アムズシステムサイエンス
２０１９年３月末日まで
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スマートフォン、タブレットでの撮影に

Limited-ＳＴＡＧＥ-S

スマートフォン/タブレット対応

￥５５，０００～（税別）

Limited-ＳＴＡＧＥⅡ-S

切出しに対応

￥６３，０００～（税別）

Ｌｉｍｉｔｅｄ-ＳＴＡＧＥ-SPD

iPad mini 標準搭載

お手持ちの
または

￥１２５，０００～（税別）

スマートフォン、タブレットをキャビネットに置くだけで撮影ができます

iPad mini 搭載仕様も用意しております
青色ＬＥＤ搭載例

ＵＶ搭載例

切出し仕様

縦置き、横置き、ケース付きのまま撮影ができます
ご使用される方すべてのスマートフォンをそのまま簡単に撮影できるよう上部はフラットで、中心部の穴にカメラのレンズを合わせて置くだけです
カメラケースを外す必要もほとんどありません

縦置き

横置き

ケース付き

タブレット

アムズシステムサイエンス

キャンペーン開催中！

２０１９年３月末日まで

Limited-STAGE-S

シンプルモデル

照射装置を既にお持ちの場合はＵＶ撮影用フィルター付きまたは青色ＬＥＤ撮影用フィルター付きを選択してください
ＣａｔＮｏ

195-1

195-2

型式

Limited-STAGE-SＵ
ＵＶ撮影用フィルター付き

Limited-STAGE-SＢ
青色LED撮影用フィルター付き

¥95,000- → ¥60,000-

¥85,000- → ¥55,000-

価格

210mm

UVイルミネーター付きまたは青色ＬＥＤイルミネーター付きのどちらかを選択してください
ＣａｔＮｏ

195-3

195-4

型式

Limited-STAGE-S-UV ※１
UV撮影用フィルター付き
UVトランスイルミネーター付き

Limited-STAGE-S-100 ※２
青色LED撮影用フィルター付き
青色LEDイルミネーター付き

価格

¥220,000- → ¥170,000-

¥205,000- → ¥151,000-

Limited-STAGE-S-100で切出しを行う場合はLED100青色LEDイルミネー
ターに取付けるオレンジプレートをご使用ください(別売)

Limited-STAGE-S

ＣａｔＮｏ

930-1

型式

LED100F
オレンジプレート

価格

¥10,000- → ¥8,000-

Limited-STAGE-S-UVで切出しを行う場合は
標準付属のUV保護カバーをご使用ください

青色LEDイルミネーター

UVイルミネーター

Limited-STAGEⅡ-Ｓ

切出し対応

扉の両側に切出し用の扉があり、上部より観察しながら切出し作業ができます

スマートフォン用テーブル
を外します

330mm

青色LED用観察窓
ＵＶ用観察窓

Ｌｉｍｉｔｅｄ－ＳＴＡＧＥⅡ-S

照射装置を既にお持ちの場合はＵＶ撮影用フィルター付きまたは青色ＬＥＤ撮影用フィルター付きを選択してください
ＣａｔＮｏ

196-1

196-2

型式

Limited-STAGEⅡ-SＵ
ＵＶ撮影用フィルター付き

Limited-STAGEⅡ-SＢ
青色LED撮影用フィルター付き

価格

¥100,000- → ¥68,000-

¥90,000- → ¥63,000-

UVイルミネーター付きまたは青色ＬＥＤイルミネーター付きのどちらかを選択してください
ＣａｔＮｏ

196-3

196-4

型式

Limited-STAGEⅡ-S-UV ※１
UV撮影用フィルター付き
UVトランスイルミネーター付き

Limited-STAGEⅡ-S-100 ※２
青色LED撮影用フィルター付き
青色LEDイルミネーター付き

価格

¥225,000- → ¥178,000-

¥210,000- → ¥159,000-

※１UVトランスイルミネーター(ＥＣＸ１５
Ｍ)は３１２ｎｍ、強度切替（100/70）
フィルターサイズ１５ｘ１５ｃｍ
外形寸法３４０ｘ２８０ｘ１０２ｍｍ
２波長切替タイプ(312/365nm)へも
変更できます。
※２ 青色イルミネータはＬＥＤ１００
(ＣａｔNO.930）です。

Limited-STAGE-S

iPad mini 標準搭載仕様

個人のスマートフォンを使用すると薬品による汚れが付着する場合があります。そのような場合はiPad mini標準搭載の仕様がお勧めです。
個人のスマートフォンをご使用頂くことも可能です。

横置き例

照射装置を既にお持ちの場合はＵＶ撮影用フィルター付きまたは青色ＬＥＤ撮影用フィルター付きを選択してください
ＣａｔＮ
ｏ

型式

価格

197-1

197-2

198-1

198-2

シンプルモデル

シンプルモデル

切出し仕様

切出し仕様

Limited-STAGE-SＵPD

Limited-STAGE-SＢPD

iPad mini4付き
ＵＶ撮影用フィルター付き

iPad mini4付き
青色LED撮影用フィルター付き

Limited-STAGEⅡ-SＵPD
iPad mini4付き
ＵＶ撮影用フィルター付き

Limited-STAGEⅡ-SＢPD
iPad mini4付き
青色LED撮影用フィルター付き

¥165,000- → ¥125,000-

¥160,000- → ¥120,000-

¥170,000- → ¥128,000-

¥165,000- → ¥125,000-

UVイルミネーター付きまたは青色ＬＥＤイルミネーター付きのどちらかを選択してください
ＣａｔＮｏ

型式

価格

197-3

197-4

198-3

198-4

シンプルモデル

シンプルモデル

切出し仕様

切出し仕様

Limited-STAGE-SPD-UV

Limited-STAGE-SPD-100

Limited-STAGEⅡ-SPD-UV

Limited-STAGEⅡ-SPD-100

iPad mini4付き
UV撮影用フィルター付き
UVトランスイルミネーター付き
※1

iPad mini4付き
青色LED撮影用フィルター付き
青色LEDイルミネーター付き
※2

iPad mini4付き
UV撮影用フィルター付き
UVトランスイルミネーター付き
※1

iPad mini4付き
青色LED撮影用フィルター付き
青色LEDイルミネーター付き
※2

¥290,000- → ¥218,000-

¥275,000- → ¥206,000-

¥295,000- → ¥220,000-

¥280,000- → ¥210,000-

※１UVトランスイルミネーター(ＥＣＸ１５Ｍ)は３１２ｎｍ、強度切替（100/70）フィルターサイズ１５ｘ１５ｃｍ 外形寸法３４０ｘ２８０ｘ１０２ｍｍ
※２ 青色イルミネータはＬＥＤ１００(ＣａｔNO.930）です。

仕様
Ｌｉｍｉｔｅｄ-ＳＴＡＧＥ-Ｓ

Ｌｉｍｉｔｅｄ-ＳＴＡＧＥⅡ-Ｓ

Ｌｉｍｉｔｅｄ-ＳＴＡＧＥ-ＳPD

Ｌｉｍｉｔｅｄ-ＳＴＡＧＥⅡ-ＳPD

１９ｘ１９ｃｍ

１９ｘ１９ｃｍ

１９ｘ１９ｃｍ

１９ｘ１９ｃｍ

ＵＶ用または青色ＬＥＤ用

ＵＶ用または青色ＬＥＤ用

ＵＶ用または青色ＬＥＤ用

ＵＶ用または青色ＬＥＤ用

切り出し

-

可能

-

可能

iPad mini4

-

-

標準付属

標準付属

２２０ｘ２２０ｘ２１０ 重量３.５ｋｇ

２２０ｘ２２０ｘ３３０ 重量３．８ｋｇ

２２０ｘ２２０ｘ２１０ 重量３.５ｋｇ

２２０ｘ２２０ｘ３３０ 重量３．８ｋｇ

最大撮影サイズ
フィルター

サイズ・重量
（WxDxHmm）

iPhoneで撮影の一例
①
③
②

③バンドの部分をタップし、
バーを指で上下にスライドして明るさを調整します。

①上の矢印部分をタップし、
②モノクロを選択します

ＵＶ透過ゲルトレイ

ラップを敷く手間が省け、簡単にゲルを載せることができます。
２６０ｎｍ以降を透過しますので感度を損なうことなく撮影できます。
切出時のご使用でイルミネーターを傷つける心配がありません。
１５ｘ１５（ｃｍ）とコンパクトでLimited-STAGEにおすすめです。
片側がＬ型のため持ちやすくなっております。
短波長（254nm）イルミネーターでは感度が低下します。
カタログNO.

型式

数量

サイズ

価格

310

UVTR15

1枚

150(W)x150(D)x20(H)mm

¥8,000- → ¥6,500-

310-002

UVTR15X2

2枚入り

150(W)x150(D)x20(H)mm

￥15,000- → ¥12,000-

スマートフォン/タブレットに接続可能な８インチ液晶モニターが接続可能です。
リアルタイム画像が表示されますので、ゲル画像を確認しやすくなります。
(スマートフォン/タブレット用HDMI変換ケーブルをご用意ください)

製造元

カタログNO.

型式

仕様

195-001

ＬＣＤ８ＳＹ

８インチ液晶モニター (キャビネットに接続)

アムズシステムサイエンス

〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-10-21-503
TEL 06-7493-0786 FAX 06-6390-6370
URL
http://www.amzsystemscience.com
E-mail info@amzsystemscience.com

価格
¥35,000-

