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LM-8/8C
Smooth  & High Precision

L e n s m e t e r  L M - 8 / 8 C

明るい光学系、鮮明なターゲット像、
快適で正確なレンズ測定を実現

特長
・ 高品位光学系と鮮明な測定ターゲット像

・ ハイアイポイント設計で広視野

・ 快適で正確なレンズ測定

・ コードレスタイプ

トプコンオリジナル
クロスラインターゲット
LM-8

コロナターゲット
LM-8C

鮮明な測定ターゲット像

ハイアイポイント設計

コードレス式レンズメーター

内部数字直読方式

省エネ機能

クリアな印点

コンタクトレンズ測定

大口径レンズ対応

プリズムコンペンセーター (オプション）

メンテナンスフリー

LM-8

LM-8C

明るく鮮明な測定ターゲット像の採用で、読取りが素早く正確
におこなえ、焦点合わせも簡単です。
トプコン独自のクロスラインターゲット(LM-8用)、ベーシック
なコロナターゲット(LM-8C用)の2タイプを用意しています。

シャープでクリアな印点が可能です。
カートリッジの交換は手を汚さずに簡単に行えます。

メガネをかけたままで全視野が見えるハイアイポイント設計で
す。接眼部の縁はゴムのためメガネレンズを傷つけません。

本体を90°俯仰し、コンタクトレンズ測定ホルダーを装着する
ことで、コンタクトレンズの測定が行えます。

電源は単1乾電池(2本)を使用。コンセントの位置を気にせず
設置できます。標準付属品のACアダプターも使用できます。

被検レンズ径は、φ20mm〜φ90mmに対応、大口径レンズ
も測定できます。

照明光源にLED(発光ダイオード)を採用。
電球交換不要で経済的です。

測定値(ディオプター目盛)は、視野の中で読み取れる内部数字
直読方式を採用、一目で測定値がわかります。軸角度は読み取
りルーペを使い読み取ることができます。(LM-8のみ)

プリズムコンペンセーターの使用により、0〜14プリズムまで
の屈折測定が行えます。

電源スイッチを切り忘れても約5分後に自動的に電源が切れる
節電機能を搭載しています。

鉄針の印点

カートリッジの印点



仕様

測定範囲

頂点屈折力：0～±25D / 最小目盛：±5Dまで 0.125D、±5D以上 0.25D
軸角度：0～360°( 最小目盛 1°)
プリズム屈折力：0～6⊿（最小目盛 1⊿)
プリズムコンペンセーター装着時：0～14⊿( 最小目盛 1⊿)

ターゲット 新クロスラインターゲット / コロナターゲット

被検眼レンズ径 φ20～90mm

表示方式 内部読取り

視度調整 ＋3D～5D

俯仰角度 0～90°

電源・電圧（定格） 単1乾電池 2本：3V/ ACアダプター：6V

電池寿命 5分間オン、5分間オフを連続で500時間以上

消費電力 0.13A以下（節電機能付）

大きさ 160(W) × 420(D) × 310(H)mm  

質量 約4.0kg

REF measurement

Measurement Range

Spherical refractive power: -25D to +22D (Display unit: 0.12D/0.25D steps)
Astigmatic refractive power: 0D to ±10D (Display unit: 0.12D/0.25D steps)
Direction of astigmatic axis: 0° to 180° (Display unit: 1°/5° steps)
(where, spherical refractive power + astigmatic refractive power+22D, or spherical 
refractive power + astigmatic refractive power-25D)

Measured minimum pupil diameter 2.0mm

PD measurement range 20mm to 85mm (1mm steps)

Target fixation Auto fog system

KRT measurement

Measurement Range

Cornea curvature radius: 5.00mm to 10.00mm (Display unit: 0.01mm)
Corneal refractive power: 67.50D to 33.75D (Display unit: 0.12D/0.25D steps)
(where, corneal refractive power =1.3375)
Direction of corneal principal meridian: 0° to 180° (Display unit: 1°/5° steps)

Ocular pressure measurement

Measuring range
7mmHg to 60mmHg
(Display unit: 1mmHg step display, Average value: 1mmHg/0.1mmHg step display)

Measuring range 7 to 30mmHg/7 to 60mmHg, 2 step display

Cornea thickness measurement

Measuring range 0.400mm to 0.750mm (Display unit: 0.001mm step display)

Other Specifications

Electric Rating
Source voltage: 100-240V AC
Frequency: 50-60Hz
Power input: 80VA

DImensions and Weight
Dimensions : 332-422mm(W) x 569-658mm(D) x 504-760mm(H)
Weight : 23.2kg

TRK-3 OMNIA Specifications

IMPORTANT   In order to obtain the best results with this instrument, please be sure to review all user instructions prior to operation.

Not available for sale in all countries. Please check with your local distributor for availability in your country.  

CAUTION : Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
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標準付属品
コンタクトレンズ受け
シリコンクロス
ダストカバー
単1乾電池
レンズ保護シール
ACアダプター

鉄針印点セット (鉄針 3本・補充インク・インク壺・ホルダー

別売付属品

1個

1枚

1枚

2本

1セット

1個


