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 ﾕｰｻﾞｰ向け取扱説明書                  
 各言語版の取扱説明書は、 

以下ﾘﾝｸよりｱｸｾｽ下さい。 

English | 簡体字 | 繁体字 |  

日本語 | Deutsch | Español 

| Italiano | Français |  ُاَْلعََرِبیَّة 
- hozodesign.com/meazor からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可 

- 以下の QR ｺｰﾄﾞを読込むと、 

MEAZOR APP のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが可能。 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_en_Europe
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概要                               
The MEAZOR は、携帯可能かつ多機能を備えた

測定装置端末で、以下のような特徴を持ちます。 

82feet (25m) ﾚｰｻﾞｰ測距ﾓｼﾞｭｰﾙ 

4096-ｸﾞﾚｰﾄﾞ回転定規ﾓｼﾞｭｰﾙ 

高精度 

直線・曲線の他、複合的な要素のある 

外形の測定が可能。 

また、Android および iOS の双方で使用できる 

図面ｱﾌﾟﾘが搭載されており、ﾃﾞｰﾀ収集 / 間取図

の描画と編集 / 文書の受信や共有が可能。 

標準装備版の端末には、以下のような機能性が組

込まれている。ｸﾗｳﾄﾞ・ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞをご覧

頂けると、これら以外の最新の特性を確認しても

らうことができます。 

 

安全のしおり                                    
本多機能性測定を使用するにあたっては、以下の

記述を注意深く読んで下さい。 

本端末は、ｸﾗｽ 2 分類のﾚｰｻﾞｰ製品です。 

 絶対に、直接ﾚｰｻﾞｰを凝視したり、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、

目にﾀﾞﾒｰｼﾞを与えることになります。 

本製品は、開発・製造に係る厳格な基準および評

価指標に準拠しています。 

しかし、外的環境要因からの影響や干渉を受ける

事を除外して訳ではありません。 

以下のような環境下では、本製品を使用しないで

下さい。 

 超高温(>40°C) および 超低温(<0°C)  

 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 
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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、使用現地国・地域での法

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 : 

以下に明記されているような不適切な使用方法に 

よって生じたダメージに対しては、弊社では責任

を負えませんのでご注意ください。 

 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 

 製品を改変する変換する行為 

 

 電源供給                                
ﾀｲﾌﾟ C 充電ﾎﾟｰﾄを使用。電池の定格出力は

650mAh。5V-1A 充電器が対応。充電所要時間

は約 2 時間。 

*注: 本製品は急速充電に対する、デュアルエン

ドのタイプ C充電ケーブルおよび 充電器には非

対応。 

基本操作                               

 

 1 ﾚｰｻﾞｰ測距ﾓｼﾞｭｰﾙ : ｸﾗｽ 2分類のﾚｰｻﾞｰ製

品。直接、ﾚｰｻﾞｰを凝視しないで下さい。 

 2 画面 :  

ﾀｯﾁ画面では、ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞや左右への  

ｽﾜｲﾌﾟおよび上下への  ｽﾜｲﾌﾟに 



4 

より各機能の選択と使用ができます。 

 3 電源 / ﾎｰﾑ・ﾎﾞﾀﾝ  - を 3秒間長押

しすることで、端末のｽｲｯﾁを ON / OFF。 

ﾎﾞﾀﾝをﾜﾝﾀｯﾌﾟ押すと、ﾒｲﾝ・ﾒﾆｭｰに戻る。 

 4 ﾀｲﾌﾟ C 充電ﾎﾟｰﾄ 

 5 三脚穴：穴はﾛｰﾗｰの後部に実装されてお

り、製品のﾛｰﾗｰを時計回りに回転させるこ

とで、締付けることが可能。 

 6 ﾎｲｰﾙﾓｼﾞｭｰﾙ： 

製品が平面を横切るようにﾛｰﾙさせ、直線

及び曲線の長さを測定します。 

実際の使用にあたっては、ﾎｲｰﾙｽｹｰﾙ機能の

記述詳細を一読下さい。 

 ｽﾀﾝﾄﾞ：背面にあるフタを捲ります。フタ

は製品の外容に 90°で配置できます。 

 

基本操作 および 設定                           
 ｽｲｯﾁ ON / OFF 

電源ﾎﾞﾀﾝ  を 3秒間長押しすることで、 

端末のｽｲｯﾁを ON / OFF。 

もし端末の動作が 1分間経過してもない場合 

には、自動的にｽﾘｰﾌﾟ・ﾓｰﾄﾞに移行する。 
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また、端末の動作が 30 分間経過してもない場合

には、自動的にｽｲｯﾁ OFF となる。 

機能性の選択 

ﾒｲﾝ・ﾒﾆｭｰにある  を左右にｽﾜｲﾌﾟして、

機能性を選択するか。選択された機能性のｱｲｺﾝを

ﾀｯﾌﾟすると、その機能性のﾍﾟｰｼﾞに入ることがで

きる。 

 

ﾚｰｻﾞｰ測定                                  

中央部: 番号をﾀｯﾌﾟすることにより、ﾃﾞｰﾀを記録

できる。 

上部: 測定する単位 

下部: 調整ﾓｰﾄﾞ 

 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. 

 

 調整ﾓｰﾄﾞの設定： 

 

ﾚｱ調整: MEAZOR ﾛｰﾗｰ下面尾部を起点として測定 
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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 

    

三脚調整: 三脚穴の中央から測定 

    

ﾌﾛﾝﾄ調整: 製品上面から測定。 

 

ｽｹｰﾙ・ロｰﾗｰ                            

中央部 : 番号をﾀｯﾌﾟすることにより、 

ﾃﾞｰﾀを記録できる。 

上部 : 測定する単位 

下部 ：縮尺比の選択 

 

 

 

ﾛｰﾗｰｽｹｰﾙを使用する場合、尾部にある基準点が灯

る。 

ここでﾕｰｻﾞｰは、通例で手にしている位置を選択

する事により、基準点としたい起点と終点を選択

することができます。 

 

 測定する単位の設定:  
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初期設定および設定画面では、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。を選択可能。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。 

その他の測定方法に含まれるもの。 

ﾔｰﾄﾞ、ﾌｨｰﾄ、ｲﾝﾁ、ｲﾝﾁ、ﾌｨｰﾄ+ｲﾝﾁ。 

（ﾏｲﾙ単位は、ｽｹｰﾙﾓｰﾄﾞに含まれる。） 

ﾒｰﾄﾙ方式で含まれるもの。m, cm, mm. 

（KM単位は、ｽｹｰﾙﾓｰﾄﾞに含まれる。） 

縮尺比の設定： 

下部  : ｽｹｰﾙ測定へ戻る 

上部 ：縮尺比 1:1 に戻す 

中央部 ：上下にｽﾜｲﾌﾟして縮尺比を選択 

 ﾎﾟｲﾝﾄ・ｽｷｬﾅ (見取図ｽｷｬﾅ)                              

ﾎﾟｲﾝﾄ・ｽｷｬﾅは、MEAZOR が特許権を有する機能

性です。MEAZOR を三脚または平面に配置しま

す。以下の手順を踏むことによって、ﾕｰｻﾞｰはﾌﾛｱ

の間取りを正確にｽｷｬﾝすることができます。 

ﾚｰｻﾞｰを隅や基準点に照射 → ﾎﾟｲﾝﾄを取得 → 

 方向転回 → この一連の操作を繰り返します。  

ｽｷｬﾝの結果は、さらに編集などをしたい場合は、

ここから MEAZOR App に転送が可能です。 

最も正確なｽｷｬﾝ結果を得るべく、以下の説明をよ

く読んで操作して下さい。 
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中央部 ：現状のｽｷｬﾝ・ﾌﾟﾛｯﾄ。 

ﾀｯﾌﾟすることにより基準点を記録。 

 元へ戻す 

 ﾃﾞｰﾀを保存 

 基本操作： 

 

上図では、MEAZOR 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 1 に調整してﾀｯﾌﾟす

ると、1 つ目の基準点が記録されます。 

向きを変えてﾎﾟｲﾝﾄ 2 へ合わせ、記録します。 

転回してﾎﾟｲﾝﾄ 3,4,5 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。 

曲線ｽｷｬﾅ                                 

 

曲線ｽｷｬﾅは、MEAZOR が特許権を有する機能性

です。MEAZOR を三脚または平面に配置しま

す。ﾕｰｻﾞｰは、物体の外容を取得すべく製品を転

回させます。 

その際、ﾚｰｻﾞｰが物体を通過して捉える事によっ

て、曲線外容のｽｷｬﾝが正確に完遂される事になり

ます。 
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ﾕｰｻﾞｰがｽｷｬﾝの結果を更に編集したい場合には、

ここから MEAZOR App に転送が可能です。 

最も正確なｽｷｬﾝ結果を得るべく、以下の説明をよ

く読んで操作して下さい。 

 

中央部 ：Current scanning plot 

上部 ：ﾃﾞｰﾀを保存 

下部 ：元に戻す 

 

 基本操作 ： 

 

上図で示されているように、MEAZOR を部屋の

中央に配置。ﾚｰｻﾞｰ・ﾋﾞｰﾑをﾎﾟｲﾝﾄ 1 に調整して 

ﾀｯﾌﾟすると、1 つ目の基準点が記録されます。 

ゆっくりと、MEAZOR を回転しﾎﾟｲﾝﾄ 2 へと合わ

せます。  をﾀｯﾌﾟしてﾃﾞｰﾀを保存し、 

MEAZOR APP  に送信。 

 元に戻す : ｽｷｬﾝのﾘｽﾀｰﾄ 

 

 

 

 

 ﾌﾟﾛ・ﾚｰｻﾞｰ                                        
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ｽﾃｯﾌﾟ 1 – 機能性の選択 

 

中央部 ：ｽﾗｲﾄﾞして他の機能性を選択 

上部 ： 測定する単位 

1. ピタゴラス測定 –  

辺(面)A、辺(面)B、角度∠ab を測定する事

で、3つ目の辺(面)が自動計算されます。 

 

2. 長方形領域の測定 – 丈 A および 幅 B を 

測定することで、自動的に領域計算がされます。 

 

その他の機能性については、ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

を確認して下さい。 

 

 

ｽﾃｯﾌﾟ 2 – 測定 
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中央部 ：測定寸法 

上部 ：調整ﾓｰﾄﾞ種別の選択 

下部左 < : 前のｽﾃｯﾌﾟ 

下部右 > : 次のｽﾃｯﾌﾟ 

中央部下 : 現状の測定種別 

 調整ﾓｰﾄﾞの設定 ： 

 

ﾚｱ調整: MEAZOR ﾛｰﾗｰ下面尾部を起点として測定 

    

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 

    

三脚調整: 三脚穴の中央から測定 

    

ﾌﾛﾝﾄ調整: 製品上面から測定。 

 

ｽﾃｯﾌﾟ 3 – 保存と送信 

 

中央部 ：計算結果表示（緑） 

下部 ：前のｽﾃｯﾌﾟに戻って、測定ﾃﾞｰﾀを編集 

上部 ：  をﾀｯﾌﾟし、保存および送信  

ﾌﾟﾛﾚｰｻﾞｰ・ﾃﾞｰﾀは、図式化された結果として

MEAZOR App で確認可。 

 

分度器                                       

MEAZOR 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
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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。 

 

MEAZOR ｱｸｾｻﾘ各種は、MEAZOR APP および

HOZODESIGNJAPAN で購入可能です。 

 

 

 

中央部  ：角度寸法 

上部  ：ｾﾞﾛに戻る 

下部左 : ﾚｰｻﾞｰを利用した位置調整 

下部右: 次数/ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾓｰﾄﾞ 

 

水平基準                                        
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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 0°  

(< ± 1°)の近似値になると電光部分が青く灯る。 

  

垂直軸 : 回転角度 / 水平軸 : 傾斜角度 

 

トラブル解決ガイド                                    

問題点 解決策 

充電できない。ｽｲｯﾁ ON

した後、充電表示がな

い。もしくは、充電ﾌﾟﾗｸﾞ

が挿入されているにもか

かわらず、ｽｲｯﾁ ON にな

らない。 

別の充電ｹｰﾌﾞﾙおよび充

電ﾌﾟﾗｸﾞで試みて下さ

い。または、販売店に

お問合せ下さい。 

画面表示が正常でない。

（斑模様、文字化け、破

損など） 

ｶｽﾀﾏｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｻｰﾋﾞｽを

受けるべく、販売店に

お問合せ下さい。その

際には、保証規約を確

認下さい。 

製品のｽｲｯﾁ ON が正常で

ない。ﾊﾞｲﾌﾟﾚｰｼｮﾝ・ﾓｰﾀｰ

の振動が止まらない。 

ｼｮｰﾄ、水の侵入。 

12 時間、製品使用を控

え、経過後改めてｽｲｯﾁ

ON。もしくは、ｶｽﾀﾏ

ｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｻｰﾋﾞｽを受け

るべく、販売店にお問

合せ下さい。 

MEAZOR がｽﾏｰﾄﾌｫﾝの

Bluetooth で検出されな

い。 

MEAZOR が、他の端末

と接続していない事を

確認。MEAZOR をお手

24/7è

37/6è

11/1è

11/1è
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持ちのｽﾏｰﾄﾌｫﾝへと接続

する際には、必ず

MEAZOR APP のみから

で行なって下さい。 

お手持ちのｽﾏｰﾄﾌｫﾝの

Bluetooth 設定から、直

接接続はしないで下さ

い。 

MEAZOR APP への

MEAZOR Bluetooth の 

接続ができない。 

MEAZOR APP を最新

版にｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄして下さ

い。もしくは、別の携

帯型端末での接続を試

みてください。 

ﾚｰｻﾞｰ測距の不具合。 

丈の表示が 0000。 

製品を再起動し、明光

すぎない環境下で使用

して下さい。ｶｽﾀﾏｰ・ｻ

ﾎﾟｰﾄ・ｻｰﾋﾞｽについて

は、販売店にお問合せ

下さい。 

ﾛｰﾗｰ測距異常。ﾛｰﾗｰを測

定に使用する際、応答が

ないか実際の距離と符合

していない。 

 

充電中にﾛｰﾗｰ輪部の機

能性を使用しないで下

さい。製品を再起動し

てみて下さい。もしく

は、ｶｽﾀﾏｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｻｰ

ﾋﾞｽについては、販売店

にお問合せ下さい。 

 
お問合せ                                      

HOZO DESIGN JAPAN 

https://hozodesign.jp/  

 

保証規約                                 

保証対象期間 

HOZO DESIGN JAPAN は、 

製品の不具合に対して、その製品購入日 

から 1 年間限定で保証を提供するもので 

あります。 

 特殊なｹｰｽ 

保証期間内であっても、以下のような場合には保 

証規約に照らして対象外となり、修理には追加費 

用が掛かる事になります。 

1) ﾕｰｻﾞｰ側での不適切な使用方法、メンテナンス
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方法、保管方法があった場合。 

2) ﾕｰｻﾞｰ側で部材の取外しをした場合。 

3) 購入証明を保持していない場合。 

4) 修理の為に送付された製品とｼﾘｱﾙ・ﾅﾝﾊﾞｰが合 

致していない。もしくは改竄されているもの。 

5) 不可抗力に生じたﾀﾞﾒｰｼﾞ 

6) 通常使用による損傷で、交換を必要とするも

の。 

7) 異常な温度や湿度の下で使用されたり、保管

されたりした事に起因するﾀﾞﾒｰｼﾞ 

8) 取扱説明書に明示されている適切な方法以外

で充電した事に起因する電池へのﾀﾞﾒｰｼﾞ 

9) その他、取扱説明書に明示されている適切な

方法を踏襲しない事が起因となったﾀﾞﾒｰｼﾞ 

 

 修理を必要とする場合の製品送付について: 

販売店に問合せの上、適切な形で製品を送付 

して下さい。その際、ｼﾘｱﾙ・ﾅﾝﾊﾞｰおよび購入 

証明を併せて明示下さい。 

 

 ｼﾘｱﾙ・ﾅﾝﾊﾞｰ 

ｼﾘｱﾙ・ﾅﾝﾊﾞｰ記載箇所は、下図を参照下さい。 

ｼﾘｱﾙ・ﾅﾝﾊﾞｰの無い製品や端末は、即ち試用版か

展示品であり、保証の対象外となります。 
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著作権表示について                                 

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。 

 

 

 

Laser Radiation, Do Not Stare 
into Beam


