
レーザーライン光源 

 

照射光(拡大) 

      通常タイプ   低ノイズタイプ 

 

紫外～近赤外 レーザーコリメーション光源 

各種組込み用光源の対応ができます。お問い合わせください 

 
 

                
   

 
  

        ＡＬＴ－３１００  超小型  外形：Φ４×１８ｍｍ      

    ＡＬＴ－３２００     小型  外形：Φ８×３０ｍｍ  

非球面ガラスレンズを使用した高精度な計測用コリメーション光源です  

ＡＬＴ－３３１０   標準タイプ  コリメート径：４ｍｍ  
ＡＬＴ－３８５０ 低ノイズタイプ 外形：Φ１２×５３ｍｍ 

ＡＬＴ－３４００   標準タイプ  コリメート径：１０ｍｍ  
 ＡＬＴ－３８６０ 低ノイズタイプ 外形：Φ３０×８９ｍｍ 

ＡＬＴ－３５００   標準タイプ  コリメート径：１６ｍｍ 
ＡＬＴ－３８７０ 低ノイズタイプ 外形：Φ３０×８６ｍｍ 

          ●共通仕様  波長：６５０ｎｍ、（メーカーオプション：４０５～９０５ｎｍ） 

         出力：１mW、（メーカーオプション：０．１～２００ｍＷ） 

                             電源電圧：ＤＣ５Ｖ、９V  

 

低ノイズタイプは、高周波重畳回路を搭載しスペックル、戻り光、モード  
ホッピング等のノイズを低減しています 

    
  
 
 

 
 
         高出力なコリメーション光源です 

ＡＬＴ－３６００ 波長：５２０ｎｍ 光出力：３０ｍＷ  電源：９Ｖ 

ＡＬＴ－３６１０   波長：４５０ｎｍ 光出力：３０ｍＷ  電源：９Ｖ  

ＡＬＴ－３６２０   波長：６３８ｎｍ 光出力：４０ｍＷ  電源：５Ｖ 
 ＡＬＴ－３６３０   波長：４０５ｎｍ 光出力：８０ｍＷ  電源：９Ｖ  

ＡＬＴ－３６４０   波長：８０８ｎｍ 光出力：２００ｍＷ 電源：５Ｖ 

ＡＬＴ－３６５０   波長：８３０ｎｍ 光出力：２００ｍＷ 電源：５Ｖ 

     ●共通仕様  コリメート径：４ｍｍ、外形：Φ１６×５８ｍｍ、レーザークラス３Ｂ 
   

     
   
 光切断法による３次元計測に使用できます 

ＡＬＴ－７１１０   標準タイプ   ライン：１５０μｍ×５０ｍｍ ＷＤ３００ｍｍ 

ＡＬＴ－７８１０  低ノイズタイプ   外形：Φ１２×６５ｍｍ 

ＡＬＴ－７１３２D  標準タイプ   ライン：７０μｍ×６０ｍｍ ＷＤ１３０ｍｍ 

ＡＬＴ－７８３０  低ノイズタイプ    外形：Φ１６×８０ｍｍ 

ＡＬＴ－７４００    標準タイプ       ライン：１０μｍ×１０ｍｍ ＷＤ６０ｍｍ 

ＡＬＴ－７８４０     低ノイズタイプ   外形：Φ１６×１００ｍ                  
        ●共通仕様  波長：６５０ｎｍ、（メーカーオプション：４０５～９０５ｎｍ） 

          出力：１mW、（メーカーオプション：０．１～１００ｍＷ） 
                    

          

 

ＡＬＴ－７５００ ライン幅：２０μｍ ライン長：１６ｍｍ以上 

    波長：６６０ｎｍ 外形：６３×１８０×９０ｍｍ 

    ＡＬＴ－７７０２ ライン幅：６μｍ ライン長：３ｍｍ以上 

       波長：６６０ｎｍ 外形：80×220×68ｍｍ 

ＡＬＴ－７７０3 ライン幅：４μｍ ライン長：３ｍｍ以上 

            波長：４０５ｎｍ 外形：80×220×68ｍｍ   

高精度計測用レーザーライン光源 

高周波重畳波形 

計測用レーザー光源 
レーザーコリメーション光源 



内径計測用レーザー光源 

レーザーパターン光源 固定パターン 

  

 

 

 

パイプ等の内径検査用で 360°方向にレーザーを照射する事ができます 

 

  

ＡＬＴ－４３００ 
      レーザー光をラジアル方向に放射する光源 
      外形：Φ１２×５８ｍｍ 

  
 

ＡＬＴ－７６００—R２５９  
      レーザー光をコーン状に放射する光源 

      放射角  ２９度 

           外形：Φ１６×５８ｍｍ 

  
 

アクティブステレオ法による３次元計測に使用できます。 

 

 

   ＡＬＴ－７６２０－R２５６ 格子パターン 

   放射角：２２度  ５１×５１格子 

      波長：６４０ｎｍ ２０ｍW 

ＡＬＴ－７６２０－R２５７ マルチドット  
    放射角：２２．８度  ５１×５１ドット 

   波長：６４０ｎｍ ２０ｍW 

ＡＬＴ－７６２０－R２３１ マルチドット  
    放射角：５．２度  １０１×１０１ドット 

   波長：６４０ｎｍ ２０ｍW 

ＡＬＴ－７６２０－R３８４ ランダムパターン  
    放射角：52 度  ５１９７８ドット 

   波長：６４０ｎｍ ２０ｍW 

ＡＬＴ－７６２０－R３８５ ランダムパターン  
    放射角：5３度  １０１０５０ドット 

   波長：６４０ｎｍ ２０ｍW 

ＡＬＴ－９F２６－R３７３ ランダムパターン  
    放射角：４７度  ３１８０６ドット 

   波長：８３０ｎｍ １００ｍW 

     レーザークラス１M、２M、３R に対応できます。お問い合わせください。 

 

 
           

ＡＬＴ－７６２０－R２５５ マルチライン 

   放射角：１７．６度  ６５ライン  

      波長：６４０ｎｍ ２０ｍW 

ＡＬＴ－７６００－R２４８ クロスライン  
    放射角：３１度 

   波長：５２０ｎｍ １５ｍW 

ＡＬＴ－７６２０－R２４０ ドットリング  
    放射角：１０．８度  １６ドット 

   波長：６４０ｎｍ ２０ｍW 

  各種パターンの用意があります。お問い合わせください 

 

 
メッセージやマークを任意の場所に照射できます。 

ＡＬＴ－５１００  近距離,組込タイプ 
    投射距離：３～３０ｍ 

   外形：Φ１６×５８ｍｍ 

ＡＬＴ－５３００ 近距離、防水タイプ 
    投射距離：３～３０ｍ 

   外形：１７０×９５×３３ｍｍ 

  任意パターンを作成できます。お問い合わせください 

  

３次元計測用パターン光源 

レーザーリング光源 

レーザー放射リング光源 

計測・ガイド用パターン光源 

レーザーメッセージプロジェクター 



レーザードライブ基板 

レーザーパターン光源 可変パターン 

 

 

 

 

レーザースキャンにより可変パターンを照射します。ライン光またはコリメーション光をスキャンし照射する 

方式のためフォーカスフリーである特徴をもっています 
 

 
  方式  ２D MEMS スキャン方式 

  光源  RGB 半導体レーザー 

  解像度  ７２０P （１２８０×７２０） 

  フレームレート ６０FPS 

  アスペクト  １６：９ 

  コントラスト ５０００：１ 

  明るさ  ２０ｌｍ 

  電源   ５V  Micro USB 

  入力  HDMI 

  外形  ９５×６５×１６．５ｍｍ 

   

 
 

  ライン光をスキャンし、レーザーを変調することにより任意の 

  縞模様のパターンを照射することができます。 

  幅の異なるストライプをカメラフレームに同期してライン光 

  の時間軸でグレイコードを照射します。 

 

 

 
ライン光をスキャンし、レーザーをアナログ変調することにより 

正弦波状の強度パターンを発生させます。 

ＭＥＭＳスキャナやガルバノスキャナと同期をとり位相シフトも 

可能です。 

 

 

 

   
非共振タイプの１次元、２次元ＭＥＭＳスキャナや 

ガルバノスキャナとライン光源を組み合わせ、 

任意の位置にラインを照射できます。 

 
 

 

  

 

 

  駆動電流    最大３００ｍＡ 

デジタル変調  １ＭＨｚ    

電源     ３～５Ｖ 

制御    APC／ACC 

パワー制御  DC ０～５V 

外形    ２７×８×５ｍｍ 

 

 

 

  駆動電流    最大２Ａ 

アナログ変調  １００KＨｚ（ＡＣＣ）    

電源    ５～１２Ｖ 

制御    APC／ACC 

外形      72×４７×１０ｍｍ 

 

 

 

  駆動電流    最大２Ａ 

変調周波数   DC～２０ＭＨｚ    

電源    ３～５Ｖ 

制御    ACC 

パワー制御   ５ｂｉｔ １６階調 

外形    ５０×１００×４０ｍｍ 

   高出力、高速、多チャンネルレーザードライバー開発 お問い合わせください 

  

位相シフト用パターン照射レーザー光源 

ピコプロジェクターモジュール 

グレイコードパターン照射レーザー光源 

可変方向ライン照射レーザー光源 

中電流タイプ ＡＰＣ－１ 

大電流タイプ ＡＰＣ－３ 

超高速タイプ ＡＬＴ－９Ｆ５７ 

太陽光エネルギー 

受託開発品 

受託開発品 

受託開発品 



 

距離計測用レーザー光源(Lidar 用) 

オプション対応 

レーザーサーチライト光源 

屋外計測用レーザー光源 

ＴＯＦカメラ用レーザストロボ光源 

 

 

  

LIDAR,レーザ距離計用のパルス及び位相変調光源です。 
 
   

波長  ９０５ｎｍ 
出力  ７Ｗ 
パルス幅     ５ｎｓ(ＦＷＨＭ) 
パルスデューティー ＣＷ～５０ＭＨｚ  
 
 

 
波長  ６５０ｎｍ 
出力  ５０ｍＷ  
アナログ帯域幅  ＤＣ～１０ＭＨｚ   
ＡＰＣ  リアルタイム方式 

 
 
 
 
 

 

 

 ミクロン、サブミクロンの粒子、気泡を検出します。 
波長   ６５０ｎｍ  
出力   １００ｍW 

   パルス幅  ０．１～１０μＳ 及びＣＷ 
   パルス周期  １００～１０ＫＨｚ   

  
 

 蛍光分析、解析用の光源でバイオ、メディカルの成分分析に使用されます。 
波長   ３７５、４０５、４５０、４７３、４８８、５１５、６４０ｎｍ 
ビーム径  １０～１００μｍ 
出力  １～１００ｍＷ ＣＷ 

   安定度  ３％以下(高周波重畳) 

 
 不可視の赤外光を３Kｍ先に照射します。 

波長   ８０８ｎｍ 
出力  ３Ｗ ＣＷ 
照射エリア  ３０００ｍ－５ｍ角（アスペクト変更可能） 
 

 
 

 近赤外光をカメラ視野に照射します。      
波長   ８５０ｎｍ 
出力  ２Ｗ パルス 
照射エリア  カメラ視野に準ずる 
 
 

 
路面計測など屋外での光切断計測に使用できます。 

波長  ８０８ｎｍ 
光出力  ３ｍＷ／ｃｍ以上 
ライン幅  ３ｍｍ 
ライン長  ４ｍ 

 
 
 

  ＵSB パワーコントロール機能、波長、照射出力、照射領域、照射光量分布 

  アナログパワーコントロール、出力イネーブル(インターロック)、エラー出力(電流、温度オーバー) 

  ＡＣアダプタ、バッテリー駆動、ＵＳＢセルフ電源、レーザー温度コントロール 
       ＊各種オプションに対応します。お問い合わせください。 
 
 

レーザー安全クラス規定に準じて御使用下さい。          仕様は予告なく変更する場合があります 

お問い合わせ、お求めは下記の取扱店へ        

      
        〒176-0014東京都練馬区豊玉南 １－２１－１０ 

    TEL 03-5946-7336 FAX 03-5946-7316 

    https://www.alt.co.jp e-mail:info@alt.co.jp  CAT#202004 

ＴＯＦ(Time of flight)用レーザー光源 

位相差用レーザー光源 

フローサイト用レーザー光源

パーティクルカウンター用レーザー光源 

受託開発品 

受託開発品 

受託開発品 

受託開発品 

受託開発品 

受託開発品 

受託開発品 


