
モデル: M0102-U / M0102
ユーザーマニュアル

持ち運び可能な多機能ポータブル測定器
MEAZOR �Dは、��mレーザー距離モジュール
および����グレード角度センサーモジュール
で構成され、直線、曲線、複合形状の間取りを
高精度に測定することができます。
Android/iOs用のプロットアプリを搭載してお
り、データ収集、間取り図作成、�D表示、ドキュ
メント受信、共有が可能です。

多機能レーザー距離計�

スタンダード版（モデル Mo���）は、上記の必須機能をすべて
備えています。
プレミアムコンボ（M����-U）はUltra �D アダプタを搭載し、障
害物を回避してより高い精度を実現することが可能です。

*

*



安全に対する説明

本多機能性測定を使用するにあたっては、以下の記載を
注意して下さい。

本製品を使用するにあたり
以下のような環境下では、本製品を使用しないで下さい。

廃棄について:
本製品は、再充電可能なリチウムイオン電池を内
蔵しており、家庭ゴミとしては捨てるのはご遠慮ください。

製品の廃棄に際しては、日本国内の法令に準じて行うよう
にお願いします。
責任の範囲について :

超高温(>��°C) および 超低温(<�°C) 

本端末は、ｸﾗｽ� 分類のﾚｰｻﾞｰ製品です。
絶対に、直接ﾚｰｻﾞｰを直接凝視したり、他
者や動物に向けて照射しないで下さい。
こうした行為は、目や人体にﾀﾞﾒｰｼﾞを与
えることになります。

爆発性 および 腐食性 のある
医療装置が近くにある
航空機内では使用しないでください

説明書を用いずに製品を使用する行為
弊社と了承を得ることなく、他社製品のｱｸｾｻﾘを使用する行為
製品を改造や変換する行為



基本操作

ﾒｲﾝ·ﾒﾆｭｰにある   を左右にｽﾜｲﾌﾟして、機能を選択するか、製品
下部のローラーを回して選択することもできる。選択された機能
のｱｲｺﾝをﾀｯﾌﾟすると、その機能を使うことできる

レーザー

タッチスクリーン

信/次へボタン

電源/戻るボタン

ﾀｲﾌﾟC 充電ﾎﾟｰﾄ

三脚穴

ﾎｲｰﾙﾓｼﾞｭｰﾙ



フリップブラケットを開ける

1 2 3

電源スイッチ

スリープ

電源オフ

充電

2 sec > ON / OFF

30sec > Sleep

2 min > OFF 

1.5-2 hrs > 100%

ｽﾀﾝﾄ ：゙背面にあるフタは動かすことが出来ます。稼働さ
せたフタは製品に対して��°動き本体を立てることが出
来ます。

基本操作



* Ultra 3D Adapterはコンボ版（M0102-U）のみに付属して
います。スタンダードモデル(M0102)をお使いの方は、必要に
応じて写真のUltra 3D アダプタを別途購入する必要がありま
す。
* 写真のMaster Tripodは、必要に応じて別途購入しなければ
なりません。

ハンドルの取り付けと三脚の締め付け

2つの水平バブル水準器が中央にくるまで、三脚の
脚を調整します

3D アダプターのセットアップ



90°

MEAZOR 3Dをアダプタにマグネットで装着してくだ
さい。デバイスとアダプタがしっかりと接続されている
ことを確認し、設置が完了したことを確認します

垂直スタンドを開き、アダプタが地面と水平になるよ
うに調整します。

ポイントスキャナー／カーブスキャナーの機能を選択
する、レベルキャリブレーションを行うため5秒待って
から画面をタップすると、セットアップガイドをスキッ
プしてスキャンを開始することができます。

3D アダプターのセットアップ



ﾚｰｻﾞｰ測定

1 2

測定する単位の設定 : 初期設定で実施。
または；設定画面   にて、設定画面 にてﾒｰﾄﾙ方式、その他の測
定方法(ﾔｰﾄﾞ、ﾌｨｰﾄ、ｲﾝﾁ、ｲﾝﾁ(分数)ﾌｨｰﾄ+ｲﾝﾁ。選択可能。測定
中でも、上部ｴﾘｱをﾀｯﾌﾟすることで、方式表示の変更が可能。ﾒｰ
ﾄﾙ方式で含まれるもの。ﾒｰﾄﾙ､ｾﾝﾁ､ﾐﾘﾒｰﾄﾙ(M, cm, mm.)　ﾒｰﾄﾙ
方式で含まれるもの。M, cm, mm

*ヒント：
MEAZOR �DとMEAZOR/サードパーティ製アプリをBluetoothで接続した場合、中
央部（測定結果）を押すか、記録ボタンを押してください。データが記録され、接続し
たアプリに送信します。Bluetoothで接続されていない場合は、真ん中の部分を押
すとデータをクリアすることが可能です。
MEAZOR �Dがオフライン（アプリに接続していない状態）で測定作業を行う場合は

、タッチパネルで「データ保存」を押して内蔵のデータストレージに測定結果を記録
してください。

�)ﾚｱ調整: MEAZOR �D本体の下部のﾛｰﾗｰを起点
として測定

�) 三脚調整: 三脚穴の中央から測定

�) ﾌﾛﾝﾄ調整: 製品上部から測定。

�）ｽﾀﾝﾄﾞ調整: ｽﾀﾝﾄﾞを開いた状態で、そのｽﾀﾝﾄﾞの下端
部から測定

単位の切り替え

クリア/送信

整列モードの切
り替え

データ保存



*ヒント：
'-MEAZOR �DとMEAZOR/サードパーティ製アプリをBluetoothで接続した場合、
中央部（測定結果）を押すか、記録ボタンを押してください。データが記録され、接
続したアプリに送信します。Bluetoothで接続されていない場合は、真ん中の部分
を押すとデータをクリアすることが可能です.
-MEAZOR �Dがオフライン（アプリに接続していない状態）で測定作業を行う場合
は、タッチパネルで「データ保存」を押して内蔵のデータストレージに測定結果を
記録してください。

�）ｽﾀﾝﾄﾞ調整: ｽﾀﾝﾄﾞを開いた状態で、そのｽﾀﾝﾄﾞの下端
部から測定

ローリング定規
1) 測定対象 ( 1:1 )
2) スケールで測定 (合計 58 スケール)

スケールモードには、�種類のスケールモード（設定
メニューで選択）、合計��個の測定スケールが搭載さ
れています。

US-ARCH US-ENG METRIC-
ARCH

METRIC-
ENG

1/16" = 1' 1" = 1" 1:1 1:10 0
3/32" = 1' 1" = 10 ' 1:2 1:125
1/8" = 1' 1" = 20 ' 1:3 1:150

3/16" = 1' 1" = 30 ' 1:4 1:20 0
1/4 " = 1' 1" = 4 0 ' 1:5 1:250
3/8" = 1' 1" = 50 ' 1:10 1:30 0
1/2" = 1' 1"= 60 ' 1:20 1:4 0 0
3/4 " = 1' 1" = 70 ' 1:25 1:50 0

1" = 1' 1" = 80 ' 1:30 1:10 0 0
1 1/2" = 1' 1" = 90 ' 1:4 0 1:1250

2" = 1' 1" = 10 0 ' 1:50 1:150 0
3" = 1' 1" =  166.6' 1:72 1:1625
4 " = 1' 1" = 20 0 ' 1:75 1:20 0 0
6" = 1' 1" = 250 ' 1:10 0 1:250 0
1' = 1' 1:50 0 0

データ保存

単位の切り替え

スケール設定

現在のスケール

クリア/送信



元へ戻す

データを送る

変位モード

ポイントスキャナ

より良い結果を得るに
は、マスター三脚を使用
してください (別売り)

�) インストール
�) スキャン開始

上図では、MEAZOR �D が部屋の中央に配置されてい
ます。ﾚｰｻﾞ ·ーﾋﾞｰﾑをﾎﾟｲﾝﾄ�に調整してﾀｯﾌﾟすると、�つ
目の基準点が記録されます。
向きを変えてﾎﾟｲﾝﾄ�へ合わせ、記録します。
転回してﾎﾟｲﾝﾄ�,�,�と合わせて、記録していきます。上記
の手順を終えれば、部屋の全ての基準点が読込されま
す。保存   をﾀｯﾌﾟした後、ﾃﾞｰﾀが    MEAZOR APP に送信
されます。
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倾斜モード

基準点に向かう線の間に障害物があるとします。このと
き、Ultra �D アダプタのサポートにより、デバイスを垂直
に持ち上げている間、自動的にティルトモードに切り替
わります。
例えば、図のように、ユーザーはコーナーにある障害物
を避けるために基準点�-�をキャプチャし、完全なフロア
プランをプロットする必要があります。ティルトモードの
アルゴリズムにより、測定結果は上図の青いアウトライ
ンのフロアプランのように表示されます。

*ティルトモードを使用するには、Ultra �D アダプタが必要です。
*ティルトモードを使用した測定作業で、Ultra �D アダプタを使用しなかった場合、
HOZO は測定結果の精度について責任を負わないものとします。
*HOZOは、他社製アクセサリの選択、性能、使用に関して、一切の責任を負わないも
のとします。
HOZOは、サードパーティ製アクセサリの精度や信頼性に関して一切の責任を負いま
せん。
*MEAZOR �D Reusable Target Plates を使用することで、変位モードでの基準点の
取得が容易になり、より良い結果を得ることができます。

垂直方向のテ
ィルト角度
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4
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MEAZOR �Dで複雑な部屋をスキャンしているときに、障
害物に遭遇して部屋全体を直接測定できない場合（レ
ーザーが障害物によって見えない点をピックアップでき
ない）、変位モードをオンにすると、MEAZOR �Dを動か
してより多くの空間を測定することが可能です。 この機
能を使うための手順をよくお読みください。
�) MEAZOR �D を変位させる前に、基準点 A と基準点 B を特定し
ます。
�) MEAZOR �D を新しい位置に移動します。
�)  デバイスを回転させてポイント A と B を再配置し、MEAZOR �D 
の新しい位置を確認します。
�)  スキャンを完了し続けます。

*注意: MEAZOR �D を移動した後、システムは前回の測定の最後の
終点に沿ってスキャンを続けます。
*MEAZOR �D Reusable Target Plates を使用することで、変位モー
ドでの基準点の取得が容易になり、より良い結果を得ることができ
ます。

A

B

A

変位モード

B



曲線ｽｷｬﾅ 

上図で示されているように、MEAZORを部屋の中央に配
置。レーザービームを始点に合わせ、タップして最初の
基準点を記録し、MEAZOR �Dをゆっくり回転させて終
点に合わせてください。

より良い結果を得るに
は、マスター三脚を使用
してください (別売り)

�) インストール
�) スキャン開始

元に戻す

データを送信する

ティルト機能



ピタゴラスのモデル
 ﾌﾟﾛ·ﾚｰｻﾞー 

1

3

エリアモード

1

2

2

ﾌﾟﾛ·ﾚｰｻﾞｰ 

上図で示されているように、MEAZORを部屋の中央に配
置。レーザービームを始点に合わせ、タップして最初の
基準点を記録し、MEAZOR �Dをゆっくり回転させて終
点に合わせてください。

ピタゴラスのモデル－ 
辺(面)A、辺(面)B、角度∠abを測定する事で、�つ目
の辺Ｃ(面)が自動計算されます

長方形面積の測定 ‒ 丈A および 幅B を
測定することで、自動的に面積の計算がされます



�) ホイールを回して角度を測定
�) レーザーを使用して精度を向
上させる

The MEAZOR ｴｷｽﾊﾟｰﾄ
分度器ｱｸｾｻﾘ(別売) 

分度器

MEAZOR 3D を平面に配置し、MEAZOR を回転させ
て水平角度を測定する。角度測定がされている際、
MEAZOR のﾚｰｻﾞ ・ーﾓｼﾞｭｰﾙを角度の起点と終点の特定
の為に活用することもできる。より高精度な角度測定
ができるThe MEAZOR ｴｷｽﾊﾟｰﾄ分度器ｱｸｾｻﾘ(別売) も
併せて活用可能。

The MEAZOR ｴｷｽﾊﾟｰﾄ分度器ｱｸｾｻﾘ(別売) も併せて活
用可能

ｾﾞﾛに戻る

ﾚｰｻﾞｰを利用した位
置調整

次数/ｲﾝﾃﾞｯｸｽ·ﾓｰﾄﾞ



�)  キャリブレーション
�) レベリング開始

水平基準

1

2

MEAZORの電子準位機能を活用する為に、MEAZORを
平面に配置する。水平度数が�° 
(< ± �°)の近似値になると電光部分が青く光る。

横軸：フリップ角／縦軸：チルト角



MEAZOR APP

上記製品の仕様は、予告なく変更される事があります。説明事項に
関する全ての権利は、HOZO DESIGN CO. の保有となります。
全ての商標登録、ｲﾒｰｼ（゙画像、映像、表現など）、技術的なﾃﾞｰﾀ、知
的財産権は、HOZO DESIGN CO.,Limitedに所有権があり、著作権
侵害の対象となります。

MEAZOR アプリとの接続

MEAZOR アプリは無料で利用できるアプリで、
MEAZORシリーズ製品との連携が可能です。測量デー
タを受信し、編集することができます。MEAZOR アプリ
を開いたら、新規プロジェクトを作成します。そして右
上のBluetoothアイコンをクリックし、MEAZOR �Dと
接続してください。


