
デジタル顕微鏡
精密機器･⽣物･検品作業･宝飾等に最適なデジタル顕微鏡。

宝石や製品の検品、精密基板、金属の表面のチェック、また 肌や頭皮・生物の観察
など、細かい対象物を観察するのにおすすめです。スタンドに取り付けたまま使用し
たり、スタンドから取り外して、好きなところで使用することもできます。それぞれの
機種に十分なLEDライト照明が付属されていますので、明るい環境の中で精密な
観察をすることができます。用途にあった機種をご選択ください。

3ピクセルHDセンサー
1080 FULLHD※2

AVI

1-500倍

JPEGまたはBMP
5-30㎜

30フレーム/秒※3
1600x1200 5フレーム/秒

USB 2.0

Windows XP/7/8/10
5V DC

8灯LED、2個のLED
無し

15×8×12㎝ 
長さ 165㎝　直径12mm
顕微鏡1個、スタンド1個
USBケーブル　その他

3ピクセルHDセンサー
HDMI＆USB

MOV
　

300倍以下※1
　

JPEG
10-150㎜

 

HDMI/AV
 

Windows XP/7/8/10
5V DC

2個のLED
3インチ

14.5×7.9×H16.5cm

イメージセンサー
ビデオ出力
ビデオ形式

倍率
写真解像度

形式
フォーカス範囲
フレームレート

ビデオ出力
インターフェイス

ストレージ
PCサポート

電源
ライト

スクリーンサイズ
スタンドサイズ

サイズ本体
付属品

3ピクセルHDセンサー

260倍以下※1 
12M

JPEG
50-150㎜

 

HDMI/AV
 

Windows XP/7/8/10
5V DC

8灯LED、2個のLED
5インチ

17×12×H20cm

3ピクセルHDセンサー
 
 
 

560倍以下※1
12M

JPEG
50-220㎜

 

HDMI/AV
 

Windows XP/7/8/10
5V DC

2個のLED
5インチ

20×12×H26.5cm

※1 HDMIモニター 22インチ ※2 720P HDMI経由(PC経由) ※3 640×480で解像度

1080PフルHD、720P HDMI経由(PC経由)
HDMI W/Oでリアルタイムの再生録音、

MJPEGレコーディングPCソフトウェアを介して

顕微鏡1個、メタルスタンド1個、USBケーブル
HDMIケーブル、アダプター、IRリモコン、

321812321813 321811 321810注文コード
定価

販売価格
JAN

明るいペン先

モニター内で詳細な設定が
可能です。多カ国語の表示
言語にも対応。

レンズ周りにもLEDライトを装備。
スタンドのLEDとダブル照明
でより鮮明な映像を映し出します。

microSD(最大32G)

最大 30f/s 600Luの明るさ

モニターの角度を
変更できるので、
作業性が大きくUPします。

メタルボディーで、
耐久性と品質がアップ。

５インチモニター装備
最大：560倍ズーム
作動距離：50～220㎜
マイクロSDに保存可能
LEDライトの光量調整可能。
HDMIで他のモニターで確認可能
USB接続でPCに保存・確認
が可能

５インチモニター装備
最大：260倍ズーム
作動距離：50～150㎜
HDMIで他のモニターで確認可能
USB接続でPCに保存・確認が可能
LEDライトの光量調整可能。
マイクロSDに保存可能

メタルボディーで、
 耐久性と品質がアップ。
３インチモニター装備
最大：300倍ズーム
作動距離：10～150㎜
LEDライトの光量調整可能。
マイクロSDに保存可能
HDMIで他のモニターで
確認可能
USB接続でPCに保存・確認
が可能

デジタルズーム顕微鏡�MZD303 デジタルズーム顕微鏡�MZD265 デジタルズーム顕微鏡�MZD565

ペンタイプなので本体から
外して好きなところで
使⽤できます。

・ペンタイプのスコープになっていますので、
　シンプルでコンパクトなデザインが人気。
・高さ変更とノズルのダイヤル調整にて、ピント調整
が可能。・PCにUSB接続して
対象物を観察する事ができる。　

デジタルズーム顕微鏡�MS500

ペンの上下とスタンドの上下、２通りで高さ調整が可能。

基板 レーザー刻印 葉 宝石
⾼級顕微鏡に使われる
アーム式LEDライト２灯装備
⾼級顕微鏡に使われる
アーム式LEDライト２灯装備

顕微鏡と同じスタンドを採⽤。側⾯の
ダイヤルを回す事により上下します。
カメラは取外す事が出来るので、⼿持
ちでの観察も
可能です。

MS265MS303 MS565MS500 MS265MS303 MS565MS500 

4580185958083

¥24,800

4580185958090

¥25,800

4580185958106

¥36,800

4580185958113

¥24,800 ¥25,800 ¥36,800メーカー上代 メーカー上代 メーカー上代

※従来の低価格のデジタル顕微鏡とは一味違います。

¥8,900 ¥22,900 ¥23,900 ¥39,800
¥9,600

顕微鏡�／�デジタル顕微鏡�[�Micro�scope�]



低価格のアーム式顕微鏡が新発売。
7倍から４５倍のズーム式。ヘッドレスト付き。
洋彫りや精密作業に最適な顕微鏡です。

セット価格で\69,800-

宝飾加工や時計加工などは、細部の加工がメインです。細部の加工が大幅に変わりま
す。スタンドは、しっかりした設計で、使いやすく自由に動くスタンド。
石留などの細部の作業などいろいろな作業に応用出来ます。これからの必須アイテム
です。顕微鏡は、ズーム式でｘ7～ｘ45まで簡単に替えられます。

照明装置はオプション

EGX�アーム式顕微鏡セット

S&F アーム式ズーム顕微鏡セット EGX-60

低価格のアーム式顕微鏡が新発売。
7倍から４５倍のズーム式。ヘッドレス
ト付。洋彫りや精密作業に最適な
顕微鏡です。

ベース付アーム式
    顕微鏡セット

アーム式精密作業⽤ズーム顕微鏡セット

フレキ式実体顕微鏡

10倍顕微鏡
作動距離：145㎜と作業と検品など
に最適な距離。
フレキシブルアームで自由に
動かせ使いやすい
スタンダード顕微鏡です。

作業時の距離が対物レンズ
より230mmと長く、十分な作業
スペースが確保出来る加工作
業用実体顕微鏡です。石留作
業や、細部の加工に最適!!
スポット照明付で29,800円の
超低価格を実現しました。

【総合倍率】双眼10倍固定
【作動距離】230mm　
【実視野】20mm 
【オプション】　
15倍・20倍接眼レンズ
（各￥9,000）

S&F ズーム式顕微鏡ベース付アームセット ¥68,000

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

¥78,000

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

セット価格で\49,800-

作業⽤顕微鏡�WSA10

注文コード 商 品 名 販売価格

\34,800

定 価

S&F 作業用顕微鏡 WSA10
注文コード 商 品 名 販売価格

\18,800

定 価

S&F フレキ式実体顕微鏡 FAT10

321732

321730

321741 321744

アーム部は、伸ばせば最大900㎜

寸法
支柱高さ：350㎜
支柱アーム部長さ：400㎜

¥69,800

¥49,800

\29,800 \15,800

LSR120

LSR95
ガラスレンズ径：φ95
倍率：3倍

ガラスレンズ径：φ120
倍率：3倍

LEDの明るさも従来の２倍。 明るさ。使いやすさ。レンズ。⽂句無しの使いやすい製品です。
レンズ部には全ての機種でレンズカバー付。
レンズも⾼品質のガラスレンズを採⽤。
レンズ倍率３倍。

LEDワークライト���拡⼤鏡付�

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\3,800\5,450LEDワークライト 拡大鏡付 LSR95 

注文コード 商 品 名 販売価格定 価

\7,800\11,500LEDワークライト 拡大鏡付 LSR120321310 321311

チラツキが無い
明るいLED照明を搭載。

寸法：
アーム長：230㎜
土台部：150ｘ150㎜

寸法：
アーム長：800㎜

精密加⼯の必需品。

顕微鏡用ＬＥＤライト 調光付
顕微鏡用ＬＥＤライト 調光付
内径61㎜/外径94㎜

EGL61

顕微鏡用ＬＥＤライト 調光付
内径63ｍｍ/外径96㎜ 高さ 140㎜ 

EGL63

顕微鏡用LEDﾗｲﾄ 調光ﾘﾓｺﾝ付 BK ¥4,980

顕微鏡用LEDﾗｲﾄ 調光付 WH

注文コード 商 品 名 定 価

¥4,980

321735

321736

精密加⼯の必需品。

顕微鏡�／�デジタル顕微鏡�[�Micro�scope�]
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