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ユーザマニュアル 

LD111-M7-R-… 
LD112-M7-R-… 
製品説明 
This manual is designed to describe the LD11x 
battery display series. This unit is engineered to 
display linear or angular displacements in industrial 
machines and automation systems. The 
measurement system includes a battery powered 
LCD display, a magnetic scale and a magnetic 
sensor. As  the  sensor  moves  along  the  magnetic 
scale,  it  detects  the  displacement  value which  is 
then  shown  on  the  display. The  flexibility  of  the 
scale allows for use in both linear and angular 
applications. To be used with MT25 magnetic scale. 
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1 - Safety summary 
We highly recommend this user's manual to be read 
carefully and the installation guidelines followed 
properly: 
• sensor head must be installed as close as 

possible to the display; 
• avoid running the sensor cable near high voltage 

power cables (e.g. drive cables); 
• avoid mounting the sensor head near capacitive or 

inductive noise sources such as relays, motors 
and switching power supplies. 
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2 - Identification 
The display  and sensor  are  identified  through  the
label's data (ordering code, serial number). This
information is listed in the delivery document.  For
detailed technical features please refer to the
product datasheet. 
 
3 - Installation 
Install  the  device  according  to  the  recommended
protection level. Protect the system against knocks,
friction, solvents and respect the environmental
characteristics of the product. Use two 1.5V
commercial batteries type AAA (or AM4 / MICRO /
LR03 / MN2400 / SP/HP16) for power supply. 

 
4 - Mounting recommendations 
4.1 Mounting the display 
LD111 Use two M2x14 screws with spacer. LD112
Insert the display into the panel cut-out 

without fixing bars; fasten the fixing bars in
the back of the display and then tighten the
two M3x30 screws in the bars against the
panel frame until the unit is fastened firmly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Mounting the magnetic tape 
Please refer to the manual supplied with the
magnetic tape. 

4.3 Mounting the sensor 
4.3.1 Sensor SM25-R (rectangular) 

The sensor can be fixed by means of two M3
screws inserted  into the buttonholes. Make sure
that  the  gap between the sensor and the scale is
according the tolerances detailed in  Figure 1 along
the total measuring length. Avoid contact between
the parts.  You can check planarity and parallelism
between the sensor and the magnetic scale using a
feeler gauge. 
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このマニュアルは、LD11x バッテリーディスプレイシ
リーズについて説明することを目的としています。 こ
のユニットは、産業機械および自動化システムで線形
または角変位を表示するように設計されています。 測
定システムには、バッテリー駆動の LCD ディスプレ
イ、磁気スケール、および磁気センサーが含まれます。 
センサーが磁気スケールに沿って移動すると、変位値
が検出され、ディスプレイに表示されます。 スケール
の柔軟性により、線形と角度の両方のアプリケーショ
ンで使用できます。 MT25 磁気スケールで使用しま
す。 

目次 
1-安全性の概要 2-識別 
3-インストール 

4-取り付けに関する推奨事項      
5-セットアップ 

6-カットアウト 

このユーザーズマニュアルを注意深く読み、インスト
ールガイドラインに正しく従うことを強くお勧めし
ます。 
• センサーヘッドは、ディスプレイのできるだけ近く
に設置する必要があります。 
• センサーケーブルを高電圧電源ケーブル（ドライブ
ケーブルなど）の近くに通さないでください。 
• リレー、モーター、スイッチング電源などの容量性
または誘導性ノイズ源の近くにセンサーヘッドを取
り付けないでください。 

ディスプレイとセンサーは、ラベルのデータ（注文コ
ード、シリアル番号）によって識別されます。 この情
報は、納品書に記載されています。 詳細な技術的機能
については、製品データシートを参照してください。 

推奨される保護レベルに従ってデバイスをインスト
ールします。 ノック、摩擦、溶剤からシステムを保護
し、製品の環境特性を尊重してください。 電源には
1.5V 商用電池タイプ AAA（または AM4 / MICRO / 

LR03 / MN2400 / SP / HP16）を 2 つ使用してください。 

LD111 スペーサー付きの 2 本の M2x14 ネジを使用します。 
LD112 バーを固定せずに、ディスプレイをパネルの切り欠き
に挿入します。 

ディスプレイの背面にある固定バーを固定し
てから、ユニットがしっかりと固定されるま
で、バーの 2 本の M3x30 ネジをパネルフレー
ムに固定します。 

磁気テープに付属のマニュアルを参照してください。 

センサーは、ボタンホールに挿入された 2 本の M3 ネ
ジで固定できます。 センサーとスケールの間のギャッ
プが、測定の全長に沿って図 1 に詳述されている許容
誤差に従っていることを確認してください。 部品間の
接触を避けてください。 すきまゲージを使用して、セ
ンサーと磁気スケール間の平面性と平行性を確認で
きます。 

安全要項 

磁気テープ取り付け 

センサー取り付け 
センサー SM25-R (長方形) 

取り付けに関する推奨事項 
ディスプレイ取り付け 

取り付け 

製品識別 
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5.2 Key combinations / Quick functions 
By default all key combinations are disabled. 

 
5.2.1 Set datum (Reference) 

Press * key for 3 seconds to set the actual value to 
the datum value.  Datum value results  from rEF + 
OFSt1 + OFStx (where  OFStx  is  the  Offset  value 
which is currently set). 
This function is enabled only if  F_rSt parameter is 
set to “yES”. 

5.2.2 Incremental measurement 
Press P and * keys simultaneously to switch from 
absolute to incremental measurement. 
Zero setting in incremental modes (see section 
“5.2.1 Set datum (Reference)”) does not change the 
absolute value in the background. 
The function is enabled only if F_rEL parameter is 
set to "yES". 

5.2.3 Mm/inch display modes 
Mm/inch display mode can be changed by pressing 
the  key for 3 seconds. The function is enabled 
only if F_mmI parameter is set to "yES". 

5.2.4 Offset value modification 
Press P and  keys simultaneously to display the 
first  Offset  value (OFSt1).  Use  and  keys to 
change value and save with * key.  Further Offset 
values OFSt2 and OFSt3 can be changed only in set 
up menu. 
Offset function is enable if  F_oFS parameter is set 
to “yES”. 

 key  allows to  scroll OFSt1, OFSt2 and OFSt3 
values.
OFSt1 = actual value + OFSt1 + rEF 
OFSt2 = actual value + OFSt1 + OFSt2 + rEF OFSt3 
= actual value + OFSt1 + OFSt3 + rEF 

5.2.4.1 Fractional offset display 
The fractional inch display mode allows to set the 
offset values (OFSt) in the following way: 
- 1st digit blinking → increases 1/ ” pressing  key.  
- 2nd digit blinking → increases 1/ ” pressing  key. 
- 3rd digit blinking → increases 1/ ” pressing  key.  
- 4th digit blinking → increases 1/ ” pressing  key. 
- 5th digit blinking → increases 1” pressing  key. 
- 6th digit blinking → increases 10” pressing  key. 
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Figure 2 
D = 0,1 mm - 1,0 mm 

 
5 – Set up 
5.1 Function of the keys 
 
 
 
 
P : Program (programming/change parameter) 

 : UP (select value) 
 : Shift links (select digit) 

* : Save (save data) 
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D <3° Marker 

4.3.2 Sensor SM25-C (circular) 
The sensor (Ø = 10 mm) can be fixed in a support
with  suitable  hole  using  the two nuts  provided.
Make sure the gap between the sensor and the scale
is according to the tolerances detailed in Figure 2
along the total measuring length. Please check the
correct alignment of  the  marker  on the  scale.
Avoid  contact  between  the  parts. You  can  check
planarity and parallelism between sensor and
magnetic scale using a feeler gauge. 

D 
 
 
 
 
 
 

<3° 

 
 
 
 
 
 
 
 

<3° 
 
 
 
 
D = 0,1 mm - 1,0 mm 

<1° 
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センサー（Ø= 10 mm）は、付属の 2 つのナットを使用
して、適切な穴のあるサポートに固定できます。 セン
サーとスケールの間のギャップが、測定全長に沿って
図 2 に詳述されている許容誤差に従っていることを確
認してください。 目盛り上のマーカーの正しい位置合
わせを確認してください。 部品間の接触を避けてくだ
さい。 すきまゲージを使用して、センサーと磁気スケ
ール間の平面性と平行性を確認できます。 

プログラム（プログラミング/パラメータ変更） 
UP（値を選択） 
シフトリンク（数字を選択） 
保存（データを保存） 

デフォルトでは、すべてのキーの組み合わせが無効になって
います。 

*キーを 3 秒間押して、実際の値をデータム値に設定します。 
データム値は、rEF + OFSt1 + OFStx（OFStx は現在設定され
ているオフセット値）から得られます。 
この機能は、F_rSt パラメータが「yES」に設定されている
場合にのみ有効になります。 

P キーと*キーを同時に押して、絶対測定から増分測定に切り
替えます。 
インクリメンタルモードでのゼロ設定（「5.2.1 データムの設
定（リファレンス）」のセクションを参照）は、バックグラ
ウンドの絶対値を変更しません。 
この機能は、F_rEL パラメータが「yES」に設定されている
場合にのみ有効になります。 

キーを 3 秒間押すと、mm /インチの表示モードを変更で
きます。 この機能は、F_mmI パラメータが「yES」に設定
されている場合にのみ有効になります。 

P キーと キーを同時に押して、最初のオフセット値
（OFSt1）を表示します。 および キーを使用して
値を変更し、*キーで保存します。 その他のオフセッ
ト値 OFSt2 および OFSt3 は、セットアップメニューで
のみ変更できます。 
F_oFS パラメータが「yES」に設定されている場合、オ
フセット機能が有効になります。 

キーを使用すると、OFSt1、OFSt2、および OFSt3 の
値をスクロールできます。 
OFSt1 =実際の値+ OFSt1 + rEF 
OFSt2 =実際の値+ OFSt1 + OFSt2 + rEF OFSt3 =実際の
値+ OFSt1 + OFSt3 + rEF 

分数インチ表示モードでは、次の方法でオフセット値
（OFSt）を設定できます。 
-1 桁目が点滅→1/ 6 4 ”増加 キーを押します。  
-2 桁目が点滅→1 /”増加 キーを押します。  
-3 桁目が点滅→1 /”増加 キーを押します。  
-4 桁目が点滅→1 /”増加 キーを押します。  
-5 桁目が点滅→ キーを押すと 1 インチ増加します。 
-6 桁目が点滅→ キーを押すと 10 インチ増加します。 

分数オフセット表示 
キーの機能 

オフセット値の変更 

Mm /インチ表示モード 

インクレメンタル（増分）測定 

データムの設定（参照） 

キーの組み合わせ/クイック機能 

センサーSM25-C（円形） 
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5.2.5 Datum modification 
Press P and  keys simultaneously to display datum 
value rEF. Use  and  keys to change value and 
save pressing * key. 
This function is enabled only if  F_rEF parameter is 
set to “yES”.  

 
5.3 設定/パラメータ設定 
Press P key for 3 seconds to enter the set up mode; 
“SEtUP” will be displayed. 
Press  key to enter MENU 1 (parameters) 
Press * key to enter MENU 2 (Hour meter) 
Press P key to switch from Parameter to Parameter 
setting. 
Press P key for 3 seconds to exit the set up at any 
moment. 
 

5.3.1 Default parameters 
All  default  values (factory  settings) are written in 
BOLD characters. 
The display can be reset to default parameters 
following the procedure here beneath: 
• remove the batteries and wait for 10 seconds; 
• insert the batteries again while pressing * key 

(“dEFPar” message is displayed). 
--------------------------------------------------- 
 

5.3.2 MENU 1 parameters list 
Unit 
Measurement unit [dEC, FrEE, dG1, dG2, IdEC, Ifrct] 
It sets the measurement unit and the display mode. 
dEC = linear measurement display (decimal) 
FrEE = display with conversion factor 
dG1 = angular display (-∞..-0,1°..0,0°..+0,1°..+∞) 
dG2 = angular display (..359,9°..0,0°..359,9°..0,0°..) 
IdEC = inch display mode 
Ifrct = fractional inch mode (eg. 12.31.64 = 12" 31/ ) 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 

COn 
(Only when Unit = FrEE, dG1, dG2) 
[0.00001, 9.99999] 
It  allows to set a free conversion factor to display 
non-metric units or angles. 
Default value: 1.00000 
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Example 1 
You want to display a 90° angle (from
0°  to 90°)  with 0,1°  resolution in a
round table having a 785,4-mm 

circumference. 
The measurement length on 360° is 785,4 mm,
therefore it is 785,4 / 4 = 196.35 on 90.0°. 
COn = 900 : 19635 = 0,045836 

Example 2 
You want to display angles on a
magnetic ring having a 114,5-mm
diameter. 

The circumference is 114.5 * 3.14 = 359.53 mm 
COn = 3600 : 35953 = 0,10013 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 

 
rES 
(Only when Unit = dEC, FrEE, dG1, dG2, IdEC) 
It sets the resolution to be displayed. 
Unit = dEC, FrEE, dG1, dG2 = 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1 
Unit = IdEC = 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 

dIr 
Counting direction [uP, dn] 
uP = up (standard direction) 
dn = down (inverted direction) 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 
--------------------------------------------------- 

5.3.3 MENU 1 additional functions 
F_mmI 
mm/inch function [yES, no] 
It enables the mm/inch function pressing  key. 
yES = enabled 
no = disabled 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 

F_rEL 
Incremental measurement function [yES, no] 
It  enables  the  incremental  measurement  function
(by pressing P and * keys). 
yES = enabled 
no = disabled 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 
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P キーと キーを同時に押して、データム値 rEF を表
示します。 および キーを使用して値を変更し、*
キーを押して保存します。 

この機能は、F_rEF パラメータが「yES」に設定されて
いる場合にのみ有効になります。 

P キーを 3 秒間押して、セットアップモードに入ります。 
「SEtUP」が表示されます。 キーを押してメニュー1（パ
ラメータ）に入ります*キーを押してメニュー2（アワーメ
ーター）に入ります。P キーを押して、パラメータからパラ
メータ設定に切り替えます。P キーを 3 秒間押して、いつで
もセットアップを終了します。 

すべてのデフォルト値（工場設定）は太字で書かれて
います。以下の手順に従って、表示をデフォルトのパ
ラメータにリセットできます。 
• 電池を取り外し、10 秒間待ちます。 

• *キーを押しながら電池を入れ直してください
（「dEFPar」メッセージが表示されます）。 

測定単位[dEC、FrEE、dG1、dG2、IdEC、Ifrct] 
測定単位と表示モードを設定します。  
dEC =線形測定表示（10 進数） 
FrEE =換算係数付きの表示 
dG1 =角度表示（-∞..- 0,1°..0,0°.. + 0,1°.. +∞） 
dG2 =角度表示（..359,9°..0,0°。 .359,9°..0,0°..） 
IdEC =インチ表示モード 
Ifrct =フラクショナルインチモード（例：12.31.64 = 12 "31 /）
* =保存、P =次のパラメータ、3 秒間の P =終了 

（単位= FrEE、dG1、dG2 の場合のみ） 
[0.00001、9.99999] 
メートル法以外の単位または角度を表示するための
自由な変換係数を設定できます。 
デフォルト値：1.00000 

円周が 785,4mm の円卓に、0.1°の解像
度で 90°の角度（0°から 90°）を表示
したいとします。 

360°での測定長さは 785,4mm であるため、90.0°で
785,4 / 4 = 196.35 になります。 COn = 900：19635 = 
0,045836 

直径 114.5mm の磁気リングに角度を表
示したいとします。 

円周は 114.5 * 3.14 = 359.53 mm  

COn = 3600：35953 = 0,10013 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間。 =終了 

（単位= dEC、FrEE、dG1、dG2、IdEC の場合のみ）表示
する分解能を設定します。 
単位= dEC、FrEE、dG1、dG2 = 0.01、0.05、0.1、0.5、1単
位= IdEC = 0.001、0.005、0.01、0.05、0.1 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間  = 終了 

カウント方向[uP、dn]  
uP =上（標準方向） 
dn =下（逆方向） 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

mm /インチ機能[yES、いいえ] 
キーを押すと mm / inch 機能が有効になります。 

yES =有効 
いいえ=無効 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間。 =終了 

インクリメンタル測定機能[yES、no] 
増分測定機能を有効にします（P キーと*キーを押し
ます）。 
yES =有効 

no =無効 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

メニュー1 の追加機能 

メニュー1 パラメータリスト 

デフォルトパラメータ 

例２ 

例１ データムの変更 
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OFSt3 
Offset3 value [-999999, 999999] 
Third Offset value. This value is added to the current 
value, OFSt1 and OFSt2. 
Parameter is available only if F_oFS is enabled. 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 

F_rEF 
Datum modification function [yES, no] 
It  enables  the  reference modification  function  (by 
pressing P and  key). 
yES = enabled 
no = disabled 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 

F_oFS 
Offset modification function [yES, no] 
It enables the offset modification function (by 
pressing P and  keys). 
yES = enabled 
no = disabled 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 

rEF 
Datum value [-999999, 999999] 
Absolute reference value for the measuring system. 
This value is displayed by pressing * key for 3 
seconds (displayed value includes the offset values 
which have been set previously). 
Parameter is available only if F_rEF is enabled. 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 

OFSt1 
Offset1 value [-999999, 999999] 
First offset value (e.g. tool correction). This value is 
added to the current value (see section “5.2.4 Offset 
value modification”). 
Parameter is available only if F_oFS is enabled. 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 

OFSt2 
Offset2 value [-999999, 999999] 
Second Offset value. This value is added to the 
current value and OFSt1. 
Parameter is available only if F_oFS is enabled. 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 
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F_rSt 
Datum function [yES, no] 
It enables the datum function (by pressing * key).
yES = enabled 
no = disabled 
* = save, P = next parameter, P for 3 sec. = exit 

When the set up is accomplished the display shows
the message "rESEt". 
Press * to reset the display (according to Preset and
Offset values) and quit the set up. 
Press P key to quit the set up without resetting the
display. The message "no rSt" will be displayed. 

--------------------------------------------------- 
5.3.4 Parameter list MENU 2 

Ad xx 
Function not used 
* = save, P = next parameter 

H_cntr 
Hour meter (1/10 h) 
Elapsed time indication (display connected to
battery). Resolution is 1/10 hour (6 minutes). 
* = save, P = next parameter 

 
 
6 - カットアウト（切り抜き） 
6.1 LD111 
Check details on product catalogue. 

6.2 LD112 
Provide a 68 x 45 mm (w x h) cut-out. 
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データム関数[yES、NO] 
データム機能を有効にします（*キーを押す）。  
yES =有効 
NO=無効 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

データム修正機能[yES、no] 
（P キーと キーを押すことにより）リファレンス修
正機能を有効にします。 
yES =有効 
no =無効 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

オフセット修正機能[yES、no] 
オフセット修正機能を有効にします（P キーと キ
ーを押します）。 
yES =有効 
no =無効 
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

データム値[-999999、999999] 
測定システムの絶対基準値。 この値は、*キーを 3 秒
間押すと表示されます（表示値には、以前に設定した
オフセット値が含まれます）。 
パラメータは、F_rEF が有効になっている場合にの
み使用できます。  
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

オフセット 1 値[-999999、999999] 
最初のオフセット値（ツール補正など）。 この値は
現在の値に追加されます（「5.2.4 オフセット値の変
更」のセクションを参照）。 
パラメータは、F_oFS が有効になっている場合にのみ
使用できます。  
* =保存、P =次のパラメータ、P を 3 秒間 =終了 

オフセット 2 値[-999999、999999] 
2 番目のオフセット値。 この値は、現在の値と OFSt1
に追加されます。 
パラメータは、F_oFS が有効になっている場合にのみ
使用できます。 * =保存、P =次のパラメータ、P を 3
秒間 =終了 

オフセット 3 値[-999999、999999] 
3 番目のオフセット値。 この値は、現在の値 OFSt1
および OFSt2 に追加されます。 
パラメータは、F_oFS が有効になっている場合にのみ
使用できます。 * =保存、P =次のパラメータ、P を 3
秒間 =終了 

セットアップが完了すると、ディスプレイに「rESEt」
というメッセージが表示されます。 
*を押して表示をリセットし（プリセット値とオフセ
ット値に従って）、セットアップを終了します。 
P キーを押して、表示をリセットせずにセットアップ
を終了します。 「norSt」というメッセージが表示さ
れます。 

機能未使用 

* =保存、P =次のパラメータ 

アワーメーター（1/10 時間） 
経過時間表示（バッテリーに接続されたディスプレ
イ）。 分解能は 1/10 時間（6 分）です。 
* =保存、P =次のパラメータ 

68 x 45 mm（w x h）のカットアウトを提供します。 

製品カタログで詳細を確認してください。 
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