましたら加工してお返しい
たします。また、ご希望であれば、その様子を動画に撮影して送付する事も可能です。

全てのLaserKEREN®について、ご購入後1年間は、LaserKEREN®メンテナン
スプログラムの保証が適用されます。ご加入者には、当社による保証規定を補
完するための動産総合保険(詳しい補償内容につきましては、お見積り時にお
渡しする詳細資料をご覧ください。)、TELでのサポート、代替機の貸出、消耗
品、オプション商品の割引等の特典がございます。
※新規ご購入時にのみ、ご加入頂ける保証プログラムとなっております。
※日本国内で購入、ご使用の場合に限ります。
※予告なく変更する場合がございます。
※動産総合保険につきましては、1年ごとの更新となり、2年度目以降は別途加
　入料が発生します。
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型式 Fiber to Fiber Coupler ac QB-QB

故障の際は、LaserKEREN®HP（https://www.laserkeren.jp/）にて24時間修理
受付をしております。
LaserKEREN®低出力装置の場合は、宅配業者がご指定の日時に引取に伺いま
す。LaserKEREN®高出力装置の場合は、故障状況を確認の上、出張修理、若し
くは、国内50拠点の弊社営業所より引取のトラックを手配いたします。修理につ
きましては、国内のサービス拠点にて作業を行っておりますので、低出力装置の
場合、修理品到着後、最短で翌日には出荷可能です。また、『LaserKEREN®メン
テナンスプログラム』にご加入の場合、代替機のご用意も御座います。
※日本国内で購入、ご使用の場合に限ります。

各種カスタマイズについて、国内メーカー製ですので細かな対応
可能です。（例）加工対象と射出ガンとの距離、吸塵装置、ファイ
バーの長さ、発振器変更、など。

LaserKEREN®のカスタマイズ

アフターサービスについて

■ケーブルリール
長いケーブルを巻き取りコンパクトに
収納できます。
ご購入の装置のファイバー長に
合わせて製作します。

型式 QBH Fiber Optic Cables 100um

長さ １０M、２０M、３０M、４０M、５０M、８０M、１００M

東京デモンストレーションルーム
〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7 ３F
アクセス：東京モノレール流通センター駅より徒歩約10分

MAP QRコード

東京デモンストレーションルームのご案内

多様な業界への導入実績で培ったロ
ボット技術により、さまざまな製造
ラインのケレン作業を自動化す
る装置をご提案しています。
ご希望されるロボットのメー
カー・仕様などに制限はありません。ま
た、既設生産設備への組込みなどについ
ても、ご相談ください。

ロボット、専用機によるLaserKEREN®作業の自動化

表記されているワット数はQスイッチパルスと比べると非常に高
いものとなっており、表記されているワット数のレーザーを連続
して出力できます。消費電力も多くなり、必要とする電源も三相
200Vとなります。発生する熱量が非常に多く、水冷式チラーが
必要となり、装置も大型になります。当社では、高出力の
LaserKEREN®に採用しています。

連続発振（Continuous Wave Fiber Laser）1

LaserKEREN®の加工は、剥離対象物のレーザーエネルギー吸収率と、母

材のレーザーエネルギー吸収率の差を利用しています。

剥離対象物のレーザーエネルギー吸収率が高く、母材のレーザーエネル

ギー吸収率が低い場合、剥離対象物はレーザーエネルギーを吸収し蒸散

しますが、母材にはレーザーエネルギーが吸収されない（反射、素材の種

類などの理由による）為に母材自身には、ほぼダメージはありません。ま

た、レーザーのスポット光（焦点光）は、数十ミクロンの点であり、非常に速

いスピードで動くため、母材への熱影響が非常に少ないのも特徴です。但

し、レーザーでの加工も万能ではなく、剥離対象物と母材のエネルギー吸

収率に差が無い場合は、加工する事が出来ません。LaserKEREN®では、

レーザースポット光の走査スピード、照射の幅、照射エネルギーを剥離対

象物の蒸散に最適な数値に調整することが可能です。
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Products

高出力タイプ LZK-1000/2000
ファイバーレーザーの連続ビーム（CWレーザー）を材

料表面に線状に照射しレーザー射出ガンを移動させな

がら加工を行う装置です。LaserKEREN®低出力タイプ

で使用されているパルス発振方式レーザーよりも時間

当たりのエネルギー量が多い為、剥離対象の厚みが厚

い場合や、腐食が著しい材料の加工に向いています。

光ファイバーを使用した励起方式、レーザー射出のス

キャン方式、射出するレーザーの波長は低出力タイプ

のLaserKEREN®と同じです。

側面 レーザー射出ガン

Products

低出力タイプ 現場作業に最適な背負い式にもなるLaserKEREN®です。

家庭用電源（単相１００V）で作動します。レーザーユニットとコントローラーを

分離したことで、レーザーユニットのみ（約3０kg）を背負って移動する事が可能です。

使用例（レーザーユニットのみ背負った状態）
背負子はセット製品ではありません。

射出ガンレーザーユニット

コントローラー

レーザーユニット

コントローラー

高出力LaserKEREN®の構成

● 高出力のレーザーを発生、射出する為、本体用の冷却チラー
　  と射出ガン用の冷却チラー計2台が必要となります。

● 発振器本体と射出ガンをつなぐファイバーケーブルはオプ
　  ションの中継カプラを使用する事で100Mまで延長可能です。

● 作業者が扱いやすいように、レーザー射出ガンの近くに設置 
　　したコントローラーで各種設定を変更できます。

本体（発振器） 光ファイバー
（100Mまで延長可）

コントロール線冷却水 冷却水

本体用冷却チラー 手元コントローラー 射出ガン用冷却チラー

レーザー射出ガン

LZK-50S/100S分離式

LZK-50/100
設置に最適な一体式筐体のLaserKEREN®です。
キャスター付きですので気軽に移動できます。この装置も家庭用電源（単相100V）で作動します。

一体式

Safety

LaserKEREN®安全への取組

『LaserKEREN®安全講習』の受講者は『LaserKEREN®安全委員会』 に入会頂き、

毎年新しい『 LaserKEREN®ライセンスカード』 と一緒に、 LaserKEREN®安全管理マニュアルの最新号をお手元にお届け致します。 

お買い上げ頂いた後も先端技術をより安全にご利用いただく事を目指しております。

LaserKEREN®安全委員会

最大出力

サイズ

質量（約）

射出ガンサイズ

射出ガン質量

ファイバー長

消費電力

所要電源

冷却方式

レーザー種類

中心波長

出力（％）

レーザーモード

集光径

エリア

スキャンスピード

焦点距離

ワークディスタンス

装置構成

LZK-1000

1000W

750×1420×1200mm

500kg

600×300×170mm（突起部含む）

3kg

10ｍ（100ｍまで延長可）

4500W　※チラー含まず

三相200V±10％　50/60Hz

水冷

ファイバーレーザー

1080 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

CW

0.257mm

最大100mm

最大3000mm/s

F=180mm

210mm

本体（発振器）、本体用チラー、射出ガン用チラー、
ファイバー、射出ガン、コントローラー

LZK-2000

2000W

750×1420×1200mm

550kg

600×300×170mm（突起部含む）

3kg

10ｍ（100ｍまで延長可）

7500W　※チラー含まず

三相200V±10％　50/60Hz

水冷

ファイバーレーザー

1080 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

CW

0.257mm

最大100mm

最大3000mm/s

F=180mm

210mm

本体（発振器）、本体用チラー、射出ガン用チラー、
ファイバー、射出ガン、コントローラー

最大出力

サイズ

質量（約）

射出ガンサイズ

射出ガン質量

ファイバー長

消費電力

所要電源

冷却方式

LZK-50S

50W

レーザーユニット：450×458×253mm
コントローラー：320×380×185mm

約50kg うちコントローラー 20kg

340×180×100mm（突起部含む）

2.5kg

2ｍ/5ｍ（延長不可）

1150W

単相100ｰ240V　50/60Hz

空冷

LZK-100S

100W

レーザーユニット：450×458×253mm
コントローラー：320×380×185mm

約60kg うちコントローラー 23kg

340×180×100mm（突起部含む）

2.5kg

2ｍ/5ｍ（延長不可）

1400W

単相100ｰ240V　50/60Hz

空冷

レーザー種類

中心波長

出力（%）

レーザーモード

集光径

パルス周波数

エリア

スキャンスピード

焦点距離

ワークディスタンス

装置構成

LZK-50S

ファイバーレーザー

1064 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

パルス

0.057mm

60KHz　固定

最大90mm

最大2000mm/s

F=160mm

190mm

レーザーユニット、射出ガン、コントローラー

LZK-100S

ファイバーレーザー

1064 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

パルス

0.057mm

100KHz　固定

最大90mm

最大2000mm/s

F=160mm

190mm

レーザーユニット、射出ガン、コントローラー

弊社主催のLaserKEREN®安全講習受講者

に発行されるライセンスカード（接触型IC

チップ内蔵）をタッチして認証しなければ、

装置を作動する事ができません。

射出ボタンを2つ配し、両手でガンを握り、両

方のボタンを押した状態でないとレーザー

は射出しません。器物などの接触や不注意

による誤操作を防止するための機構です。

LZK2000 射出ガン側シグナル

LZK100S 射出ガン側シグナル

本体側シグナル

レーザー射出 Wボタン

エラーコード表示部

ICカード認証

凍結防止ヒーター
（水冷式装置のみ）

寒冷地において、本体の

動作温度を保ち高品位

のレーザー発振を実現

する為、本体内部にヒー

ターを内蔵しています。

何らかの原因で冷却水が規定

量以下の流量になった場合、発

振器光学系へのダメージを防

ぐ為、エラー表示すると共に

レーザー発振をストップします。

冷却水警告

本体、レーザー射出ガ

ンの双方で、スタンバイ

状態、照射中のインジ

ケーターシグナルが点

灯します。

装置に予期せぬ不具合があった際、エ

ラーコードを表示いたします。

レーザー作動状態
シグナル

■ 装置仕様 ■ コントローラー画面

■ 分離式仕様

最大出力

サイズ

質量（約）

射出ガンサイズ

射出ガン質量

ファイバー長

消費電力

所要電源

冷却方式

レーザー種類

LZK-50

50W

480×570×930mm

60kg

340×180×100mm（突起部含む）

2.5kg

2ｍ/5ｍ（延長不可）

1150W

単相100ｰ240V　50/60Hz

空冷

ファイバーレーザー

LZK-100

100W

480×570×930mm

65kg

340×180×100mm（突起部含む）

2.5kg

2ｍ/5ｍ（延長不可）

1400W

単相100ｰ240V　50/60Hz

空冷

ファイバーレーザー

中心波長

出力（%）

レーザーモード

集光径

パルス周波数

エリア

スキャンスピード

焦点距離

ワークディスタンス

装置構成

LZK-50

1064 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

パルス

0.057mm

60KHz　固定

最大90mm

最大2000mm/s

F=160mm

190mm

本体（射出ガン一体）

LZK-100

1064 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

パルス

0.057mm

100KHz　固定

最大90mm

最大2000mm/s

F=160mm

190mm

本体（射出ガン一体）

■ 一体式仕様

LaserKEREN®は、大量のエネルギーを小さな面積に集中させて高密度のエネルギーを利用す

る装置です。その為、レーザー光線に対する労働衛生上の配慮が十分でないと、眼障害、皮膚

障害等の発生が懸念されます。レーザー光線による災害を防止するため、LaserKEREN®使用

者の方は全員、当社主催の「LaserKEREN®安全講習」を受講頂いております。また、装置の販

売についても講習を受講頂いた方(もしくは施工企業様)にのみ、LaserKEREN®を販売しており

ます。受講者にお渡しする『LaserKEREN®ライセンスカード』には、LaserKEREN®を起動する

為のICチップが内蔵されており、1年毎に更新が必要となっています。これは、LaserKEREN®で

使用している技術が近年できた技術であり、将来、法改正があった場合、ご使用者の方へ確実

に情報をお伝えする為に、このような仕組みを設けております。
LaserKEREN®安全講習ライセンス

緊急時に、即座にレー　　ザー

の射出を停止できます。

物理的な『鍵』により使

用者を限定できます。

非常停止ボタン

物理キー

0%,20%,40%,60%,8 

0%,100%の6段階の調

整が可能です。

出力調整ダイヤル



Products

高出力タイプ LZK-1000/2000
ファイバーレーザーの連続ビーム（CWレーザー）を材

料表面に線状に照射しレーザー射出ガンを移動させな

がら加工を行う装置です。LaserKEREN®低出力タイプ

で使用されているパルス発振方式レーザーよりも時間

当たりのエネルギー量が多い為、剥離対象の厚みが厚

い場合や、腐食が著しい材料の加工に向いています。

光ファイバーを使用した励起方式、レーザー射出のス

キャン方式、射出するレーザーの波長は低出力タイプ

のLaserKEREN®と同じです。

側面 レーザー射出ガン

Products

低出力タイプ 現場作業に最適な背負い式にもなるLaserKEREN®です。

家庭用電源（単相１００V）で作動します。レーザーユニットとコントローラーを

分離したことで、レーザーユニットのみ（約3０kg）を背負って移動する事が可能です。

使用例（レーザーユニットのみ背負った状態）
背負子はセット製品ではありません。

射出ガンレーザーユニット

コントローラー

レーザーユニット

コントローラー

高出力LaserKEREN®の構成

● 高出力のレーザーを発生、射出する為、本体用の冷却チラー
　  と射出ガン用の冷却チラー計2台が必要となります。

● 発振器本体と射出ガンをつなぐファイバーケーブルはオプ
　  ションの中継カプラを使用する事で100Mまで延長可能です。

● 作業者が扱いやすいように、レーザー射出ガンの近くに設置 
　　したコントローラーで各種設定を変更できます。

本体（発振器） 光ファイバー
（100Mまで延長可）

コントロール線冷却水 冷却水

本体用冷却チラー 手元コントローラー 射出ガン用冷却チラー

レーザー射出ガン

LZK-50S/100S分離式

LZK-50/100
設置に最適な一体式筐体のLaserKEREN®です。
キャスター付きですので気軽に移動できます。この装置も家庭用電源（単相100V）で作動します。

一体式

Safety

LaserKEREN®安全への取組

『LaserKEREN®安全講習』の受講者は『LaserKEREN®安全委員会』 に入会頂き、

毎年新しい『 LaserKEREN®ライセンスカード』 と一緒に、 LaserKEREN®安全管理マニュアルの最新号をお手元にお届け致します。 

お買い上げ頂いた後も先端技術をより安全にご利用いただく事を目指しております。

LaserKEREN®安全委員会

最大出力

サイズ

質量（約）

射出ガンサイズ

射出ガン質量

ファイバー長

消費電力

所要電源

冷却方式

レーザー種類

中心波長

出力（％）

レーザーモード

集光径

エリア

スキャンスピード

焦点距離

ワークディスタンス

装置構成

LZK-1000

1000W

750×1420×1200mm

500kg

600×300×170mm（突起部含む）

3kg

10ｍ（100ｍまで延長可）

4500W　※チラー含まず

三相200V±10％　50/60Hz

水冷

ファイバーレーザー

1080 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

CW

0.257mm

最大100mm

最大3000mm/s

F=180mm

210mm

本体（発振器）、本体用チラー、射出ガン用チラー、
ファイバー、射出ガン、コントローラー

LZK-2000

2000W

750×1420×1200mm

550kg

600×300×170mm（突起部含む）

3kg

10ｍ（100ｍまで延長可）

7500W　※チラー含まず

三相200V±10％　50/60Hz

水冷

ファイバーレーザー

1080 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

CW

0.257mm

最大100mm

最大3000mm/s

F=180mm

210mm

本体（発振器）、本体用チラー、射出ガン用チラー、
ファイバー、射出ガン、コントローラー

最大出力

サイズ

質量（約）

射出ガンサイズ

射出ガン質量

ファイバー長

消費電力

所要電源

冷却方式

LZK-50S

50W

レーザーユニット：450×458×253mm
コントローラー：320×380×185mm

約50kg うちコントローラー 20kg

340×180×100mm（突起部含む）

2.5kg

2ｍ/5ｍ（延長不可）

1150W

単相100ｰ240V　50/60Hz

空冷

LZK-100S

100W

レーザーユニット：450×458×253mm
コントローラー：320×380×185mm

約60kg うちコントローラー 23kg

340×180×100mm（突起部含む）

2.5kg

2ｍ/5ｍ（延長不可）

1400W

単相100ｰ240V　50/60Hz

空冷

レーザー種類

中心波長

出力（%）

レーザーモード

集光径

パルス周波数

エリア

スキャンスピード

焦点距離

ワークディスタンス

装置構成

LZK-50S

ファイバーレーザー

1064 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

パルス

0.057mm

60KHz　固定

最大90mm

最大2000mm/s

F=160mm

190mm

レーザーユニット、射出ガン、コントローラー

LZK-100S

ファイバーレーザー

1064 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

パルス

0.057mm

100KHz　固定

最大90mm

最大2000mm/s

F=160mm

190mm

レーザーユニット、射出ガン、コントローラー

弊社主催のLaserKEREN®安全講習受講者

に発行されるライセンスカード（接触型IC

チップ内蔵）をタッチして認証しなければ、

装置を作動する事ができません。

射出ボタンを2つ配し、両手でガンを握り、両

方のボタンを押した状態でないとレーザー

は射出しません。器物などの接触や不注意

による誤操作を防止するための機構です。

LZK2000 射出ガン側シグナル

LZK100S 射出ガン側シグナル

本体側シグナル

レーザー射出 Wボタン

エラーコード表示部

ICカード認証

凍結防止ヒーター
（水冷式装置のみ）

寒冷地において、本体の

動作温度を保ち高品位

のレーザー発振を実現

する為、本体内部にヒー

ターを内蔵しています。

何らかの原因で冷却水が規定

量以下の流量になった場合、発

振器光学系へのダメージを防

ぐ為、エラー表示すると共に

レーザー発振をストップします。

冷却水警告

本体、レーザー射出ガ

ンの双方で、スタンバイ

状態、照射中のインジ

ケーターシグナルが点

灯します。

装置に予期せぬ不具合があった際、エ

ラーコードを表示いたします。

レーザー作動状態
シグナル

■ 装置仕様 ■ コントローラー画面

■ 分離式仕様

最大出力

サイズ

質量（約）

射出ガンサイズ

射出ガン質量

ファイバー長

消費電力

所要電源

冷却方式

レーザー種類

LZK-50

50W

480×570×930mm

60kg

340×180×100mm（突起部含む）

2.5kg

2ｍ/5ｍ（延長不可）

1150W

単相100ｰ240V　50/60Hz

空冷

ファイバーレーザー

LZK-100

100W

480×570×930mm

65kg

340×180×100mm（突起部含む）

2.5kg

2ｍ/5ｍ（延長不可）

1400W

単相100ｰ240V　50/60Hz

空冷

ファイバーレーザー

中心波長

出力（%）

レーザーモード

集光径

パルス周波数

エリア

スキャンスピード

焦点距離

ワークディスタンス

装置構成

LZK-50

1064 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

パルス

0.057mm

60KHz　固定

最大90mm

最大2000mm/s

F=160mm

190mm

本体（射出ガン一体）

LZK-100

1064 ±5nm

0,20,40,60,80,100％（6ステップ）

パルス

0.057mm

100KHz　固定

最大90mm

最大2000mm/s

F=160mm

190mm

本体（射出ガン一体）

■ 一体式仕様

LaserKEREN®は、大量のエネルギーを小さな面積に集中させて高密度のエネルギーを利用す

る装置です。その為、レーザー光線に対する労働衛生上の配慮が十分でないと、眼障害、皮膚

障害等の発生が懸念されます。レーザー光線による災害を防止するため、LaserKEREN®使用

者の方は全員、当社主催の「LaserKEREN®安全講習」を受講頂いております。また、装置の販

売についても講習を受講頂いた方(もしくは施工企業様)にのみ、LaserKEREN®を販売しており

ます。受講者にお渡しする『LaserKEREN®ライセンスカード』には、LaserKEREN®を起動する

為のICチップが内蔵されており、1年毎に更新が必要となっています。これは、LaserKEREN®で

使用している技術が近年できた技術であり、将来、法改正があった場合、ご使用者の方へ確実

に情報をお伝えする為に、このような仕組みを設けております。
LaserKEREN®安全講習ライセンス

緊急時に、即座にレー　　ザー

の射出を停止できます。

物理的な『鍵』により使

用者を限定できます。

非常停止ボタン

物理キー

0%,20%,40%,60%,8 

0%,100%の6段階の調

整が可能です。

出力調整ダイヤル


