
収納方法

使用上の注意

キャリングケースRA-A213の取り扱い

RA-A213は、非接触3次元デジタイザ RANGE7専用のキャリングケースです。 本ケースはRANGE7本体・ 付属品の
保管および運搬を目的に設計されています。 必ず「収納方法」「使用上の注意」をよく読んでからご使用ください。
RANGE7は精密機器のため、衝撃・振動を与えないでください。

非接触3次元デジタイザ RANGE7は精密測定器です。本ケースに収納して移動、保管などされる場合は、衝撃や振動を極力おさえ
るようご注意ください。
●落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
●本ケースは防水ケースではありませんので、水に濡らしたりしないでください。
●ケースを横にして置く場合、ハンドルのある側を下にして置いてください。
●収納後ケースを開けるときは、ハンドルのある側を下にして、横置きにしてから開けてください。

RANGE7本体を本ケースに収納するときは
●USBケーブル、ACアダプタコードなど、すべてのケーブル類を取り外してください。
●レンズにはレンズキャップを取り付けてください。
●本体の回りの隙間には、何も入れないでください。
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USBケーブル

ACアダプタ

TELEレンズまたは
WIDEレンズ
（収納スペース）

キャスター
（収納スペース）

RANGE7

レンズを装着したまま
収納できます。

校正チャート

校正シート
巻いて収納します。

校正台

＊下図はRANGE7および付属品の収納例です。

ハンドル

ケースを搬送する際は、
キャスターを取り外し、
この収納スペースに収納
してください。

キャスター（4個）は取り外し
可能です。別に、キャリングケース
用キャスターRA-A214（別売）
もあります。



How to use (Storage method)

Notes on Use

Handling of Carrying Case RA-A213

Carrying Case RA-A213 is an exclusive case for Non-Contact 3D Digitizer RANGE7 and its accessories. Before 
using this case, please read following "How to use" and "Notes on Use".
This Carrying Case is designed for storage and transportation.
RANGE7 is a precision measuring instrument. Please take care to minimize shock or vibration as follows.

RANGE7 is a precision measuring instrument. When moving or storing the instrument, please take care to 
minimize shock or vibration as follows:
・ Do not drop the case or subject it to strong shock or vibration.
・ The case is not waterproof. Do not allow liquids to be spilled or splashed on the case.
・ When placing the case horizontally, be sure that the side with handles is the downside.
・ When opening the case, be sure that the side with handles is the downside, and then 

open the side with no handle.

When storaging the RANGE7...
・ Remove any cables from the RANGE7.
・ Attach the lens cap to the lens.
・ Do not put anything in around the RANGE7.

∗ This is an example of storing RANGE7 and accessories.
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Handle

USB Cable

AC Adaptor

TELE lens or
WIDE lens
(Storage space)

RANGE7

Calibration chart

4 casters can be
demounted.
Optional accessory, 
Casters for Carrying 
Case RA-A214 are
sold separately.

Casters 
(Storage space)
When transporting this case, 
be sure that casters are 
demounted and stored 
in this space.

RANGE7 can be 
stored with a lens.

Calibration sheet
Roll up to store.

Calibration stand


