
■ 主 要 機 能

■別販売品

Li-ion 14.4VLi-ion 18V Li-ion 10.8V

0点

水平（ろく）レーザーライン光水平（ろく）レーザーライン光水平（ろく）レーザーライン光

屋外でもレーザー
ラインがビューワ
で見える

ビューワー

USB
アダプタLi-ion

バッテリ別売

ADP06
部品番号 JPAADP06
標準小売価格3,200円（税別）
■出力電圧：直流5.0V　■出力電流：2.1A
■質量：0.07kg　■本機寸法：長さ80mm×幅53mm×高さ38mm

10.8V（スライド式用）

バッテリ別売

■出力電圧：直流5.0V　■出力電流：両側/4.2A(片側/2.1A)
■質量：0.11kg　■本機寸法：長さ102mm×幅72mm×高さ43mm

ADP05
部品番号 JPAADP05
標準小売価格3,500円（税別）

USB用アダプタ
18V 14.4V

受光距離

25m

受光表示
インジケーター

受光窓

× Li-ion墨出し器

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。

モデルNo.
BL1415N BL1430/BBL1830/B BL1440BL1840 BL1450 BL1460BBL1815N BL1850 BL1860B BL1015 BL1040B

約13時間 約22時間約34時間 約36時間 約43時間 約47時間約18時間 約48時間 約62時間 約74時間 約11時間 約27時間

約17時間 約28時間約43時間 約45時間 約54時間 約59時間約23時間 約61時間 約78時間 約94時間 約15時間 約35時間

約6/13/24時間 約10/21/40時間約15/32/60時間 約16/34/64時間 約20/41/77時間 約21/45/84時間約8/17/32時間 約22/45/85時間 約28/58/109時間 約34/70/131時間 約5/11/21時間 約12/27/50時間

約14時間 約24時間約36時間 約38時間 約46時間 約50時間約19時間 約50時間 約65時間 約78時間 約12時間 約30時間

約18時間 約31時間約45時間 約49時間 約59時間 約64時間約24時間 約64時間 約82時間 約99時間 約16時間 約38時間

約5/12時間 約9/20時間約13/30時間 約14/32時間 約17/38時間 約19/42時間約7/16時間 約19/42時間 約25/54時間 約30/65時間 約4/10時間 約11/25時間

約17時間 約29時間約43時間 約46時間 約56時間 約61時間約23時間 約61時間 約78時間 約94時間 約15時間 約36時間

SK309PXZN

SK503PXZ

SK502PHZ

SK206PXZN

SK205PHN

SK308PHN

SK640PHX/PHZ

連続使用時間 ［全点灯時：高輝度/通常/減光モード］SK503PXZ ［全点灯時：高輝度/通常モード］SK502PHZ ［全点灯時：高輝度モード］SK309PXZN・SK206PXZN・SK308PHN・SK205PHN・SK640PHX/PHZ(目安)※1

±1
mm
（10m）

±1
mm
（10m）

±1
mm
（10m）

ジンバル機構
自動指示/
マグネット
ダンパー方式

ジンバル機構
自動指示/
マグネット
ダンパー方式

ジンバル機構
自動指示/
マグネット
ダンパー方式

2.5mm
（10m）

赤色半導体
レーザー/

2.5mm
（10m）

赤色半導体
レーザー/

2.5mm
（10m）

赤色半導体
レーザー/

モデル No. 光源/
ライン幅 光出力 波長

（nm）

質量
（乾電池含む）
（kg）

電源
（アルカリ乾電池）

標準付属品
エレベータ三脚
（回転雲台付）

レーザ光
透視メガネ

受光器
バイス

ライン
ポイント

指示
精度

使用時間
（乾電池使用時）

投射光 指示方式
（鉛直または水平）
制動方式 （　　  ）

鉛直指示範囲（度）
レーザー光による
範囲外の警告方法

－

－

－

○

○

○

±2°（消灯）

±2.5°（消灯）

±2.5°（消灯）

±2.5°（消灯）

±2.5°（消灯）

±2.5°（消灯）

○SK502PHZ 1.3

2.2

1.9

1.9

1.0

0.88

0.96

本機寸法
（径×高さmm）

87×230
（突起部を除く）

112×255

112×240

112×240

85×195

115×148

85×195

単3/4本

単3/8本
ACアダプタ

単3/4本

単3/8本

単3/8本

単3/4本

単3/4本

○SK206PXZN

2.0mW以下

2.5mW以下
レーザー安全基準
クラス2M（　　　　　 ）

2.5mW以下
レーザー安全基準
クラス2M（　　　　　 ）

○

○ 635

635

635

SK309PXZN

SK503PXZ

2.5mW以下
レーザー安全基準
クラス2M（　　　　　 ）

レーザー安全基準
クラス2M（　　　　　 ）

2.5mW以下
レーザー安全基準
クラス2M（　　　　　 ）

○
SK640PHXNのみ
（際根太三脚）

SK205PHN ○

○SK308PHN

リモコン
追尾受光器

－

－

－

－

－ － －

○○ ○

－

－

○○ ○

－ ○○ ○

－

－

電子整準器自動指示／
電子二軸センサー

制御方式

高輝度/通常/減光モード
ろく全周
約6/16/31h

クロスライン
約5/12/23h

フルライン
約2/7/15h

ろく
約40h

さげふり・ろく
約17h

通り芯・ろく
約8h

ろく
約40h

おおがね
約17h

おおがね・ろく
約11h

ろく
約40h

さげふり・ろく
約17h

通り芯・ろく
約8h

ろく
約40h

おおがね
約17h

おおがね・ろく
約11h

ろく全周
約17h

クロスライン
約12h

フルライン
約7h

［電子整準］

○SK640PHX/PHZ 水平指示範囲
±3.5°(消灯)

全周ろく
約12h

●レーザーライン透視器
レーザーライン光で建築基礎の
レベルが素早く確認できる！

受光器＋バイス〈基準棒取付用〉
レーザー光の素早い位置合わせが可能！

■受光距離 5～10m（水平ライン光）※
■受光精度 ±1mm（指標目盛り刻み）
■設定位置 レール上のスケールによる

■上下スライド量 400mm
■水平基準 気泡管付
■本機寸法 66×100×500mm

■質量1.4kg

幅×奥行（フード除く）×高さ

（最小目盛り0.5）指標線合わせ

※但し使用環境（屋内外・天候等）による

W5/8

TK00LM4001
13,200円（収納袋付）
670～1,800mm

丈夫さを追求した
スタンダード
タイプ

TK00LM5030
17,900円（収納袋付）
790～2,870mm

軽天作業に便利墨出し器の下部
レーザー光が、
雲台より投射
可能です。

部品番号
価　格
高さ調整
三脚ネジ

●エレベータ三脚（下部レーザースポット光投射可能）

TK00LM1001
7,400円（収納袋付）
400～1,140mm

微調整無し雲台の
コンパクト
タイプ

高さ約3mまで
調整可能。

Li-ionバッテリで、レーザー
墨出し器、USB機器が使える

電源供給ケーブル ●ACアダプタ
AC100V電源が使用可能。

ハンドストラップ

USB電源
端子（1口）

ハンドストラップ
（別売）取付可能

ON-OFF
スライドスイッチ

USB電源端子（2口）

ハンドストラップ
（別売）取付可能

ON-OFF
スライドスイッチ

自
動
追
尾

耐
衝
撃

部品番号 TKALV42150
価格 2,900円

部品番号 A-47880 価格 29,700円

部品番号 A-60171
価格 1,300円

部品番号 A-59972
価格 400円

部品番号 TK00LD9001
価格 23,500円

●受光器セット 赤色専用タイプ

＋

注  意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

Li-ion10.8V
（スライド式用）ADP06

別販売品

Li-ion
14.4/18VADP05
Li-ionバッテリから電源供給！USB用アダプタ。

墨出し器 Li-ion※1

連続使用 約74時間 ※2

USB
アダプタLi-ion お手持ちの10.8V・14.4V・18V

スライド式Li-ionバッテリが使える。

おおがね・ろく
SK205PHZN

おおがね・通り芯・ろく
SK308PHZN

近日発売予定 近日発売予定

フルライン
SK503PXZ

おおがね・ろく
SK206PXZN

おおがね・通り芯・ろく
SK309PXZN

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
　ご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります
　のでご了承ください。
■このカタログの内容は2016年8月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）  FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。 カタログNo.Z14530-1 EBA4-201608

●お求めは当店まで－●お求めは当店まで－

屋内・屋外兼用墨出し器シリーズ

※1 マキタスライド式リチウムイオンバッテリ10.8/14.4/18Vバッテリ(ライトバッテリを除く)が使用可能。 
※2 SK308PHZN:全点灯/高輝度。 ADP05、BL1860B使用時。

USBアダプタ対応/ 赤色レーザー

［置き床工法に］
全周ろく
SK640PHX/PHZ

フルライン
SK502PHZ



別販売品USB用アダプタ
ADP05
標準小売価格

3,500円（税別）

14.4/18V用

別販売品

電源供給ケーブル
A-60171
標準小売価格

1,300円（税別）

別販売品USB用アダプタ
ADP06
標準小売価格

3,200円（税別）

スライド式10.8V用

三脚別売

際根太三脚付

三脚別売三脚別売

屋内・屋外兼用墨出し器

SK640PHX
標準小売価格113,000円（税別）
アルミケース・際根太三脚付/受光器・バイス別売

三脚別売

USB
アダプタLi-ion USB

アダプタLi-ion

約74時間

約8時間
BL1860B

乾電池 連続使用時間比
（SK308PHZN/全点灯/高輝度）照射時間

約9倍
乾電池使用時比

USB
アダプタLi-ion

リチウムイオンバッテリで使える。
連 続 使 用 時 間
マキタLi-ionバッテリを使えば

（BL1860B使用時）

約74時間

屋内 ・ 屋外兼用墨出し器の調整 ・ 修理は、サービスセンターにて迅速にお応えします。
アフターサービスのご用命は、お買い上げの販売店もしくは最寄りのマキタ営業所にお申し付けください。

充実のサービスネットワークでお客様をサポート
無償修理は、保証書の保証規定に従います。

ご購入から1年間無償修理

■ライン光モード記憶機能（SK503PXZ/SK502PHZ） ■「ワンボタン」モード切替機能（SK640PHX/PHZ除く） ■防じん・防水保護等級 IP54※2
■ESD保護等級［静電気放電保護対策］※3 ■安定投射（各レーザーにカスタムIC搭載） ■AC100Vにも対応（SK503PXZ以外は要別販売品）

指示精度 ±1mm/10m
「振り子」の原理で垂直を保つジンバル機構採用。OPC機能付 危険なレーザ-光を投射しない安全保護回路。

高輝度＋ラインポイント

運搬中等の日常的な振動や
誤って軽く蹴ってしまっても
耐衝撃構造なら安心！

修理件数

約67.5%低減
（2011年5月当社調べ）

防振クッション材

三脚板バネ
＆ゴム足

衝撃を和らげる
レバー＆スプリング

レーザーユニットと
振子部の接合を強化。

衝撃吸収
Oリング

ジンバルユニットを軽量化

1 墨出し器本体の下部ポイントを
地墨線上の地墨ポイントにセット

置いて

2 リモコン追尾受光器を
地墨線上にセットし、回転
スイッチで追尾スタート

スタート

ピタッ

地墨ポイント

高さ調整幅
100～
200mm

三脚別売

USB
アダプタLi-ion

電子整準器
レーザー光が固定
可能なため配管、
手すりなどの傾斜
墨出しも行えます。
別販売品の【簡易傾斜雲台】
＋【エレベータ三脚】を
使用して下さい。

三脚別売 三脚別売

墨出し器 Li-ion※1

使え

“ L i - i o n バッテリが使える ”  新・レッドレーザーシリーズ

3
墨出し器が「クルッ」と回転。
レーザーラインが地墨線上に
「ピタッ」と一発で決まる！

クルッピタッ!

近日発売予定 近日発売予定

※1 マキタスライド式リチウムイオンバッテリ10.8/14.4/18Vバッテリ(ライトバッテリを除く)が使用可能。

フルライン

屋内・屋外兼用墨出し器

SK502PHZ
標準小売価格219,000円（税別）
アルミケース付/受光器・バイス別売

全周ろく［置き床工法に］
（SK640PHXのみ）

床上35mmでの投射が可能。
低位置作業もラクに行えます。

SK640PHZ
標準小売価格99,000円（税別）
アルミケース付/受光器・バイス別売

おおがね・通り芯・ろく

屋内・屋外兼用墨出し器

SK308PHZN
標準小売価格150,000円（税別）
アルミケース付/受光器・バイス別売

おおがね・ろく

屋内・屋外兼用墨出し器

SK205PHZN
標準小売価格121,000円（税別）
アルミケース付/受光器・バイス別売

＋

耐衝撃構造の信頼性。

◀地墨線

地墨合わせを
省力化。

地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に
合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。

屋内・屋外兼用墨出し器

SK503PXZ
標準小売価格354,000円（税別）
リモコン追尾受光器 LD-8・バイス・アルミケース付

フルライン おおがね・通り芯・ろく

屋内・屋外兼用墨出し器

SK309PXZN
標準小売価格205,000円（税別）
リモコン追尾受光器 LD-8・バイス・アルミケース付

おおがね・ろく

屋内・屋外兼用墨出し器

SK206PXZN
標準小売価格170,000円（税別）
リモコン追尾受光器 LD-8・バイス・アルミケース付

＋

適用モデル：
SK503PXZ・SK309PXZN・SK206PXZN

適用モデル：
SK502PHZ・SK308PHZN・SK205PHZN

※2  I P 値は防じん・防水性能を表示する国際規格です。　※3  本機は国際規格 I E C 6 1 0 0 0 - 4 - 2のレベル4（自然界に存在するレベルの放電）をクリアしています。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


