
輝度測定範囲：
1～1,350,000mcd/m2
測定時間：0.5 秒

応答度色彩輝度計計

輝度測定範囲：
0.1 ～ 10,000cd/m2 
アナログ出力応答速度：80μs以下

紫外線強度計 UVチェッカー

表示範囲：
0.1～ 280,000μW/cm2

りん光輝度計

輝度色度ユニフォミティ測定器

輝度測定範囲：0.1 ～ 1,000,000cd/m2

\1,980,000
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表⽰部：\130,000 / UD-250：\240,000 /
UD-360A：\136,000 / UD-400：\140,000

表⽰部：\220,000 / UD-T25T2：\180,000 / UD-T36T2：
\110,000 / UD-T40T2：\130,000 / UD-T3040T2：\280,000

トプコンテクノハウスの光計測 ラインナップ

\800,000

標準レンズ
広角レンズ
望遠レンズ

10～1,000,000cd/m2

UA-10SH
UA-10WH
UA-10TH

0.1～ 30,000cd/m2

UA-10SL
UA-10WL
UA-10TL

分光計測による⾼精度測定機 SR シリーズ
超低輝度/超⾼輝度測定対応機を筆頭に⾼速分光測定機、分光放射計のスタンダードタイプから超低輝度対応機、さらに近⾚外分光放射計をフルランナップ！

輝度 / ⾊度測定の標準機 BM シリーズ
輝度測定専⽤のハンディタイプや低輝度の⾼速測定可能な⾼感度機、 ⾼輝度を⾼速測定可能な機種
までラインナップ！

⼆次元計測機 UA シリーズ
輝度 / ⾊度の⾯内ムラを研究開発⽤からライン⽤までラインナップ！

FPDやLED照明の
レスポンスやフリッカ測定に
対応!

紫外線測定の標準機 UVR シリーズ
紫外線強度の⾼感度測定に対応 !

ワイドレンジ分光放射計2D分光放射計

輝度測定範囲：
0.0005～5,000,000cd/m2
*0.01～ 100,000,000 lx

輝度測定範囲：
分光モード：0.5～ 5,000,000cd/m2
XYZモード：0.005～40,000cd/m2

高速測定分光放射計

最速測定時間：0.4 秒
輝度測定範囲：
10～4,500,000cd/m2 
*200～90,000,000 lx

分光放射計

輝度測定範囲：
0.1～ 300,000cd/m2
*2～ 7,000,000 lx

超低輝度分光放射計

輝度測定範囲：
0.001～300,000cd/m2
*0.02～ 7,000,000 lx 

超低輝度分光放射計

380～780nmの測定波長範囲内において5nm以下の
スペクトル波長幅 (半値幅 )によりJIS Z 8724対応品。

SR-5000S/WS/T/M：分光モードのみ搭載、
SR-5000HS/HWS/HT/HM：分光モード / XYZモード搭載

近赤外分光放射計

測定波長範囲：
600～1030nm 

SR-LEDW : \3,480,000 / SR-LEDW-5N : \3,580,000\5,500,000 〜 \2,000,000\2,500,000 \2,900,000 SR-UL2 : \3,300,000 / SR-UL2s : \3,400,000 \3,200,000

輝度測定範囲：
0.0005～300,000cd/m2
*0.01～ 7,000,000 lx 

デジタル照度計 デジタル照度計

計量法型式承認取得
JIS 規格一般形AA級照度計準拠
照度測定範囲：
0.005～999,000 lx

演色照度計（分光照度計）

JIS 規格一般形AA級照度計準拠
照度測定範囲：
2～1,000,000 lx

JIS 規格一般形A級照度計準拠
照度測定範囲：
0.1 ～ 19,990 lx

計準拠

\298,000 IM-600 : \108,000 / IM-600M : \152,000

輝度測定範囲：
0.005～1,000,000cd/m2

UA-200AS : \3,250,000 / UA-200AWS : \3,650,000
UA-200AT : \3,650,000

IM-2D : \48,000

2D色彩輝度計

特注対応品

色彩輝度計

輝度測定範囲：
0.005～ 1,200,000cd/m2
測定時間：約2秒

色彩輝度計

輝度測定範囲：
1～12,000,000cd/m2
測定時間：約0.5 秒

\2,500,000 BM-7AS：\730,000 / BM-7AS ANA：\830,000 \198,000

輝度計

輝度測定範囲：
0.01～ 28,000,000cd/m2
測定時間：約0.5 秒

BM-9A20D : 2°
BM-9A10D : 1°
BM-9A02D : 0.2°

UA-200AS    : 標準
UA-200AWS : 広角
UA-200AT    : 望遠

UD-250   : 220～ 300nm
UD-360A : 310～ 400nm
UD-400   : 360～ 490nm

表示範囲：
0.01～ 6,000mW/cm2

UD-T25T2 : 230～ 280nm
UD-T36T2 : 300～ 390nm
UD-T40T2 : 350～ 490nm
UD-T3040T2 :290～ 430nm

\358,000 ( 表⽰部：\85,000 受光部：\273,000)

輝度測定範囲：
0.05～1,000,000cd/m2

UA-200S : \1,800,000 / UA-200WS : \2,000,000
UA-200T : \1,800,000

2D色彩輝度計

UA-200S    : 標準
UA-200WS : 広角
UA-200T    : 望遠

照度 / ⾊温度測定の標準機 IM シリーズ
照度測定専⽤タイプから⾊温度や演⾊性測定タイプまでラインナップ！

* 照度測定にはオプションの照度アダプタZV-30が必要です。
※表示価格は全て税抜価格です。照度アダプタの価格は含んでおりません。

色度精度向上タイプ
　dx,dy:±0.0013 (標準光源A)

http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/sr-5000.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/post-5.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/sr-3ar.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/sr-ul1r.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/sr-ul2.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/sr-ledh.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/sr-nir.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/bm-5ac.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/BM-7AS.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/bm-9a.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/BM-100.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/rd-80sa.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/uvr-300.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/uvr-t2.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/2s-ua200a.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/UA-200.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/UA-10.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/im-1000.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/im-600.html
http://www.topcon-techno.co.jp/products/op_meas/im-2d.html

