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Statement

Welcome to use Makeblock products!
Before installing and using the product for the first time, please carefully read all the accompanying 
materials of the product to improve your experience with it. If you fail to use the product according to the 
instructions and requirements of the Manual, or mis-operate the product due to misunderstanding, etc., 
Makeblock Co., Ltd. (Shenzhen) will bear no responsibility for any loss resulting therefrom, except for 
losses due to improper installation or operation by Makeblock professional maintenance personnel.

Makeblock Co., Ltd. (Shenzhen) has collated the Manual rigorously and carefully, but we cannot guarantee 
that the Manual is completely free of error or omission.

Makeblock Co., Ltd. (Shenzhen) is committed to continuously improving product functionality and service 
quality, and therefore reserves the right to change any product or software program described in the 
Manual and the contents of the Manual at any time without prior notice.

The Manual is intended to help you use the product correctly and does not include any description of the 
product hardware and software configuration. For product configuration, please refer to the relevant 
contract (if any) and packing list, or consult your distributor. Pictures in the Manual are for reference only 
and the actual product may vary.

Protected by copyright laws and regulations, the Manual shall not be reproduced or transcribed in any 
way, or be transmitted on any wired or wireless network in any manner, or be translated into any language 
without the prior written authorization of Makeblock Co., Ltd. (Shenzhen).
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02

安全にお使いいただくために（必ずお読みください）

1. 安全性について

Laserboxの操作前に、安全に関するすべての規定と手順をよくお読みください。ユーザーは安全予防措
置すべてに厳密に従い、Laserboxが正しく組み立てられ、正常に動作している状態にするものとします。

01

操作時には、以下の原則に従ってください。
使用の際は、Laserboxに破損がないかを事前に確認してください。破損や欠陥を見つけた場合は、決し
て操作をしないでください。
作業スペースは、清潔で平らな状態を保ちましょう。レーザーチューブはガラス製のため非常に破損しや
すく、破損した場合はLaserboxを使用できなくなる点にご注意ください。
許可なくLaserboxの分解、構造の変更をしないでください。また、OSの改変やデコンパイルも行わないで
ください。
操作中はLaserboxのそばから離れないでください。
Laserboxの内部は清潔に保ってください。切断や彫刻で発生する切りくずや残留物は火災の原因となる
恐れがあり、危険です。定期的にハニカムパネルとトレイ内の切りくずと残留物を除去してください。
レーザーの動作環境温度は5～25℃です。0℃以下での運転は厳禁です。

2. レーザーの安全性について

正常な状態では、CO2レーザーチューブは完全にカバーに包まれた状態で作動します。Laserboxにはセキュリティインターロックスイッチがあり、レー
ザー作動中にふたを開けると、人に危害を与えないようレーザーが停止します。レーザーを安全に使用するために特別な予防措置を講じる必要はあ
りません。

レーザーの安全性についての参照規格は、米国規格協会（ANSI）による米国のレーザー安全使用規格Z136.1-2000に寄っています。この参照規格
は、連邦政府の法令およびレーザーシステムメーカー、および 労働安全衛生局（OSHA）のレーザー安全ガイドラインの基本となっています。これには
正しい設置と使用についての詳細情報が含まれています。

以下の安全ガイドラインに従ってください。
いずれかの部品（トレイなど）を外した状態で機器を操作しないでください。Laserbox のいずれの部分が欠損しても、レーザーシステムが外部に
さらされ、機器の損害リスクが高まります。CO2 レーザービームは目に見えません。ご注意ください。
PVCやビニールを含む素材の切断や彫刻は決して行わないでください（加工プラスチック類の使用は推奨しません）。これらの素材（および塩素や塩
化物を含む他の素材）は腐食性蒸気を発生させ、人体に極めて有害な上、機器にも損害を与えます。PVCやビニールを含む素材の切断や彫刻のため
に発生したいかなる損害も、Makeblockの修理保証範囲に含まれません。
未知の素材の切断や彫刻は行わないでください。PVCやポリカーボネートをはじめとした多くの素材は、気化/溶融の際に有害な煙を放出します。
ふたを開けた状態でのレーザー運転は禁止されています。運転時はふたをしっかりと閉めてください。ふたの安全機構を改ざんしないでください。
排気装置に正しく接続せずにLaserboxを操作しないでください。ほとんどの素材は、加工時に刺激性の煙を発生させます。
ペンキ、ニス、合板、プラスチックなどをはじめとする様々な素材は、加工時に有害な化合物を発生させる恐れがあります。
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3. 火災の防止について

高密度レーザービームは、切断や彫刻の際に素材の表面に照射され、素材を燃焼することなく気化させます。ただ
し、殆どの素材はもともと燃えやすく、着火して炎が上がり、難燃素材で製造された機器であっても全焼する恐れが
あり、また周囲の環境を焼損する恐れもあります。経験上、レーザーに寄るベクトル切断時が、最も炎が上がりやす
いです。アクリル樹脂のベクトル切断は特に燃えやすいことがわかっています。

以下の注意事項と提案をよくお読みください。
積層材（特に紙などの有機素材）は炎が広がりやすく、素材の着火リスクが高まることをご注意ください。
そばに誰もいない状況でLaserboxを使用しないでください。Laserboxを不適切に設定し、機器の動作開始後長時
間そばに誰もいない場合、またはLaserboxの動作中に機械的、電子的な故障が発生した場合、火災が発生するリ
スクがあります。
Laserboxは定期的に清掃してください。切断や彫刻から発生する残留物や切りくずを多量に放置していると、火災
のリスクが高まります。定期的にハニカムパネルとトレイを取り外して清掃し、本体内部に残留物や切りくずが残ら
ないようにしてください。
Laserboxのまわりは清潔に保ち、可燃性素材、爆発物、揮発性溶剤（アセトン、アルコール、ガソリンなど）を残さな
いようにしてください。
消火器を準備してください。消火器に定期的にメンテナンスと点検を実施してください。

03 04

4. 電気機器の安全性について

Laserboxのレーザーチューブはシリコンカバーが付帯し、内部の電源コードをしっかりと保護しています。カ
バーが緩み電源コードが露出している場合、使用を中止し、カスタマーサービスまでご連絡ください。

以下の注意事項と提案をよく読み、遵守してください。
Laserboxが電源につながっている状態では、誤って電源に触れて不要な危険を発生させることがないよう、
本体の修理パネルを一切開けないでください。
Laserboxが電源につながっている状態では、手やその他の工具で電子関連エリアに触れないでください。
Laserboxの電源は、本体背面のスイッチで制御されます。電源をオンにするには、（-）側を押します。電源を
オフにするには、（o）側を押します。
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Laserbox

ボタン  

リングインジケーター

電源スイッチ

電源ポート

USBポート

LANケーブルポート

排煙口

アビエーションコネクタポート

1

2

3

4

5

6

7

8

06

Push

Push

ユーザーマニュアル 
 

内容物一覧

Laserbox × 1

排煙管 × 2 パイプクランプ × 3アビエーションコネクタケーブル × 1 ユーザーマニュアル × 1

電源コード × 1 USBケーブル × 1排気装置 × 1

05

Laserboxとは

1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

11
12

13

スマート排気装置

フィルターカートリッジ

インジケーター

アビエーションコネクタポート

吸煙口

排煙口

1

2

3

4

5

カメラ

レーザーヘッド

トレイ

ハニカムパネル

レーザーチューブ

9

10

11

12

13

07 08

1

2
3

4
5
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かんたん操作ガイド

排気装置を接続する

09 10

1

2

3

4

1. 排気装置に2mの排気管を接続し、排気
管を窓まで伸ばします。

注：公式ウェブサイトから、動画のチュートリア
ルをご覧いただけます。

2. Laserboxと排気装置を1.5mの排気管で
接続します。

3. アビエーションコネクタケーブルで
Laserboxと排気装置を接続します。

4. 電源に接続します。

https://www.makeblock.com/jp/laserbox-video 

クランプパイプを
使用し、排気管を
固定します。
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イーサネット Wi-FiUSB

コンピュータと
Laserboxを接続する

コンピュータとLaserboxの接続
にはLaserbox専用ソフトウェア
が必要です。以下のURLからダウ
ンロードし、インストールしてくだ
さい。

コンピュータとLaserboxの接続方法は、実際の状況に応じて次の3種類から選べます。

https://www.makeblock.com/jp/laserbox

11

Laserboxを起動する

電源ボタンを押すと、レーザーヘッ
ドが自動的にリセットと測定を実
行します。初回起動が完了すると、
リングインジケーターが白く点灯
します。起動には一定の時間がか
かります。しばらくお待ちください。

12
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1. USBケーブルでコンピュータとLaserboxを接続します。 2. ソフトウェアを開いて、「新しいLaserboxを
接続する」を選択し、「次へ」をクリックします。

3. 「USB」を選択して「次へ」をクリックすると、
接続が開始されます。

4. 接続完了です。

USBケーブルで接続する

1413
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1. コンピュータとLaserboxをルーターのLANポートにそれぞれ接続します。 2. ソフトウェアを開いて、「新しいLaserboxを
接続する」を選択し、「次へ」をクリックします。

3. 「イーサネット」を選択して「次へ」をクリッ
クすると、接続が開始します。

4. 接続完了です。

LANケーブルで接続する（LANケーブルはパッケージに含まれません）。

1

15 16
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1. USBケーブルでコンピュータとLaserboxを接続します。 2. ソフトウェアを開いて、「新しいLaserboxを
接続する」を選択し、「次へ」をクリックします。

3. 「Wi-Fi」を選択し、「次へ」をクリックします。 4. ご使用中のWi-Fiネットワークに接続します。

5. 接続が成功すると、USBケーブルを外して無
線でLaserboxを操作することができます。

Wi-Fiで接続する

1817
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公式素材を作業エリアに置きます。

 注：切断／彫刻素材の要件については付録の表を参照してください。

切断／彫刻

20

1

19
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Laserbox専用ソフトウェア
を開き、サンプル図案を選
択します。インポートした図
案や自作の図案でも構い
ません。

本体のボタンを押して切断
／彫刻を開始します。

リングインジケーターが緑色に点灯
するとタスク完了です。

21 22

2

スタートボタンをクリックします。
公式素材はLaserboxによって自
動的に判別され、切断／彫刻パ
ラメータが自動設定されます。

3

「送信」をクリックし、図案を
Laserboxに送ります。送信完
了後、Laserboxは準備状態
になり、リングインジケーター
が青く点滅します。

4

5

100%
Laserbox

对象

速度 20%

功率 30%

2切割次数

雕刻切割

126.3178.4
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5秒間長押し

その他の操作

タスクの一時停止

方法1：ソフトウェアの「一時停止」
ボタンをクリックし、タスクを一時
停止します。

方法2：本体のボタンを押してタス
クを一時停止します。もう一度押
すとタスクが再開されます。

方法3：ふたを開けるとタスクが
一時停止します。ふたを閉め、本
体のボタンを押すとタスクが再開
します。

タスクの取消

1. ふたを開けます。

注：切断／彫刻開始後は、Laserbox専用ソフトウェア上の「一時停止」->「取消」
ボタンのクリックでもタスクを取り消すことができます。

23 24

1

2

2. ボタンを5秒間長押しします。タスク
の取消が成功すると、ピッという音が
鳴り、リングインジケーターが赤から
青に変わります。

方法1：

方法2： 方法3：

密度
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M
その他の機能

注：最適な切断／彫刻効果を確保するために、DeliのS550油性ペンの使用を推奨します。図案は円
形コードと素材の端からできるだけ離して下さい。素材はハニカムパネルの中央に置くようにしま
す。自作スケッチの切断は、コピー用紙と公式素材を使用した場合のみ制作が可能です。その他の素
材を使用した場合の破損に関しては、Makeblockの修理保証サービスは適用されません。

スケッチカット切りくずの清掃

25 26

1

2 3

Laserboxの作業で溜まった残留
物と切りくずは、定期的に清掃す
る必要があります。怠った場合に
は、火災の原因となり得ます。図
のようにトレイを引き出し、残留
物と切りくずを取り除きます。

黒または赤の油性ペンで、コピー用紙
または公式素材に図案を描きます。黒
ペンで描かれた図案は、黒線の外側
の輪郭に沿って切断される場合と、黒
い部分を彫刻される場合とあり、二通
りまたは両方を選ぶことができます。
赤ペンで描かれた図案は、描かれた
線に沿ってそのまま切断され、彫刻は
されません。

1. 図案を描画します。DeliのS550油
性ペンを推奨します。

2. 素材を置き、ふたを閉めます。

3. Laserboxのスイッチを押してタス
クを開始します。
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1.抽出対象の図案を置きます。

3. 図案抽出の完了です。

2. Laserbox専用ソフトウェアを開い
て「画像抽出」を選択し、抽出する図
案の範囲を指定します。Laserboxには、表面画像を抽出し、

さらなる制作物を作り出すための
内臓カメラが搭載されています。

画像抽出

27 28

1

2

3

Makeblock Confidential Document



最大切断可能寸法：500（長さ）*300（幅）*22（厚さ）mm

切断/彫刻材料のタイプ： 推奨しない素材：

注：品質の良くない素材を使用すると、うまく切断／彫刻できない場合があります。Makeblock公式素材の使用を推奨します。
上記の非推奨素材を使用すると、機器の破損が発生する恐れがあります。そのために発生した破損は、Makeblockの修理保
証サービス範囲外に属します。

29 30

付録1：切断/彫刻材料の要件 付録2：リングインジケーターの状態の説明

段ボール紙普通紙 平らでない材料

湿った材料

汚れた材料

規格寸法外の素材

木板 アクリル

皮革

布 下敷き

ABS樹脂板

PET ゴム

プラスチック 人工大理石

ベニヤ板 グラスファイバー

インジケーターの状態 説明

白色で点滅 システム起動

接続待ち

作業完了

異常

スリープ状態: 待機状態で10分間何も操作がなかっ
た場合、スリープ状態に入る

白色で点灯

青色で点灯

実行可能状態: 図形の送信に成功青色で点滅

6個のインジケーターが
徐々に点灯

緑色でゆっくり点滅

赤色で点灯

Laserboxファームウェアのアップグレード中紫色で点灯

緑色で点灯

待機状態: Laserboxはコンピュータに接続済み

作業中: インジケーターの点灯数で現在の進行状況を表示
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Declaration of conformity Hereby, Makeblock Co., Ltd., declares that this product is in compliance 

with the essential requirements and other relevant provisions of Directive RED 2014/53/EU and the 

RoHS directive 2011/65/EU

31 32

注釈および説明

1.上記の「修理保証期限」は購入レシートに記載の日付とし、請求書の日付を参照しています。購入時の請求書は保管してください。有効な請求書がない場合、修理保証期限は工場出
荷日から起算します。
2.レーザーチューブ保証期間：
    Makeblock社は、製品到着時にレーザーチューブに亀裂が入っていた場合、保証サービスを提供いたします。
    保証期間内において、Makeblock社は、レーザーチューブ本体の外観に明らかな破損が無い場合でも、機能異常(例：レーザーが出ない、等)が現れた場合には、販売後の保証サー
ビスを提供いたします。
    保証期間内において、Makeblock社は、使用中にレーザーチューブの外観が破裂した場合(搬送過程による破裂および使用環境温度が低すぎた場合の凍裂は含むものの、それに限
定されることは無い)、販売後の保証サービスを提供いたしません。

製品修理保証について

修理保証
の範囲

主要部品

消耗部品

消耗品

アクセサリ

部品名

12か月

修理保証期限設定なし
（出荷時の破損は無料交換）

保証期限

フィルター、木板など

電源コード、アビエーションコネクタケーブル、ユーザーマニュアル、包装、ハ
ニカムパネルなど

PCB基盤部品、モーター、カメラ、および消耗部品・消耗品以外の全ての部品

レーザーチューブ、ガイドレール、コンベヤベルトなど

DECLARATION OF CONFORMITY
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33 34

製品情報

製品シリアル番号：

修理保証適用範囲外

本書に記載の保証は、以下の状況には適用されません。
製品または部品の対応する修理保証期限が既に超過している。
誤った、または不適切な使用、保守、または保管による故障や破損。例：不適切な移動、適切な意図以外での使用、外部機器の不適切
な着脱、落下または外部からの不適切な圧迫、温度・溶剤・酸/アルカリ・浸水など不適切な環境への接触または曝露、虫やネズミまた
は異物の侵入により製品または部品（カバー、ユニット、ケーブルなど）に発生した割れ・錆び・破損など。
Makeblock公認の代理店、または人員以外による設置、修理、改変、追加、分解により発生した故障または破損。
製品または部品の本来の識別情報が改変、変更、除去された場合。
販売時の請求書または修理保証カードがない場合（ただし、本書に別途規定のあるものを除く）。
合法的に許可されていない、標準でない、および公開されていないソフトウェアにより発生した故障または破損。
ウイルス感染、ハッカーによる攻撃、またはその他の悪意ある侵害によって発生した故障または破損。
不可抗力事由または想定外の事故により発生した故障または破損。
その他、製品そのものの品質の問題に起因するのでない故障または破損。
中断なく、またはエラーなく動作可能である製品。

上記の状況が発生した場合は、その責任を負う者に解決を求めるものとし、Makeblockはそれに対していかなる責任も負いません。
修理保証期間または保証範囲に含まれない部品、アクセサリ、またはソフトウェアのために製品の正常な使用が不可能になった場合、
その故障は修理保証範囲に含まれません。そのような問題については、関連の修理保証規定に従ってそれらの部品、アクセサリ、ソフト
ウェアを更新・修復することで解決するものとします。製品の使用過程で生じる正常な色あせ、摩耗、および消耗は、修理保証範囲内の
故障ではありません。
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