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TEL ： 045-871-7767      FAX ： 045-871-7742      e-mail : sales@saitohk.jp
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映像出力による違い　
　■USB接続タイプ
　　USB接続により、パソコン上で観察が出来ます。
　　パソコンのソフト上で動作をしているため、画面の保存、測定などが出来ます。
　　HDMI、ビデオタイプよりも動画の動きが若干遅いです。
　　＜適用機種＞
　　　ローリングシャッターCMOSセンサー
　　　・SKM-S20C-PC、SKM-S30C-PC、SKM-S31C-PC、SKM-Z300C-PCM2
　　　グローバルシャッターCCDセンサー（ローリングシャッターより滑らかな動画）
　　　・SKM-Z200C-PCD、SKM-Z300C-PCD

　■HDMIモニタ接続タイプ
　　高画質で速い動きに対応しています。（720Pハイビジョン,1080Pフルハイビジョン）
　　HDMI周辺機器が増えつつあります。モニタは低価格で手に入りやすいです。
　　＜ハイビジョン適用機種＞
　　　・SKM-Z200C-HD2
　　＜フルハイビジョン適用機種＞
　　　・SKM-V300A-FHD、SKM-Z300C-FHD

　■ビデオ接続タイプ
　　速い動きに対応しています。
　　工場ラインでの検査作業に最適です。
　　＜適用機種＞
　　・SKM-S10A-TV、SKM-S20A-TV

マイクロスコープ説明

光学系による違い
 当社製マイクロスコープは倍率変更の仕方に2種類の光学系があります。

    ■可変倍率式マイクロスコープ
　　観察物にレンズが近づく事により倍率を上げる方法です。
　　シンプルな光学系なので、安価でも高画質が得られます。
　　倍率を変更する度にピントを合わせる必要があります。
　　＜適用機種＞
　　    ・SKM-V300シリーズ
　　　・SKM-S30シリーズ
　　　・SKM-S20シリーズ
　　　・SKM-S10シリーズ

　■ズーム式マイクロスコープ
　　観察物までの距離が一定のまま、倍率変更が出来ます。
　　ピントを合わせ直す作業が無いので、簡単に倍率が変更できます。
　　＜適用機種＞
　　　・SKM-Z200シリーズ、SKM-Z300シリーズ
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パソコンで拡大観察 USB2.0接続
・可変倍率式マイクロスコープ

倍率表示とW.D.表示
各倍率でのクリック付

ＳＫＭ－Ｓ３１Ｃ－ＰＣ

￥198,000(税抜)

x15～x180と幅広い倍率をカバー。
様々な分野で使用されている人気の機種です。

内蔵照明（白色LED)
拡散フィルター付属

照明の明るさ調整付
点灯/消灯スイッチ付

照明の明るさ調整付
点灯/消灯スイッチ付

内蔵照明（白色LED) 倍率表示とW.D.表示

ＳＫＭ－ＳＫＭ－Ｓ３０ＣＳ３０Ｃ－ＰＣ－ＰＣ

ＳＫＭ－ＳＫＭ－Ｓ２０ＣＳ２０Ｃ－ＰＣ－ＰＣ ￥99,000(税抜)

工業用途で使用頻度が高い倍率x10～x50をカバー。

観察範囲(mm) W.D.(mm)
30

37

52

73

32

倍率

X180

X150

X100

X50

X30

1.8Ｘ1.4

2.1Ｘ1.7

3.2Ｘ2.6

6.5Ｘ5.2

10.8Ｘ8.6

21.6Ｘ17.3 126X15

観察範囲(mm) W.D.(mm)
52

73

99

178

60

倍率

X50

X40

X30

X20

X10

6.5Ｘ5.2

8.1Ｘ6.5

10.8Ｘ8.6

16.2Ｘ13

32.5Ｘ26

＊

＊

観察範囲：観察できる最大範囲。
W.D.(作動距離)：マイクロスコープ先端から観察物までの距離。
倍率は２０インチモニタ（ＵＸＧＡ）上での値です。

＊＜倍率表の説明＞　PCタイプは全機種共通です。
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■SKM-S20C-PC　マイクロスコープ基本セット内容
・SKM-S20C-PC　本体
・簡易スタンド（簡易粗動ホルダ付）
・画像表示・保存ソフト（SK-Viewer）

■SKM-S30C-PC　マイクロスコープ基本セット内容
・SKM-S30C-PC　本体
・顕微鏡スタンド（SKS-STND）
・粗動ホルダ（SKS-HOLD-A）
・画像表示・保存ソフト（SK-Viewer）



＜動作環境＞　SKM-S20C-PC, SKM-S30C-PC, SKM-S31C-PC共通

**実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります。

＜仕様＞

1/3インチＣＭＯＳイメージセンサ

1280Ｘ1024

7.5fps(1280x1024)

USB2.0 (UVCver1.1 準拠)

超高輝度白色LED使用　　光量調整付

レンズ繰出し式、連続可変倍率

ピント調整機構付（粗動）
簡易スタンド

画像表示保存ソフト
ビニルカバー

１３０万画素

画像表示保存ソフト
ビニルカバー

機種 SKM-S20C-PC SKM-S30C-PC SKM-S31C-PC

倍率 ｘ10～ｘ50 ｘ15～ｘ180 ｘ400～ｘ1000

撮像デバイス

解像度

フレームレート**

画素数

インターフェイス

電源 USBバスパワー

光源

光学部

スタンド ピント調整機構付（粗動）標準スタンド

付属品
画像表示保存ソフト
光源拡散フィルター
ビニルカバー

対応OS

CPU

メモリ

グラフィック

USBポート

Windows ７,8(32,64bit)

USB2.0ポート（Intell製ホストコントローラ）

Intel Core iシリーズ以降推奨

2.0GB以上　

24ビットカラー　以上

項目 必要環境

倍率表示とW.D.表示
各倍率でのクリック付

照明の明るさ調整付
点灯/消灯スイッチ付

内蔵照明（白色LED)

ＳＫＭ－ＳＫＭ－Ｓ３１ＣＳ３１Ｃ－ＰＣ－ＰＣ ￥220,000(税抜)

ＳＫＭ－Ｓ３０Ｃ－ＰＣ

ＳＫＭ－Ｓ２０Ｃ－ＰＣ
簡単に高倍率 x400～x1000 の映像を撮影できると好評の機種です。

観察範囲(mm) W.D.(mm)
5.1

5.5

5.4

倍率

X1000

X500

X400

0.32Ｘ0.26

0.64Ｘ0.52

0.88Ｘ0.65

＊
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■SKM-S31C-PC　マイクロスコープ基本セット内容
・SKM-S31C-PC　本体
・顕微鏡スタンド（SKS-STND）
・粗動ホルダ（SKS-HOLD-A）
・画像表示・保存ソフト（SK-Viewer）

☆デモ機貸出中！お申し込みは裏表紙又はHPから

温度：10～35°　　湿度：10～80％（結露無きこと）動作温度・湿度



ＳＫＭ－Ｚ２０OＣＳＫＭ－Ｚ２０OＣ－ＰＣＤ－ＰＣＤ ￥297,000(税抜)

倍率の高いx55～x330において、作動距離60mmを確保。

ＳＫＭ－Ｚ３００ＳＫＭ－Ｚ３００Ｃ－ＰＣＤ－ＰＣＤ ￥252,000(税抜)

倍率x27.5～x110、作動距離88mm。２種類のコンバージョンレンズも別途用意。　

作動距離：60ｍｍ

・ズームレンズ　(SKL-Z200C又はSKL-Z300C）　
・USBカメラ（STC-MC152USB）
・LEDリングライト照明（SKLS-A）
・顕微鏡ロングスタンド(SKS-ST100A)
・粗動ホルダ（SKS-HOLD-A）
・画像表示・保存ソフト（SK-Viewer）

パソコンで拡大観察 USB2.0接続
・ズーム式マイクロスコープ

1.0 2.0 3.0

55 110 165

光学倍率

モニタ上の倍率
20” (UXGA)

観察範囲
（約ｍｍ）

6.3Ｘ4.7 3.1Ｘ2.3 2Ｘ1.5

4.0 5.0 6.0

220 275 330

1.5Ｘ1.1 1.2Ｘ0.9 1Ｘ0.8

SKL-B コンバージョンレンズ x0.5取付時 ￥12，000（税抜）
（ｘ14～x55 モニタ倍率）作動距離150ｍｍ
SKL-A コンバージョンレンズ x2.0取付時 ￥12，000（税抜）
（x55～x220モニタ倍率）作動距離32mm

作動距離：88ｍｍ

＊コンバージョンレンズは別売です。

0.5 0.75 1.0

27.5 41.25 55

光学倍率

モニタ上の倍率
20” (UXGA)

観察範囲
（約ｍｍ）

12.6Ｘ9.6 8.4Ｘ6.2 6.3Ｘ4.7

1.5 2.0

82.5 110

4.1Ｘ3.0 3.1Ｘ2.3

■ズーム式マイクロスコープ基本セット内容
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SKL-D コンバージョンレンズ x0.5取付時 ￥18,000（税抜）　
（ｘ27.5～ｘ165 モニタ倍率）作動距離110ｍｍ

＊コンバージョンレンズは別売です。

SKL-E コンバージョンレンズ x2.0取付時  ￥25,000（税抜）　
（ｘ110～ｘ660 モニタ倍率）作動距離26ｍｍ

＊SKL-D コンバージョンレンズ　x0.5使用時、観察範囲は倍に、
　SKL-E コンバージョンレンズ　x2.0使用時、観察範囲は半分になります

＊SKL-B コンバージョンレンズ　x0.5使用時、観察範囲は倍に、
　SKL-A コンバージョンレンズ　x2.0使用時、観察範囲は半分になります

＊SKM-Z200C-PC  粗微動ホルダタイプ ￥309, 500（税抜）もあります。

＊SKM-Z300C-PC  粗微動ホルダタイプ ￥264,500（税抜）もあります。



ＳＫＭ－Ｚ２０OＣ－ＰＣＤ

ＳＫＭ－Ｚ３００Ｃ－ＰＣＤ

■パソコン用マイクロスコープ共通の付属ソフト”SK-Viewer”

簡単と好評！

機械絞り（上）ズームリング（下）
ズームリングはクリック付

LEDリングライト照明付属
（拡散フィルタ付）

本品は計測ソフトSK-Measureの機能限定版です。
全ての機能を使用するには別途購入が必要です。

画面表示・保存、サムネイル表示、さらに２
点間の距離計測ができます。
また、測定ステージを使用する時に便利な画
面上へのクロスラインも表示できます。
表示画面倍率はマウスセンターホイールで容
易に拡大・縮小できます。

＜動作環境＞

２４ビットカラー　以上

＜仕様＞

*実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります。

解像度
画素数

項目

電源

撮像デバイス

フレームレート　＊

1/2" Inter Line CCD
１４５万画素
1360(H)×1024(V)
19.3fps（高速時）

仕様

インターフェース USB2.0 専用ドライバ
USBバスパワー

対応ＯＳ

ＣＰＵ
メモリ
グラフィック

ＵＳＢポート
Windows ７,8（32bit ,64bit）
ＵＳＢ２.0ポート（Intell製ホストコントローラ）
Intell製  1.7ＧHz以上   Core2推奨
1.0GＢ以上　

項目 必要環境

■USBカメラ　仕様表
＊デモ機にてご確認願います。
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☆デモ機貸出中！お申し込みは裏表紙又はHPから

温度：0～40°　湿度：10～80％（結露無きこと）動作温度＆湿度



低価格で高画質。ズームレンズで簡単操作。画像の保存も計測もできます

・ズームレンズ（SKL-Z300C）
・USB CMOSカメラ　200万画素

・顕微鏡ロングスタンド（SKS-ST100A）
・粗動ホルダ（SKS-HOLD-A）

・LEDリングライト照明（SKLS-A）

・画像表示・保存ソフト（SK-Viewer）

パソコンで拡大観察
USB2.0接続・ズーム式マイクロスコープ

☆デモ機貸出中！お申し込みは裏表紙又はHPから

ＳＫＭ－Ｚ３００Ｃ－ＰＣＭ２ＳＫＭ－Ｚ３００Ｃ－ＰＣＭ２ ￥207,000(税抜)

■各倍率の観察範囲と作動距離（本体先端から被写体までの距離）

10.8×6.1 7.2×4.1 5.4×3.0 3.6×2.0 2.7×1.5

2.0

180

0.5 0.75 1.0 1.5

45 67.5 90 135
観察範囲
（約mm）

モニタ上の倍率
20”（WXGA++)

光学倍率

SKL-B コンバージョンレンズ x0.5取付時 ￥12，000（税抜）
　（ｘ22.5～x90モニタ倍率）作動距離150ｍｍ
SKL-A コンバージョンレンズ x2.0取付時 ￥12，000（税抜）
　（x90x360モニタ倍率）作動距離32mm

作動距離：88ｍｍ

＊コンバージョンレンズは別売です。

＊SKL-B コンバージョンレンズ　x0.5使用時、観察範囲は倍に、
　SKL-A コンバージョンレンズ　x2.0使用時、観察範囲は半分になります

■ SKM-Z300C-PCM2 マイクロスコープ基本セット内容
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1/2.8型 CMOSイメージセンサ撮像素子

有効画素数 1984(H)×1225(V)

走査方式 プログレッシブ

最大フレームレート* 30 fps

出力サイズ 1920×1080

ＳＫＭ－Ｚ３００Ｃ－ＰＣＭ２

《仕様表》

☆デモ機貸出中！お申し込みは裏表紙又はHPから
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２４ビットカラー　以上

対応ＯＳ

ＣＰＵ
メモリ
グラフィック

ＵＳＢポート
WindowsXP*(SP2以降) ,7,8(32bit,64bit)
ＵＳＢ２.0ポート（Intell製ホストコントローラ）
Intel Core iシリーズ以降推奨
2.0GB以上

項目 必要環境

＊デモ機にてご確認願います。

温度：0～40°　湿度：10～80％（結露無きこと）動作温度＆湿度

　　《動作環境》
■USBカメラ　仕様表

*実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります。

インターフェイス USB2.0 (UVCver1.1 準拠)

電源 USBバスパワー

*Windows XPは機能制限があります。



ＳＫＭ－Ｚ２００ＣＳＫＭ－Ｚ２００Ｃ－ＨＤ２－ＨＤ２ ￥277,000(税抜)

ＳＫＭ－Ｚ３００ＳＫＭ－Ｚ３００Ｃ－ＦＨＤ－ＦＨＤ ￥252,000(税抜)

作業しやすい作動距離88mm、顕微鏡作業に最適。　

・ズームレンズ　(SKL-Z200C又はSKL-Z300C）
・HDカメラ（SKM-Z300C-FHDはフルハイビジョンカメラ）（カメラ用電源アダプタ付属）
・LEDリングライト照明（SKLS-A）
・顕微鏡ロングスタンド（SKS-ST100A）
・粗動ホルダ （SKS-HOLD-A）

・ズーム式マイクロスコープ

■ズーム式マイクロスコープ基本セット内容
＊画像出力用ケーブルは付属していません。

2.0

170

2.7X1.5

0.5 0.75 1.0 1.5

42.5 63.75 85 127.5

11.0Ｘ6.2 7.3X4.1 5.5X3.1 3.7X2.1観察範囲
（約mm）

モニタ上の倍率
20”（WXGA++)

光学倍率

＊HDMI接続
＊1280×720Ｐ高解像度（従来の3倍）

SKL-B コンバージョンレンズ x0.5取付時 ￥12，000（税抜）
（ｘ21.25～x85モニタ倍率）作動距離150ｍｍ
SKL-A コンバージョンレンズ x2.0取付時 ￥12，000（税抜）
（x85～x340モニタ倍率）作動距離32mm

作動距離：88ｍｍ

＊コンバージョンレンズは別売です。

＊SKL-B コンバージョンレンズ　x0.5使用時、観察範囲は倍に、
　SKL-A コンバージョンレンズ　x2.0使用時、観察範囲は半分になります

☆デモ機貸出中！お申し込みは裏表紙又はHPから

倍率の高いx92～x552において、作動距離60mmを確保。

＊画像出力用ケーブルは付属していません。

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

92 184 276 368 460 552

4.8X2.7 2.4X1.35 1.6X0.9 1.2X0.675 0.96X0.54 0.8X0.45観察範囲
（約mm）

モニタ上の倍率
20”（WXGA++)

光学倍率

＊SKL-D コンバージョンレンズ　x0.5使用時、観察範囲は倍に、
　SKL-E コンバージョンレンズ　x2.0使用時、観察範囲は半分になります

SKL-D コンバージョンレンズ x0.5取付時 ￥18,000（税抜）　
（ｘ46～ｘ276 モニタ倍率）作動距離110ｍｍ

作動距離：60ｍｍ

＊コンバージョンレンズは別売です。

SKL-E コンバージョンレンズ x2.0取付時  ￥25,000（税抜）　
（ｘ184～ｘ1104 モニタ倍率）作動距離26ｍｍ

＊SKM-Z200C-HD 粗微動ホルダタイプ ￥289,500（税抜）もあります。

HDモニタで拡大観察

P10



ＳＫＭ－Ｚ２００Ｃ－ＨＤＤ

ＳＫＭ－Ｚ３００Ｃ－ＦＨＤ
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■SKM-Z200C-HDD付属カメラ　仕様表

＊ＨＤＭＩ接続モニタ（オプション）もあります。

項目 仕様

撮像素子
映像出力画素数 

ビデオ出力

電源入力電圧 

プログレッシブ

1/3” 正方画素型　SXGA　カラーCCD

1280(H)X720(V)
走査方式

+9～+15Vdc(Typical:+12Vdc)
 DVI　1.0準拠　（HDMIコネクター接続）

動作温度＆湿度 温度：0～40°　湿度：10～80％(結露無きこと)

☆デモ機貸出中！お申し込みは裏表紙又はHPから

■SKM-Z300C-FHD付属カメラ　仕様表
項目 仕様

撮像素子
映像出力画素数 

ビデオ出力

電源入力電圧 

プログレッシブ

1/2.8” 230Mega pixel カラーCMOS

1920(H)X1080(V)

走査方式

+9～+15Vdc(Typical:+12Vdc)
 DVI　1.0準拠　（HDMIコネクター接続）

動作温度＆湿度 温度：0～40°　湿度：10～80％(結露無きこと)

＊ＨＤＭＩ接続モニタ（オプション）もあります。



ＳＫＭ－Ｓ１０Ａ－ＴＶ

ＳＫＭ－Ｓ２０Ａ－ＴＶ
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＊HDMI接続

ＳＫＭ－Ｖ３００ＡＳＫＭ－Ｖ３００Ａ－ＦＨＤ－ＦＨＤ ￥218,000(税抜)

フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える！ 

■各倍率の観察範囲と作動距離（本体先端から被写体までの距離）

・1080Pフルハイビジョン(DVI1.0準拠の映像出力)

・プログレシッブ走査、60ｆｐｓで滑らか動画

・HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続

フルハイビジョンでより高画質　低倍率でも細部がよく見える！

・倍率は21.5インチワイド液晶モニタ上での倍率です
・観察範囲：観察できる最大範囲
・作動距離：スコープと観察物の距離

■ SKM-V300A-FHD マイクロスコープ基本セット内容

＊画像出力用ケーブルは付属していません。

＊1920×1080P高解像度（従来の約7倍）

倍率 観察範囲（mm） 作動距離（mm）

X10

X20

X30

X40

X50

X60

47.4×26.7
23.7×13.3
15.8×8.9
11.9×6.7
9.5×5.3
7.9×4.4

316
161
109
83
67
57

・SKM-V300A-FHD　本体
・HDカメラ用電源アダプタ
・LEDリングライト照明
・照明用ステー
・顕微鏡ロングスタンド（SKS-ST100A）
・粗動ホルダ（SKS-HOLD-A）

絞り機構付 LEDリングライト照明 ステー付
（拡散フィルタ付）

■HDカメラ　仕様表

☆デモ機貸出中！お申し込みは裏表紙又はHPから

項目 仕様
撮像素子
映像出力画素数 

ビデオ出力
電源入力電圧 

プログレッシブ

1/2.8” 230Mega pixel カラーCMOS
1920(H)X1080(V)

走査方式

+9～+15Vdc(Typical:+12Vdc)
 DVI　1.0準拠　（HDMIコネクター接続）

動作温度＆環境 温度：0～40°　湿度：10～80％（結露無きこと）

HDモニタで拡大観察
・可変倍率式マイクロスコープ



テレビで拡大観察 ビデオ接続
・可変倍率式マイクロスコープ

倍率表示とW.D.表示
各倍率でのクリック付

￥198,000(税抜)

x10～x200と幅広い倍率をカバー。様々な分野で使用されている人気の機種です。

内蔵照明（白色LED)
拡散フィルター付属

照明の明るさ調整付
点灯/消灯スイッチ付

照明の明るさ調整付
点灯/消灯スイッチ付

内蔵照明（白色LED) 倍率表示とWD表示

ＳＫＭ－ＳＫＭ－Ｓ１０ＡＳ１０Ａ－ＴＶ－ＴＶ

ＳＫＭ－ＳＫＭ－Ｓ２０ＡＳ２０Ａ－ＴＶ－ＴＶ ￥99,000(税抜)

工業用途で使用頻度が高い倍率x10～x50をカバー。
実体顕微鏡での検査が簡単に行えます。

・倍率は15インチ液晶モニタ上での倍率です。
・観察範囲：観察できる最大範囲。
・W.D.(作動距離)：スコープと観察物の距離。

＊＜倍率表の説明＞TVタイプは全機種共通です。

観察範囲(mm) W.D.(mm)
30

40
60
121

34

倍率
X200
X140
X100
X50
X20

1.5Ｘ1.1
2.1Ｘ1.6
3.0Ｘ2.2
6Ｘ4.5
15Ｘ11.2
30Ｘ22.5 224X10

＊

斉藤光学のマイクロスコープは工場ラインでの目視検査装置として数多くの実績があります。
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＊ 観察範囲（㎜）倍率 W.D(㎜)
X50
X40
X30
X20
X10

6.0X4.5
7.5X5.6
10X7.5
15X11.2
30X22.5

60
71
88
121
224

＜仕様＞

信号方式 NTSC方式　RCAビデオ出力端子

1/4インチＣＣＤイメージセンサ（インターライン）
有効画素数　768(H)×494(V)　総画素数　約41万画素

DC５V±0.2V、0.4A　付属ACアダプタ使用

撮像デバイス
画素数

電源
光源
光学部

スタンド

付属品

超高輝度白色LED使用　　光量調整付
レンズ繰出し式、連続可変倍率

機種 SKM-S20A-ＴＶ SKM-S10A-ＴＶ
倍率 ｘ10～ｘ50 ｘ10～ｘ200

ピント調整機構付き（粗動）
標準スタンド

ピント調整機構付き（粗動）
簡易スタンド

光源拡散フィルター
ビニルカバー
ビデオケーブル

ビニルカバー
ビデオケーブル

■SKM-S20A-TV マイクロスコープセット内容

■SKM-S10A-TV　マイクロスコープセット内容
・SKM-S10A-TV　本体（電源アダプタ付）
・顕微鏡スタンド（粗動ホルダ付）
・ビデオ出力ケーブル
・拡散フィルター

・SKM-S20A-TV　本体（電源アダプタ付）
・簡易スタンド（粗動ホルダ付）
・ビデオ出力ケーブル

ＳＫＭ－Ｖ３００Ａ－ＦＨＤ



マイクロスコープ用アクセサリー

大型スタンド
■SKS-LS110 ￥55,000(税抜) 使用例

アングルスタンド
■SKS-AS200C　￥65,000(税抜)

・観察物を斜めから観察するスタンドです。
・15度刻みにクリックします。
・水平位置まで可動できます。
・X-Yステージを取付できます。
・ホルダ別売（上記）です。

使用例

特注スタンドも承ります。

■SKS-LS300 ￥120,000(税抜） 使用例

スタンドスタンド
Ｘ-Ｙステージ

観察補助器具

３軸が可動できます。
テーブルにはシャコ万力で取付けます。
＊（テーブルとシャコ万力は含まれていません）

顕微鏡ホルダ部は傾斜できます。
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組み合わせ例■SKS-HOLD-A 粗動ホルダ 　

■SKS-HOLD-B 粗微動ホルダ 　

■SKS-HOLD-C ロングホルダ  　

・両手ハンドル
・ストローク35ｍｍ
・粗微動

・両手ハンドル
・ストローク35ｍｍ
・粗動

・両手ハンドル
・ストローク80ｍｍ
・粗微動

￥14,000(税抜)

￥26,500(税抜)

￥49,800(税抜)

左　SKS-STND オリジナルスタンド+
                                           SKS-HOLD-A粗動ホルダ

右　SKS-ST100A ロングスタンド+
                                           SKS-HOLD-B粗微動ホルダ

SKS-AS200C+SKS-HOLD-A 粗動ホルダ+SKS-LXY-B

スタンド&ホルダ
■SKS-STND
オリジナルスタンド ロングスタンド

■SKS-ST100A

￥14,000(税抜)￥12,500(税抜)

支柱長さ：400mm支柱長さ：265mm

クリック機構部分

ステージ材質 デコラ板（木製化粧板）

ホルダ 別売（上記）
支柱取付部 短辺、長辺に各3箇所(計6箇所)

重量 4.6Kg

ステージサイズ 360ｍｍ×450ｍｍ



上部に当社製スタンド付属の白黒ステージが
取付られ、回転できます。
観察物の安定した移動に便利です。
(*本XYステージには白黒ステージは付属していません）

ラックピニオン式ＸＹステージ
■SKS-LXY-C　￥49,000 （税抜）

上部円板：Φ100ｍｍ
ストローク：合計70ｍｍ

スタンドへの取付

■SKS-AMXY-B　￥98,100(税抜）
マイクロメータ付X-Yステージ
■SKS-DMXY-B２ ￥115,600(税抜）

アナログタイプのマイクロメータを使用デジタルタイプのマイクロメータを使用
測定を行うのに便利

注意：SKS-LXY,DMXY,AMXYは、弊社製マイクロスコープのスタンドに取り付けて使用します。各ステージにスタンドは付属していません。
対応スタンド：SKS-STND、SKS-ST100A、SKS-AS200C（簡易スタンドには取付できません）

上部円板：Φ100ｍｍ
ストローク：合計25ｍｍ
ミツトヨ製マイクロメータ使用

スタンドへの取付

スタンド
Ｘ-ＹステージＸ-Ｙステージ

プリズムサイズは10（高）×10（奥）×32（幅）ｍｍ

側視観察用プリズム
■SKL-P01　￥15,000（税抜）

特注サイズも承ります。

観察補助器具観察補助器具

V型観察台
■SKS-V01　￥12,000（税抜）

プリズムを介して、観察物を真横から観察できます。　BGAなどの観察に最適です。

円柱状の観察物に最適です。　照明が均一に当たります。
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通常観察

Ｖ型観察台使用

撮影例

リードフレーム BGA

撮影例







ソフトウェア
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ケースケース
キャリーケース　各￥52,000（税抜）

適用機種：SKM-S10A-TV
                   SKM-S30B-PC
　　　　  SKM-S31B-PC
　　　　  
＊SKM-S20の簡易スタンドモデル
　Zシリーズ、Vシリーズのロングス
    タンドモデルには使用できません。

特注ケースも承ります。

使用例

その他、各種照明装置その他、各種照明装置
ツインアーム式

ドーム照明■L-701 　￥31,600 (税抜） ■HDA-TW3　￥88,000 (税抜）
観察物に応じて最適な照明装置を提案します。

適用機種：SKM-V200B-HD
                   SKM-V200B-HD2
　　　      SKM-V300A-FHD
                   SKM-Z200C-PC/HD
　　　　  SKM-Z300C-PC/HD
　　　　  
＊SKM-Sシリーズには使用できません。

使用例

■SKC-CA04

■SKC-CA03

400×274×H465

392×264×H293



ソフトウェアソフトウェア
画像計測ソフト(校正スケール付)
■SK-Measure　￥68,000（税抜）

対応OS：WindowsXP，Vista,７,8.1（32bit,64bit）

☆デモ機貸出中！お申し込みは裏表紙又はHPから

円の直径

２円間距離
　　　・角度

面積

角度

２点間距離
　　　･角度

基準線からの
　垂線距離

ケース

その他、各種照明装置

簡単な操作で計測ができる簡易計測ソフトです。
2005年の発売以来、無償バージョンアップを行い続けています。

☆ワンボタンで校正値の設定ができます。
　　

校正値線で全体を囲み、“X”、“Y”に数値を入力し、　　　 ボタンで設定します。
※自動校正値可能倍率は、30倍～240倍までです。
　それ以外の倍率は手動での校正値設定となります。
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ピント合わせの波形表示

ピントが合うとグラフの山が高く表示。

基準用のクロスカーソルを複数表示

任意の位置に座標で指定できます。

グリッドを表示

任意のサイズでグリッド表示いたします。

☆計測データも保存可能
　　・測定した値はＣＳＶ形式で保存できますので、市販の表計算ソフトでも読み出しできます。
　　・測定結果はテンプレートとして保存できます。
  　　画像と測定したデータを別に保存して、前回の計測データをテンプレートとして使用する事ができます。
         （測定値はその時に使用している校正値を元に表示します。）

付属の自動校正円スケールを使用して、簡単に校正値設定ができます。

マウスホイールを回すだけで画面表示倍率
（デジタルズーム）が簡単に切替できますので
精密な位置合わせが可能です。
マウスカーソールを中心として拡大（縮小）します。

フットスイッチに対応！
画像の保存がフットスイッチ
で出来ます。
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ガラススケールガラススケール

R1121-19

自動校正用Ａ

自動校正用Ｂ

R1141-19
R1161-19

0.5×0.5（±0.01）

0.1×0.1（±0.005）
0.2×0.2（±0.01）

ø0.2
（±0.005）
ø0.4

（±0.005）

ピッチ スケールの
長さ 中心円 線幅 各円の

直径精度

10×10
(±0.02）

0.1 ±0.01

0.01

±0.01

品　　名

計測ソフト用　ガラススケール
■ 各￥5,000（税抜）

　計測ソフトSK-Measureには、自動校正用Ｂスケールが付属しています。

写真

単位（mm）

0.1

計測ソフトの校正（キャリブレーション）に使用します。

スケールの校正測定も行っています。



マイクロスコープの観察のコツ
●低倍率での観察のコツ

●高倍率での観察のコツ

観察物に最接近させます。
（観察物にレンズが触れない様に注意！）

観察したい倍率に合わせます。
本体先端から観察物までの距離を、倍率表記の下にある“作動距離（W.D.）”の距離に合わせます。

方法その１
　低倍率にしてピントを合わせて、目的の倍率までピントと中心を合わせながら上げていきます。

方法その２
　目的の倍率にしてから、マイクロスコープ本体を観察物に最接近させ、少しずつ本体をあげていきます。

マイクロスコープの選び方
●どの様な用途でご使用ですか？
工場ラインなどでの目視検査が目的ならば、高画質で動きの速いHDモニタタイプがお勧めです。
観察画像の保存や、計測などが目的なら、パソコンタイプがお勧めです。

●観察部位のサイズはどれくらいですか？   

・観察部位のサイズは、目安です。
・※は、コンバージョンレンズ（別売）ｘ0.5又はｘ2.0を使用した場合の倍率です。
・倍率は、画面倍率です。各機種により、倍率が異なります。詳細は各製品のページをご確認ください。

観察部位のサイズで必要な倍率を見つけます。

観察部位

0.02ｍｍ～
　　   0.01ｍｍ

30mm～
　　　0.5ｍｍ

倍　　率

0.5mm～
　　　0.2ｍｍ

0.2mm～
0.02ｍｍ

10倍～180倍

100倍～300倍

200倍～370倍

400倍～1000倍

適　応　器

SKM-S20B-PC、SKM-S30B-PC、

SKM-V200B-HD2、SKM-V300A-FHD、

SKM-Z200C-HD、SKM-Z300C-HD※

SKM-S30B-PC、SKM-Z200C-PC、SKM-Z300C-PC※

SKM-Z200C-HD、SKM-Z300C-HD※

SKM-Z200C-PC、SKM-Z300C-PC※

SKM-S31B-PC

PC

ﾓﾆﾀ

PC

ﾓﾆﾀ

PC

ﾓﾆﾀ

PC

ﾓﾆﾀ SKM-Z200C-HD

SKM-Z200C-HD、SKM-Z300C-HD

タイプ 機　種　名

SKM-Z200C-PC、SKM-Z300C-PC

・作動距離（W.D.＝Working Distance）とは、被写体からレンズ（鏡筒）先端までの距離のことです。
・作動距離（W.D.）は、低い倍率の時には長く、高い倍率の時は短くなります。
・観察したい対象物を低倍率から見ていくと、ねらいが定まります。
・反射の高い観察物の場合は、拡散フィルター（SKM-S30B-PC、SKM-S10A-TV付属）へ変えると、反射が和らぎます。

豆知識

① ② ③

保護フィルターを固
定しているリングを
緩めます。

保護フィルターを取
り除き、拡散フィルタ
ーをはめ込みます。

本体にリングで固定
します。

☆デモ機貸出中！お申し込みは裏表紙又はHPから
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ガラススケール
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基板の観察
◆観察のコツ
　はんだ部分の反射を抑えるためにSKS-V01 V型観察
    台を使用しています。

《サンプル画像の撮影内容》
◆撮影機種
　・SKM-S20C-PC (P4)
　・SKS-V01 V型観察台(P15)
◆倍率
    ・画面倍率　x15

ビスの観察
◆観察のコツ
　ビスやネジは、反射しやすく転がりやすいため、
　SKS-V01 V型観察台での観察がお勧めです。
       ※画像は合成ソフトを使用しています。

《サンプル画像の撮影内容》
◆撮影機種
     ・SKM-S30C-PC(P4)
     ・SKS-V01 V型観察台(P15)
     ・合成ソフト
◆倍率
　・画面倍率　x30

サンプル撮影画像サンプル撮影画像

ワイヤーボンディングの観察
◆観察のコツ
　反射しやすいですが、本体照明とソフトの露
　出などで観察しやすく調整できます。

《サンプル画像の撮影内容》
◆撮影機種　
　・SKM-S31C-PC(P5)
　・SKS-LXY-c XYステージ(P15)
◆倍率
　・画面倍率　x400
　

モーター　整流子の観察
◆観察のコツ
　ビスやネジ同様、反射しやすく転がりやすいので
　SKS-V01V型観察台の使用がお勧めです。
　さらに、SKLS-A-1LED拡散照明を使用すると傷など
　観察しやすいです。
  　
《サンプル画像の撮影内容》
◆撮影機種
　・SKM-S30C-PC(P4)
　・SKS-V01 V型観察台(P15)
　・SKLS-A-1 LED拡散照明(P16)
◆倍率
　・画面倍率 x15
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☆ホームページにも撮影画像多数掲載中！
　http://www.saitohk.com/サンプル撮影画像

◆観察のコツ
　SKLS-F  簡易同軸落射照明を使用すること
　により、観察しやすくなります。　

《サンプル画像の撮影内容》
◆撮影機種
　・SKM-Z300C-PCM2(P8)
　・SKLS-F 簡易同軸落射照明(P17)
◆倍率
　・画面倍率　x45　

ステンレスの観察

◆観察のコツ
　SKLS-F簡易同軸落射照明を使用します。
　照明が観察物へ垂直に当たるようにします。
　透明電極も観察出来ます。

《サンプル画像の撮影内容》
◆撮影機種
　・SKM-Z200C-PCD(P6)
　・SKLS-F 簡易同軸落射照明(P17)

◆倍率
　・画面倍率x275
　　（レンズ倍率x5）

液晶パネル

ファイバー照明　断面の観察
◆観察のコツ
　SKLS-F 簡易同軸落射照明を使用します。
　照明が観察物へ垂直に当たるようにします。
　

《サンプル画像の撮影内容》
◆撮影機種
　・SKM-Z200C-PCD(P6)
　・SKLS-F 簡易同軸落射照明(P17)

◆倍率
　・画面倍率x330
　　（レンズ倍率x6）

生地（ウール100％）の観察
◆観察のコツ
　落射照明のみの場合は反射により、糸の奥まで観察
　しにくため、横から照射ができるSKLS-A-1（LED拡散
　照明）と、斜め下からの照射ができるSKLS-D（簡易暗
　視野照明）との組合わせがお勧めです。
　　　
《サンプル画像の撮影内容》
◆撮影機種
　・SKM-S30C-PC(P4)
　・SKLS-A-1 LED拡散照明(P16)
　・SKLS-D 簡易暗視野LED照明(P17)
◆倍率
　・画面倍率 x110



斉藤光学マイクロスコープ　デモ機貸出依頼表
デモ機の貸し出しを行っています。ご購入前にご利用ください。

※当社HPでも、お問い合わせシートのダウンロードが可能です。

貸し出し状況が混み合っている場合がありますので、ご予約願います。

■販売店

担当者名

会  社  名

所属部署

電話番号

FAX番号

住　  所

E-mail

デモ機

製品は何で
知りましたか？

備　　考
（質問等）

デモ機貸出
希望日

貸出機種

Yahoo!で検索　Googleで検索   展示会（　　　　　　　　　　　　　　　　                                                     　 ）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    ）

 月　 　　日（　　 ）着～　     　　月　 　　日（ 　　）  返却

デモ機の貸し出し依頼および、ご不明な点については、FAX または e-mail にてお問い合わせ下さい。 

※名刺添付可能

〒

T E L : 0 4 5 - 8 7 1 - 7 7 6 7　 FA X : 0 4 5 - 8 7 1 - 7 7 4 2
E -m a i l :  s a l e s @ s a i t o h k . j p
最新情報はwebページにてご確認願います。
http://www.saitohk.com
使い方のコツや撮影映像などをブログにて紹介しています。
http://saitohk.exblog.jp/

斉藤光学株式会社
開発・製造

〒244-0815 横浜市戸塚区下倉田町 250 番地山田ビル 1Ｆ

マークは斉藤光学株式会社の商標登録です。　類似マークにご注意願います。
＊このカタログは2016年3月時点の内容です。
＊このカタログに記載された製品仕様、外観、価格は予告なく変更または生産終了する事があります。
＊このカタログの記載内容の無断転載を禁じます。

観察物は
何でしょうか？

QRコードで簡単アクセス

ホームページ ブログ


