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[ レーザー距離計 ] （持込修理）
本書は、本書記載内容（下記規定）で、無料修
理を行うことを、お約束するものです。
保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が
発生した場合には、本書をご提示のうえ、
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品　番　 AGF-Laser1 
S/No.

お買い上げ日 年　　　　月　　　　日
お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。

保 証 期 間 お買い上げの日から1年

様
〒

TEL（　       　　）　　

上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書な
ど、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。

＜無料修理規定＞

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、
機器本機及び本書をご持参、ご提示のうえ、お買い
上げの販売店に修理をご依頼ください。

3. ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買
い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、
お客様ご相談センターへご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

※ 本書を紛失しないよう大切に保管してください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束する
ものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するもので
はありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせく
ださい。

5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

（イ）  使用上の誤り、または不当な修理や改造によ
る故障及び損傷

（ホ）  故障の原因が本製品以外にある場合
（ヘ）  本書のご提示がない場合
（ト）  本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名

の記入のない場合、あるいは字句を書き替えら
れた場合

（チ）  同梱品や消耗品等の消耗による交換

（ロ） お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
（ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、

公害、塩害、指定外の使用電源（電圧、周波
数）や異常電圧による故障及び損傷

（ニ） 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及
び損傷

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従っ
た正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いた
します。

保証書

お
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住
所

店
名
・
住
所

故障内容記入欄

　はじめに

　安全上・使用上のご注意

　アフターサービス

このたびは、AGF-Laser1 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうござい
ます。
本機は、レーザーを使って直線距離を表示する機器です。
スポーツやレジャーにお役立てください。

安全にお使いいただくために、本マニュアルをよくお読みになり、使用方法などを
必ず守ってください。

● 本機をご使用の前に、「安全上・使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく
 　お使いください。
● 絶対に本機の分解や修理をしないでください。重大な事故になる恐れがあります。
　 また、分解や修理をされた場合は、メーカー保証が受けられません。
 ・  本機の仕様および外観は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

本機は、Class 1 のレーザー機器です。基本的には安全ですが、誤った
使い方をすると、レーザー被ばくをする恐れがあります。

警告： 注意：

絵表示について
この記号は、気をつけていた
だきたい「注意喚起」内容です。

この記号は、してはい
けない「禁止」内容です。

この記号は、必ず実行して
いただく「強制」内容です。

この表示は、「死亡または重傷などを
負う可能性が想定される」内容です。

この表示は、「傷害を負う可能性または物
的損害のみが発生する可能性が想定され
る」内容です。

警 告 レーザーに関する安全上のご注意

警 告 単眼鏡に関する安全上のご注意

警 告

注 意 単眼鏡に関する安全上のご注意

注 意

リチウム電池に関するご注意

リチウム電池に関するご注意

リチウム電池に関するご注意

注 意 リチウム電池に関するご注意

注 意 本機使用上のご注意

注 意 その他のご注意

レーザー光の投光部をのぞき
込み、POWER ボタンを押さな
いでください。視力障害を引
き起こす恐れがあります。

太陽や強い光を見ないでください。また、レーザーを絶対に直接見ないでください。
視力障害を引き起こす恐れがあります。

使用しないとき
は、POWER ボタ
ンを押さないで
ください。投光
先に人がいるか
もしれません。

長時間使用しないときは、
電池を外してください。

お子様の手の届かない場所
に保管してください。

絶対に本機の分解や修理を
しないでください。レーザー
光が放射され、人体に悪影響
を与える恐れがあります。

人（特に目）に向かって
レーザー光を投光しない
でください。視力障害を引
き起こす恐れがあります。

落下などにより
本体カバーが破
損したり、内部
が破損している
場合は、ただち
に使用を中止
し、電池を外し
てください。

レンズや双眼鏡
などの光学的手
段 を 使 っ て、
レーザー光を観
察しないでくだ
さい。視力障害
を引き起こす恐
れがあります。

本機を歩行中に使用しないでください。衝突や転倒でけがの原因となる恐れがあります。

リチウム電池を分解
したり、改造したりし
ないでください。リチ
ウム電池が液漏れ、発
熱、発煙、破裂、発火す
る原因となります。

リチウム電池を火の
中に投入したり、加熱
しないでください。絶
縁物が溶けたり、電解
液に引火したりして、
液漏れ、発熱、発煙、破
裂、発火の原因となり
ます。

リチウム電池を火のそば、ストーブのそ
ばなどの高温の場所（80℃以上）で使用
したり、放置しないでください。熱により
樹脂セパレータが損傷した場合、リチウ
ム電池が内部ショートし液漏れ、発熱、
発煙、破裂、発火する原因となります。

危 険

強い衝撃を与えたり、投げつ
けたりしないでください。リ
チウム電池を液漏れ、発熱、発
煙、破裂、発火させる原因とな
る恐れがあります。

リチウム電池が漏液して液が目に入ったと
きは、こすらずにすぐに水道水などのきれい
な水で充分に洗ったあと、直ちに医師の治療
を受けてください。放置すると液により目に
障害を与える原因となります。

リチウム電池を水や海水など
に浸けたり、濡らさないでく
ださい。リチウム電池内部で
異常な化学反応が起こり、リ
チウム電池が液漏れ、発熱、
発煙、破裂、発火する原因とな
ります。

火のそばや炎天下（自動
車の中）などでの放置は
しないでください。リチウ
ム電池内部で異常な化学
反応が起こり、液漏れ、発
熱、発煙、破裂、発火の原
因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩
いたり、踏みつけたりしない
でください。リチウム電池が
破壊、変形され内部でショー
ト状態になり、液漏れ、発熱、
発煙、破裂、発火の原因とな
ります。

リチウム電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。液漏れした電
解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。

リチウム電池が液漏れして、液が皮
膚や衣服に付着した場合は、直ちに
水道水などのきれいな水で洗い流し
てください。皮膚がかぶれたりする
原因になる恐れがあります。

リチウム電池は、
乳幼児の手の届か
ない所に保管して
ください。

レンズのほこ
りは、柔らか
い油分の付い
ていないハケ
で取り除いて
ください。

テレビやラジオ、またそのアンテナの近くで
使用しないでください。受信障害を引き起こ
す恐れがあります。

雨や雪の日に
ご使用された
ときは、充分
に乾燥してか
ら保管してく
ださい。

湿気が多い場所での保
管は、レンズにカビが
生えたり、曇りの原因
になります。風通しの
よい、乾燥した場所に
保管してください。

レンズの指紋や汚れは、
レンズクリーナーで拭き
取ってください。身近な
布やティッシュなどで拭
くと、レンズに傷が付く
恐れがあります。

お買い上げ後、初めて使用の際
に、さびや異臭、発熱、その他異常
と思われたときは、使用しないで
お買い上げの販売店にご持参く
ださい。

濡れたリチウム電池は使用しないで
ください。故障、感電、発熱、発火の原
因となります。

濡れた手でリチウム電池をさわら
ないでください。感電の原因とな
ることがあります。

通電中のリチウム電池に長時間触れないでく
ださい。温度が相当上がることがあります。長
時間皮膚が触れたままになっていると、低温
やけどの原因となることがあります。

直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温
の場所に放置しないでください。液漏れ、発
熱、発煙の原因になる恐れがあります。また、
リチウム電池の性能や寿命を低下させること
があります。

本機を次のような場所に保管しないでください。変色
したり、変形したり、故障の原因となります。
・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度
が非常に高い所

・湿気やほこり、油煙の多い所
・ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内

本製品は、防噴流形設計 (IPX5準拠)
です。完全防水ではございませんの
で、水につけたり、長時間濡れた状
態で放置すると故障の原因になりま
す。

本機は、簡易距離表示機器です。表示した結果
は、公的な証明等にはご使用になれません。

気温の低いところから高いところへ移動すると、本機内に結
露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりま
すので、結露したまま使い続けないでください。

本機の外装を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔
らかい布で行ってください。内部に異物が入った場合は使用を
中止し、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

落としたり、強いショックを与
えない。破損、故障の原因とな
ります。

ベンジンやシンナー等の揮発性
の薬品を使用して拭かないでく
ださい。塗装面を傷めます。

ユピテルご相談窓口
お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

●下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

●電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

取扱方法などに関するお問い合わせ

※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

受付時間  9：00～17：00  月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

お客様ご相談センター 0120-998-036

●保証書（本書右上⑤）
保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、
大切に保管してください。

●保証期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●対象部分機器
お買い上げの日から1年間です。　　　　　　　　　 本体（消耗部品は除く）

●修理をご依頼されるとき
 「故障かな？と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名（品番）、氏名、
住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。ご転居ご贈答品等

　で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談セン
ターへご相談ください。

○保証期間中のとき
保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本
体をご持参ください。
保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき
まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により
有料修理いたします。
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開ける 電池ふた準    備

適合規格
安全
レーザー
クラス
構造
防水の種類

　各部の名称

　同梱品

　故障かな？と思ったら液晶表示説明

同梱品の追加購入について

距離表示

電池交換

オートパワー
OFF 機能

表示例） 102 ヤード先の目標物に合わせて POWER ボタンを押すと、
水平距離 100 ヤードと垂直距離 20 ヤード
および、角度の 11°が表示されます。
※下向き角度は、マイナス
　で表示されます。

水平距離

垂直距離

直線距離

角度

※切り替えにより
　Mまたは Yが
　表示されます。

※照射時間が短いので、
　ほとんど表示されません。

本体名称

　操作方法

　　視度調節

　　表示切替

● 簡単表示モード

■ ヤード / メートル切り替え

■ 表示モード切り替え

● 詳細表示モード

● POWER ボタンを 1回押すと ● 2 回目以降の表示は

　仕様

ご使用前に同梱品をお確かめください。
●本体 ●ソフトケース●CR2 リチウム電池

レーザー光投光部 / 
単眼鏡対物レンズ

レーザー光受光部

MODE ボタン
・モードを変更したり、
   メートル /ヤードの
   切り替えをします。

・レーザーを照射します。
・ピントのずれを補正します。

・レーザーを受光します。

・のぞき込むレンズです。
※右側のイラストは底部を上に描いてあります。

●ストラップ
※本体の「ストラップ取り付け穴」に取り付けてご使用ください。

CR2 リチウム電池
の形状
（φ15.6×27.0mm）

＋側

－側

●レンズクリーナー
※レンズ ( 3 箇所 ) の汚れの拭き取りにご使用ください。

・レーザーを投光します。/
   目標物に向けるレンズです。

POWER ボタン

単眼鏡接眼レンズ

視度調節リング

ストラップ取り付け穴

電池ふた

MY
M：メートル表示
Y：ヤード表示

MY
MY
High
Level

本体
動作温度
電源
外形寸法
重量
表示関係
距離
角度
表示単位
誤差
光学関係
形式
倍率
対物レンズ有効径
実視界
アイレリーフ
ひとみ径
視度調節範囲

-20 ～ +50℃
CR2 リチウム電池（DC3V）
39(W)×72(H)×105(D)mm（突起部除く）
約 180 g（電池を除く）

5 ～ 600 メートル / 5 ～ 660 ヤード
±60°
1 メートル/ヤード単位
±1M(Y) / ±0.2%

ダハプリズム単眼鏡
6 倍
φ21 mm
7.5°
15mm
φ3.5 mm
± 4m-1

Y
Y
Y
High
Level

Y Y
Y
Y
High
Level

電池残量が少ないときに表示されます。
・表示が出たら、電池交換をしてください。

使用者から目標物を見たときの
水平を基準とした角度を表示します。

照準：目標物に合わせます。

単位

目標物

目標物までの距離

目標物までの垂直距離

目標物までの水平距離

100 ヤード

20 ヤード
102 ヤー

ド

11°

レーザー照射表示

視度調節リング

接眼レンズ

①

②
※使用者が同じ場合は、初めて使うときに調節
　すれば、2度目からは調節の必要はありません。

※長押し（2秒）すると、表示単位の切り替えになります。

視度調節リングを時計まわり（①）に
最後まで回す。

1. 
接眼レンズをのぞき、5メートル以
上離れた目標物を見ます。

2. 

接眼レンズをのぞき、目標物を見て、POWER ボタンを押します。
　　通常表示

　　連続表示

1. 

※距離がわからなかった場合は、以下の表示になります。

※ピンサーチ機能を採用していますので、一番近くの目標物の距離を表示しま
     す。目標物以外の近くの物を見た場合は、目標物を見て POWER ボタンを押
　しなおしてください。

※目標物を探すときは遠くから近くへ移動させてください。

ピンサーチ機能…重なり合った目標物を見た場合、一番近くの目標物の距離を
　　　　　　　　優先して表示します。

※イニシャライズします。 ※距離を表示します。

接眼レンズをのぞき、POWER ボタンを押しながら、目標物を探し
ます。

　  マークが表示されているときは、電池残量がわずかです。
電池の交換をする場合は、次の手順で行ってください。

使用後、約 30 秒後に電源が自動でOFF になるので、電源をOFF する
手間がなく、スムーズにプレイできます。

1. 

近くの目標物を見るたびに表示が変更されます。2. 

ピントが合うように視度調節レンズ
を反時計回り（②）に回します。
ピントが合えば調節完了です。

3. 

MODE ボタンを押すごとに「簡単表示モード」「詳細表示モード」
が切り替わります。

目標物までの
距離のみ表示

目標物までの
距離、水平距離、
垂直距離、角度
を表示

1. 

MODE ボタンを長押し（2秒）するごとに「Y（ヤード）」
「M（メートル）」が切り替わります。
1. 

故障かな？
液晶が表示されない

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

●POWER ボタンを押してください。
●電池の点検をしてください。
●新しい電池と交換してください。

距離が表示されない
●レーザー投光部がふさがれていませんか。 ⇒ 障害物を取り除いてください。
●対物レンズが汚れていませんか。 ⇒ レンズを清掃してください。
●目標物の形状がレーザーで確認しにくい形状ですか。 ⇒ 近くの別の物を見てください。

距離表示が「　  」表示になる
●使用中に手振れをしていませんか。 ⇒ 本体をしっかり保持してください。
●目標物は仕様範囲内にありますか。 ⇒ 仕様範囲内の目標物を見てください。

距離表示が安定しない・間違った距離が表示される
●新しい電池と交換してください。
●目標物の形状がレーザーで確認しにくい形状ですか。
●使用中に手振れをしていませんか。 
●本機と目標物との間に木の葉やガラスなどはありませんか。

※距離がわからない場合は、「　　  」で表示されます。
　原因としては、「仕様範囲外」が考えられます。
　近すぎる / 遠すぎる / 角度が急すぎるなどY
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Y
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Y
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・当社ホームページでご購入頂けるものもございます。
    詳しくは、右記ホームページをご確認ください。

・同梱品を追加購入される際は、機種名とともに  「ＸＸ（機種名）用○○（必要な部品）」で、
   製品購入店やお近くの弊社取扱店にご注文ください。

https://spareparts.yupiteru.co.jp/

Class 1 Laser

EN / IEC クラス 1

防噴流形 IPX5 ( 準拠 )

電池ふた（ねじ式）を反時計まわり
に回し、電池ふたを開けます。

1. 
古い電池を取り出し、新しい CR2 リ
チウム電池をマイナス側が奥になる
ように入れます。

2. 

電池ふたを時計まわりに回して、電
池ふたを閉じます。
※電池ふたのねじをしっかり締めてください。
　防水が不十分になる恐れがあります。

3. 

本機には電池が同梱してありますが、この電池は動作確認用のサンプ
ルです。短い期間で容量がなくなることがあります。


