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※本製品の梱包・発送・搬入費・組み立て費は別途お申し受けます。

BGA-P201NCCFL

＆
CCFL管
TYPE

蛍光灯
TYPE

復活 省エネ

● 既存の蛍光灯からのCCFL灯へ交換が可能です！
CCFL灯本体に安定器が内蔵されているため、安定器を取り外す工事が必要とな
りますが、既存の植物育成ラックをそのまま利用して、省エネ性の高いCCFL灯へ
の交換&利用が可能です。

● CCFL管とは？
冷陰極蛍光管(Cold Cathode Fluorescent Lamps)の略で、液晶のバックライト
などに使われていた光源です。

省エネ性に優れており、電極を加熱しないため長寿命となり、その結果
従来の蛍光灯よりも長い間お使いいただけます。

新たに蛍光灯型LEDも取扱い
始めました。お気軽にご相談ください！！

植物がすくすく育つ！
  高出力・省エネ型の
    植物栽培専用LEDランプ

色を選択してください。製品番号の●にアルファベットをご記入ください。
色 : パープル(P)  ブルー(B)  グリーン(G)  イエロー(Y)  レッド(R)  昼白色(W)  暖白色(RW)

パープル(P)
660+460nm

レッド(R)
625nm

ブルー(B)
465nm

イエロー(Y)
590nm

グリーン(G)
523nm

暖白色(RW)
3000K

昼白色(W)
6500K

LEDを植物生理学の面から研究し、植物栽培のために開発されたLEDランプです

明るさ 40W相当

消費電力 3W（白熱電球の約1/7）

寿命 5万時間(白色蛍光灯の10倍）

口金 E26（家庭用照明の一般的なサイズ）

外形サイズ 幅50×高さ67mm

重さ 60g

トルネードACE 仕様

　製品番号　　　　　　 　 製品名　　　　                      価格(税抜)
BGA-TNA-●　　　   　トルネードACE  　　　￥6,000
BGA-TNA-SET-●     　LED照明セット  　　　￥9,500

（クリップライト + トルネードACE 1色選択） 

LED照明セット
LED照明セット 
パープル装着イメージ

植物栽培のために開発したLEDランプ 「トルネードACE」と照明器具のセット
日当たりを心配することなく、
お部屋や研究室の好きなスペースで
植物を栽培できます。

カラー：ホワイト
コード：2.1m　(中間スイッチ付) 
サイズ：φ90×D150mm　アーム長:70mm(最長時)
重量：約495g / 定格消費電力：40Wまで

クリップライト 仕様

設置例

蛍光灯 TYPE
CCFL TYPE

製品番号 BGA-P100NFL BGA-P100NCCFL BGA-P201NFL BGA-P201NCCFL

本体外径寸法

棚サイズ

電源

棚段数

本体/棚材質

耐荷重（棚1枚）

照明タイプ 20W 蛍光灯 （防水HF形） 20W CCFL管 40W 蛍光灯 （防水HF形） 40W CCFL管

照明設定

光源数

光源タイマー

価格（税抜） ￥260,000
￥320,000

￥298,000
￥450,000

40W×12本　（1段×3本）20W×8本　（1段×2本）

24時間タイマー （設定：15分単位）

スチール　（塗装処理）

各棚 点灯及び消灯 個別制御

1500（W）×600（D）×1800（H） mm875（W）×450（D）×1800（H） mm

1500×600 mm875×450 mm

単相 100V　50/60Hz

5段　（照明灯4段）

100kg

【仕様例】

● わずか3Wの超低消費電力（相当白熱電球の約1/7）
● 平均5万時間の長寿命LEDチップ
● アルミ蒸着リフレクター採用でクラス最高レベルの明るさ
● ノングレア処理による無幻光
● 光に熱線や赤外線成分を含まず発芽庫や育苗棚など省スペース、多段利用に最適

豊富なカラーバリエーション
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① RGBタイプ ② 太陽光タイプ

① RGBタイプ：庫内単色制御可能

待望の進化系 LED5 登場！背の高い植物の観察に最適！

庫内容量
37L

パソコン
接続温度設定

LED
照明

制御 ディスプレイ
表示

LED光源・ペルチェ制御
温湿度・照明コントローラ
採用。

運転中は、温湿度状態を
液晶ディスプレイに表示。

光源はRGBまたは太陽光で
個別に光量調節可能。温度と
照明は 4パターン登録可能。

照明のON/OFF に連動して
10～ 40℃の範囲で 0.1℃
単位で設定可能。

制御データは、PCに取り
出せるUSB接続付き。

高さ 37cmとナズナや
マイクロトム等の植物
育成や観察に最適。

① BGA-V09C00703R：RGBタイプ

② BGA-V09C00703S：太陽光タイプ

光強度

調光 0～100%、専用無料アプリ

 ① RGB光源：R: 640nm, G: 525nm, B: 470nm

② 太陽光光源：Ra=97、5000K

温度範囲

温調性能 温度設定：0.1℃単位、精度±1℃

サイズ 外寸：W43×D48×H53cm 内寸：W37×D37×H37cm

重量 約16kg

材質 外装：PC,PVC,アルミ,SPCC, 内装：PC

電源 AC100V、50/60HZ、点灯時100W　消灯時 75W

製品番号

光源

① RGB：約250umol/m /s (庫内底面中央=40cm,100%点灯)

10～40℃ 、冷却：室温-8℃ / 加熱：室温 +25℃ 

価格（税抜） ￥425,000-

庫内容量 約37L

2

② 太陽光：約200umol/m /s (庫内底面中央=40cm,100%点灯)2

プラントステーションLED 5

2種類 の
LEDライト
から選べます

庫内容量
23L

高さ 20cmとシャーレや
プラントボックスを利用
した植物培養に最適。

① BGA-V11S02RGB：RGBタイプ

② BGA-V11S02SUN：太陽光タイプ

光強度

調光 0～100%、専用無料アプリ

 ① RGB光源：R: 640nm, G: 525nm, B: 470nm

② 太陽光光源：Ra=97、5000K

温度範囲

温調性能 温度設定：0.1℃単位、精度±1℃

サイズ 外寸：W47×D35×H33.5cm 内寸：W41×D29×H20cm

重量 約11kg

材質 外装：PC,PVC,アルミ,SPCC, 内装：PC

電源 AC100V、50/60HZ、点灯時100W　消灯時 70W

製品番号

光源

① RGB：約400umol/m /s (庫内底面中央=20cm,100%点灯)

10～40℃ 、冷却：室温-6℃ / 加熱：室温 +20℃ 

価格（税抜） ￥298,000-

庫内容量 約23L

2

② 太陽光：約300umol/m /s (庫内底面中央=20cm,100%点灯)2

コンパクト(シャーレφ90mmx12個収納)+
　　軽量+温度・照明の制御可能 !

プラントステーション
           LED ライト 登場！

ハエピタマンション
5個入ｘ6セット　　
¥6,000（税抜）　詳細は11Pへ

これ便利！
庫内で発生した
コバエをキャッチ！

キャンペーン価格（税抜） ￥198,000 ￥248,000

蛍光灯タイプ

キャンペーン
実施中！

2019/1/1
～2019/4

/30まで



マリンフラスコマリンフラスコ

シリコ栓シリコ栓キャップ

¥11,000

¥6,000
¥7,000

¥39,000
¥9,900

BMS-MF300
BMS-MF500
BMS-MF1000
BMS-MF2000
BMS-MFN42
BMS-MFC55

マリンフラスコ300
マリンフラスコ500
マリンフラスコ1000
マリンフラスコ2000
マリンフラスコ用シリコ栓
マリンフラスコ用シリコ栓キャップ

300ml
500ml

1,000ml
2,000ml

5個セット
5個セット

¥4,000

特注可能

GL45ボトルキャップ型GL45ボトルキャップ型

スティックジッパー＆ビーカーバッグ 密封保存
　＆ 培養袋

スティックジッパー

スティックジッパー

微 細 藻 の 培 養 風 景

ビーカーバッグ

！
利
便
は
れ
こ

！
利
便
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れ
こ

！
利
便
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防
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適
最
も
に
養
培

バイオエタノールの開発や植物性プランクトンの培養等
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【特長】
● R・G・B（赤・緑・青）の3つの波長を配置     ● 超高輝度LEDと高性能制御用マイコン搭載
● 白熱灯や蛍光灯に比べて省電力・長寿命（約5万時間）でランニングコストを削減※白色蛍光灯の約10倍
● 天候や日当たりに左右されず安定的な収量確保に貢献  ● 光合成促進により収穫までの期間短縮が可能
● 植物の生活環境・生育段階に合わせた発光調整が可能
　（オプションコントローラー併用の場合）
● 発光調整などにより機能性成分増加が可能

バータイプのLED照明器具︕
S字フック等で栽培植物の上面に吊り下げて

簡単に使用できます。

￥98,000

￥180,000

BGA

BGA

植物育成用 LEDライトバーシリーズ
約 700gと超軽量で非常にコンパクト！  (W300xD80xH25mm)

BGA-HL3000

■植物の種類や成長に適した波長を選べます
太陽光色とRGB色は、1灯で500～600μmol/m2/s（高さ10cm時）と高出力なので葉野菜から果菜類まで
幅広く対応できます。稲・麦・タバコなどの実験も可能です。

■高光強度を自在に調光
LEDの調光設定や点灯時間は、スマートフォンやタブレットから専用アプリ（無料）で簡単に行うことができ
（Bluetooth経由）、最大30台まで制御できます。

■小型軽量で防滴構造のユニット
防滴構造（IP55相当）なので、インキュベーター内に取り付けても安心です。
植物育成棚に組み付けることで、育成する植物に適した光環境を設計できます。

◎18Wの少ない消費電力で、高い光強度を実現    ◎スマートフォンやタブレットで～100％の調光
◎6ﾊﾟﾀｰﾝの調光と8ﾊﾟﾀｰﾝのタイマー設定が可能   ◎小型軽量でインキュベータに吊り下げ可能

Ra97以上で太陽光に近似光を再現している白色LEDを搭載
光強度と照度: 600μmol/m2/s 、28600 lx（高さ10cm）
                  160μmol/m2/s 、7600 lx(高さ30cm)

製品名 : 植物LEDライトバー　太陽光色
製品番号 : BGA-30SUNLED

R（赤）=660nm、G（緑）=530nm、B（青）=450nm
光強度と照度:  500 μmol/m2/s、15000 lx （高さ10cm）
　　　　　　　　　　200 μmol/m2/s、6000 lx（高さ 30cm)

製品名 : 植物LEDライトバー　RGB色
製品番号 : BGA-30RGBLED

ピーク730nmで、発芽実験に最適です。
光強度と照度:  30 μmol/m2/s、 328 lx（高さ10cm）
　　　　　　　　　　  7 μmol/m2/s、 80 lx（高さ 30cm)

製品名 : 植物LEDライトバー 近赤色
製品番号 : BGA-30NIRLED

【仕様】　
●寸法・重量：W300xD80xH25mm/ 約 700g

（                    本体のみ）　
●電源：AC100-240V　50/60Hz　18W

￥59,800価  格
(税抜 ) 

植物育成用 LEDライトバーシリーズ

値下
げ

しまし
た

光合成曲線（マクリーカーブ）を再現した白色LEDを搭載
光強度と照度: 262μmol/m2/s （高さ10cm）
                   150μmol/m2/s 　(高さ30cm)

製品名　: 植物LEDライトバー　太陽光色MC
製品番号: BGA-30SUNMCLED

光合成曲線（通称マクリーカーブ）を
再現したLEDライトバー　新登場！！

セットでお得！

製品番号 製品名 価格（税抜）

スティックジッパー1号（取っ手付）

スティックジッパー2号

スティックジッパー3号

1号専用袋（ビーカーバッグ1号）

2号専用袋（ビーカーバッグ2号）

3号専用袋（ビーカーバッグ3号）

サイズ

長さ：345mm（有効長：310mm)

長さ：285mm（有効長：250mm)

長さ：225mm（有効長：190mm)

310 ｘ 450 mm

250 ｘ 330 mm

195 ｘ 260 mm

入数

10本

10本

10本

10枚

10枚

10枚

￥4,000
￥1,900
￥1,800
￥5,600
￥1,200
￥1,000

BC-AL02

BC-AL03

BC-AL02BAG

BC-AL03BAG

BC-AL01

BC-AL01BAG

スティックジッパーだけ、袋だけでもお求めできます

製品番号 価格（税抜）サイズ

長さ：345mm
（有効長：310mm)

長さ：285mm
（有効長：250mm)

長さ：225mm
（有効長：190mm)

製品名

スティックジッパー3号セット

スティックジッパー2号セット

スティックジッパー1号セット
　　　　　　　（取っ手付）

￥6,900

￥5,800

￥4,500

BC-AL03SET

BC-AL02SET

BC-AL01SET

入数

スティックジッパー2号 10本

スティックジッパー3号 10本

スティックジッパー1号 5本

専用袋 5枚ｘ10

専用袋 5枚ｘ10

専用袋 5枚



￥126,000

￥210,000
￥71,000
￥80,000
￥91,000
￥48,000
￥58,000

滅菌処理した製品もあります。ご相談ください。

BC-MED2530-2　　25mm x 30m 　ミシン目無　　2　￥5,000
BC-MED3030M-2  30mm x 30m 　ミシン目有　　2　￥5,000

お求めや
すい

価格になりま
した

シードピッ
カー吐出/真空

ピンセット

￥8,000価  格
(税抜 ) 

８ ９

■ 使いやすい50粒タイプ、200粒タイプの2種類
■ 貴重な種子の無駄遣いがなくなります

■ 理化学研究所との共同開発商品です

シロイヌナズナ種子
専用分注スプーン

BMS-SS50

BMS-SS200

BMS-SS50/200

シードスプーン 50粒

シードスプーン 200粒

シードスプーン 50粒/200粒

2本 ￥10,000
￥14,000
￥12,000

製品番号 製品名 入数

2本

各1本

価格（税抜）

■ ピンセットの先端が細く、小さな対象を扱う細かい作業に最適
■ 先端の開閉幅を自由に調節できます（0～4.5mm）
■ O-リング付きのため、しっかりとしたグリッピング
■ 時計職人にも愛されるスイスの精密ピンセット
■ 製スレンテス ： 体本

BMS-TW5LSA プラントマイクロピンセット ￥13,800
製品番号 製品名 価格（税抜）

GUS発現解析用基質

植物における　組換え遺伝子の　　選択マーカー

5g

1g (500mg×2)

¥210,000

500mg

100mg

¥74,000
¥45,000
¥23,000

製品番号 容量 価格（税抜）

β

ゲル化剤（ゲラムガム） Gelzan
CAS:71010-52-1
Gellan gum, Gellex™, Gelrite®

BC-GZ100

BC-GZ500

BC-GZ1000

500g

1kg

100g ¥9,500
¥27,000
¥51,000

価格（税抜）

TM

GelzanTM

性
水
撥

性
水
撥

下
低
下
低

①SILWET L-77は、ポリエーテル変性シリコーン
　（トリシロキサンエトキシレート）です。
①SILWET L-77は、ポリエーテル変性シリコーン
　（トリシロキサンエトキシレート）です。
②優れた界面活性効果により植物の撥水性を低下させ、
　遺伝子を導入するアグロバクテリウムを感染しやすくします。
②優れた界面活性効果により植物の撥水性を低下させ、
　遺伝子を導入するアグロバクテリウムを感染しやすくします。

¥8,800BMS-SL7755 SILWET（シルウェット） L-77 55ml

ウルトラピッカー高圧型タイプ
①本体（ステンレス製）　②高圧型吸引ポンプ　③チューブ（1m）　④フィルター（5個）
⑤吸引ノズル（4本 ： 【27G】内径0.19mm、【25G】内径0.26mm、【21G】内径0.51mm、【16G】内径1.25mm）

シードピッカー低圧型タイプ
①本体（ステンレス製）　②低圧型吸引ポンプ　③チューブ（1m）　④フィルター（5個）
⑤吸引ノズル（4本 ： 【27G】内径0.19mm、【25G】内径0.26mm、【21G】内径0.51mm、【16G】内径1.25mm）



プラントボックス

¥7,000

１０ １１

スチロール樹脂製

交換用ハエトリ紙
¥6,000
¥4,000

5個

製品番号 製品名 サイズ（mm） 入数 価格（税抜）
BGA-KRT10 昆虫飼育容器　タイニー 105ｘ105ｘ90 10個 ¥5,500
BGA-KRSS10 昆虫飼育容器　ミニ 110ｘ180ｘ145 10個 ¥7,500
BGA-KRS10 昆虫飼育容器　小 153ｘ230ｘ173 10個 ¥9,000
BGA-KRM10 昆虫飼育容器　中 193ｘ298ｘ210 10個 ¥15,000
BGA-KRL10 昆虫飼育容器　大 221ｘ370ｘ240 10個 ¥25,000
BGA-KSPSS ミニ用セパレーター 96×128 100枚 ¥3,000
BGA-KSPS 小用セパレーター 135×154 100枚 ¥4,000
BGA-KSPM 中用セパレーター 175×190 10枚 ¥5,000
BGA-KRF100 替えフィルター(不織布) 110×75 100枚 ¥3,000

小型から大型カブトムシまでの多頭飼育も可能な各種容器が勢揃い！

植物育成装置や飼育ケースの狭いスペース内で
ハエトリ紙を使えるように考えられた、小ハエ
撃退ツールです。

大

重ねて使用できます



BC-SMC7000
分光式カラースペクトロマスター

波
形
が

見
や
す
い
︕

BGA-LX2000SD

￥５０,000価  格
(税抜)

BGA-UV37SD

￥１１０,000価  格
(税抜)

植物の健康度を計る測定器

葉緑素計

BGA-SPAD-502Plus

●作業時に表示の確認がしやすいSDスロット搭載（SDカード別売）
●SDカードにデータを保存して、PCなどにCSV形式で取り込み可能
●データホールド、オートパワーオフ、バックライト、
　MAX/MINメモリー機能

●センサー付け替えることによりA波とC波の測定が可能
●作業時に表示の確認がしやすいSDスロット搭載（SDカード別売）
●SDカードにデータを保存して、PCなどにCSV形式で取り込み可能
●データホールド、オートパワーオフ、バックライト、MAX/MINメモリー機能

LUX
照度

校正
OK

Ａuto
OFF
 10分
（解除可）

分光照度計

光量子計

校正
OK

Ａuto
OFF
 10分
（解除可）

UVー
A

UVー
C

環境測定器

1２ １３

PPFD●光合成に必要な光合成有効放射量（400～700nm）を測定
●測定範囲︓0～2000μmolm　s
●太陽光、蛍光灯の光を測定できるデュアルモデル（SUN/Electricをスイッチで切り替え）

-2　-1

BGA-3415F/3415FXSE
ハンディー光量子メーター

￥64,000価  格
(税抜)￥94,000価  格

(税抜)

PPFDLUX
照度

￥350,000価  格
(税抜)

●PPFD値が表示可能　（0～9999.9 μmolm　s   ）
●超計量、たったの230ｇ
●簡単操作でLED照明も計測可能

-2　-1

照度計の階級 ＪＩＳ　Ｃ１６０９－１︓２００６
一般形Ａ級照度計に準拠

センサ ＣＭＯＣＳ　リニアイメージセンサ
測定波長範囲 380nm～780nm
出力波長間隔 １nm

定常光　1～200,000ｌｘ
フラッシュ光　20～20,500ｌｘ・ｓ
PPFD値　0～9999.9μmolm-2s-1

電源 単三電池（1.5V）×2本、USBバスパワー

表示モード
テキストモード、スペクトロモード、スペクト
ロ比較モード、演色評価モード、色度座標xy
モード、色度座標'uʼｖモード

その他の機能 メモリ機能99、プリセット機能、
オートパワーオフ、自動減光

寸法・重量
73（幅）×183（高さ）×27（厚さ）mm
（光学部含まず）最大厚さ40mm
230ｇ（電池含まず）

測定範囲

仕様

●直流式でイオン到達距離が長く、狭い所や離れた帯電物にも有効
●電極より10cm～50cmの範囲をすばやく除電
●送風がないので粉末などの精密計量に最適
●置くだけで設置OK、上下角度の変更も可能
●112×92×60mmのコンパクトサイズ、卓上でもラインでも使用可能
●長寿命 約10,000時間（タングステン放電電極針は交換可能）

除電器 イオナイザー BMS-SJ-1900

￥67,800価  格
(税抜)

￥198,000価  格
(税抜)

葉緑素計
防水
ＩＰX4葉緑素

データロガー紫外線強度計データロガー照度計照度計セパレート型

■ 積算流量をデジタルで表示　■ ホース通水量を手元で監視（精度±10％）
■ 呼び 20 対応ネジおよび口金つきで、取り付けが簡単
■ オート OFF機能 （散水が終わって約 20 分後）　■ 散水履歴の記入や記録に
■ 電源は手軽なコイン電池（約 400時間）■ 本体は耐塩素性に優れた PVC

BGA-AN111

デジタル

● 測定方式︓2波長光学濃度差方式　● 挿入試料サイズ︓厚さ/最大1.2mm　長さ/12mm　
ストッパー付● 測定範囲︓-9.9～199.9SPAD　● メモリ︓最大30個（平均値演算表示可能）
● 大きさ︓78×49×164mm / 200g　 ● 電源︓単3形アルカリ乾電池×2本（付属）

◆◆◆主な特長◆◆◆
●葉緑素量を非破壊で迅速に測定
　　測定したい葉を測定ヘッドにはさんで、閉じるだけで簡単測定
　　葉を切り取る必要もなく、生育過程中に同じ葉の同じ部分を常に測定可能

●ハンディで携帯に便利
　　ポケットにも入るコンパクトサイズで重さはわずか200g

●雨の中でも測定可能（IPX 4）
●トレンドグラフが表示
　　測定データの変化や、異常値の判断を一目で確認可能

●省エネ設計
　　LED光源採用により、消費電力が少なく、しかも長寿命
　　単3形アルカリ電池2本で20,000回以上の測定が可能

植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素（クロロフィル）量を
SPAD値（葉緑素含量を示す値）として表す測定器です。
葉緑素計は、サンプル採取なしにその場で瞬時に、しかも雨の中でも測定できます。

仕様

BC-AHLT102SD

￥50,000価  格
(税抜)

Ａuto
OFF
 １０分
（解除可）

校正
風速不可
OK

℃
温度

％
湿度

LUX
照度

測定範囲

温湿度記録計 温湿度64K・USBデータロガー
BGA-5396-0201

℃
温度

％
湿度

￥40,000価  格
(税抜)

●測定値や電池残量などをリアルタイムに表示

●操作が簡単な専用ソフト付
●測定間隔やアラーム温度などの各種設定
●測定データは、USBポートへ簡単ダウンロード
●Excelファイルでも保存可能
●分析やデータ加工に便利

データロガー多機能環境測定器

●温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能
●SDカードにデータを保存して、PCなどにCSV形式で取り込み可能
●MAX/MIN､データホールド機能付

小型水分センサー と ポータブルデータロガー の組み合わせにより
どこでも手軽に土壌状態の計測分析ができます！

センサー部　●水分測定(VWC)における電気伝導度(EC)の影響を最小化　●水分及びEC測定における
誘電率の温度依存性を保障　●体積含水率(VWC)/電気伝導度(EC)/温度(℃)は直線補正
データロガー部　●小型・計量・バッテリー動作　●大型カラー液晶搭載　
●タッチパネルによる操作性●計測データは最大65000件の記録可能

BC-WDB-1-3シリーズ

仕様・価格 センサーのみの販売もしております

水分計測ソリューション 携帯型土壌水分計

測定範囲　　　 0～99,900 lx

体積含水率
（VWC） 電気伝導度 土壌中温度

（℃）
BC-WDR-1-3W - - ○ \120,000
BC-WDR-1-3WT - ○ ○ \135,000
BC-WDR-1-3WET ○ ○ ○ \150,000

製品名
（携帯型水分計）

測定機能
価格（税抜）

￥12,500価  格
(税抜)

●測定方式︓羽根方式　●使用流体︓水道水、浄水 
●使用圧力︓Max. 0.6MPa ●使用温度︓5℃ ～ 40℃
●流量範囲︓2L/分以上 ●接続部︓G 3/4 ホース内径 
12mm・15mm対応 ●測定精度︓±10％RD 　　　　　　
●表示︓LCD　　単位︓0.0-999.9 L ●機能︓積算
リセット、自動ON-OFF（OFFは20分後）

BC-AS505
￥４,５00価  格

(税抜)

BC-AS505: 555x292x3mm　約300ｇ
BC-AS506: 595x480x3mm　約496ｇ寸法＆本体重量

BC-AS506使用例￥５,０00価  格
(税抜)

BC-AS506

●静電気の発生を防いで
       ホコリの付着を防止

卓上用帯電防止マット



ND-3型卓上機

ND-2型卓上機

ND-1型卓上機

機 種 ）抜 税（ 格 価
非破壊糖度計BGA-N1 ￥180,000

￥2,000
￥120,000
￥75,000
￥160,000

￥40,000（1サンプル追加）
￥30,000（りんご蜜対応のみ）

遮光フード
ＮＤ-1型卓上機
ＮＤ-2型卓上機
ＮＤ-3型卓上機

対象品目の追加

果実を計測テーブルに載せれば自動でスイッチON・計測
糖度の数値は音声でもお知らせ
電源は単一乾電池なので持ち運びできます

自動スイッチON・計測機能
液晶、音声機能がないため卓上機の電池も不要です
低価格タイプ

糖度と重量を計測
パソコンに接続し、データを記録します（パソコン専用機）

）位単g1（ g000,1量重測計大最

対応果実：

梨（早生種限定）、柿

りんご、桃、マンゴー

果実の表面から内部に光を入れて、反射してきた光を
もとに糖度を測る、非破壊型の糖度計

寸法 181×52×42mm、重量 200gの小型軽量設計

！
秒
２
か
ず
わ
は
間
時
定
測

！
秒
２
か
ず
わ
は
間
時
定
測

果実の比較的平らな面に測定ヘッドをあててボタンを押すだけ
仕様

糖度

測定回数
光源

品目設定

修正機能

電源

標準誤差 0.5程度　（りんご、20℃恒温室）

）可用使も池電式電充（ 本2× 池電乾三単
）定測続連隔間秒5（ 間時8/回000,5

赤外線発光ダイオード

最大5品目対応

±5度を0.5度単位で調整可能

）とこるいてし定安が度温境環（ ℃03～51使用温度

￥5８,000価  格
(税抜) ￥３２,000価  格

(税抜) ￥45,000価  格
(税抜)

BC-HLT100BT

￥18,000価  格
(税抜)

●周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター可能
●アラーム表示と音によりCO2レベルを素早く感知
●CO2レベルを3段階（Good、Normal、Poor）で
　分かりやすく表示
●カレンダー、時計、温度、湿度も同時表示

●温度湿度のデュアル表示
●最大、最小、偏差表示機能、データホールド、
　オートパワーオフ機能
●標準装備の温湿度センサーの他にオプションで
　熱電対センサーが使用が可能なデジタル温湿度計

14 15

記録可能期間

84日間（サンプリング感覚：1時間）

21日間（サンプリング感覚：15分）

33日間（サンプリング感覚：1分）

電池寿命 約12ヵ月（1分間隔でのサンプリングの場合）

℃
温度

％
湿度

Ａuto
OFF
 60分
（解除可）

℃
温度

％
湿度

校正
OK

Ａuto
OFF
 ３０分
（解除可）

℃
温度

％
湿度

LUX
照度

℃
温度

％
湿度

校正
温度湿度のみ
OK

１２/２４ｈ
表示

●周囲環境の温度・湿度・照度データを最大84日間保存
●Bluetooth接続で記録データを送信し、グラフで表示・CSV形式でメール送信
●Bluetooth接続中はリアルタイムで温度・湿度・照度を確認可能
●本体下部のLEDは色をカスタマイズすることができ、複数台の識別にも使用可能

風速/風量計

BC-WS02
デジタル風速/風量計

BC-CO2M1
CO2モニター

BC-CTH1100
デジタル温湿度計

●データロガータイプ
●風速・風量・温度・湿度・湿球温度の5つの測定が可能
●環境調査、建築現場での風速測定、ダクトや空調機器
　の風速・風量測定

■ わずか12.2㎏の脱芒脱穀機で持ち運び可能

■ 扱胴が上部に上がる仕組みで

　 残粒確認と掃除が非常に簡便

■ 軽量化、操作の安全の為に

　 小型ブレーキ付モーターを搭載

■ カバーオープン時に止まる

　 安全機構装備

寸　法 W353ｘD640ｘH367 mm

重　量 12.2 kg

電　源 AC 100V
対象サンプル　水稲・麦・ソルガム 等

卓上脱芒脱穀機  ほとり BGA-RH1

水稲 麦 ソル
ガム

育種研究分野で多品種少量のサンプルの脱穀や脱芒作業が楽々！

卓上小型サイズ＆スピーディー仕上げ

残粒サンプル確認窓

脱芒脱穀後の
サンプル回収箱

くず入れ

ほこり対策！
市販の掃除機
　接続可能！

扱胴ごと
扱胴カバーが
オープン！

￥498,000価  格
(税抜)

クリップ付き
ステンレスセンサーカバー

300mm

220mm

160mm

200mm

ステンレス製
カップ（２００ｃｃ）

電　　源 AC100～240V　50/60Hz　　60W

表示桁数 0～9,999（固定計数）　0～99,999（全数計数）

寸　　法 220W x 300D x 200H mm
重　　量 9kg

計数寸法 1mmφ～15mmφ

種子計数機

全数カウント 設定数カウント 連続設定数カウント PC接続

BGA-IC-VAiシードカウンターコンパクト（PC接続タイプ）

シードカウンターコンパクト

全数カウント 設定数カウント 連続設定数カウント

BGA-IC-VA

￥570,000価  格
(税抜)

￥590,000価  格
(税抜)

落下方式のため、種同士がくっついていない限り
種が並んで落下することがありません。
そのため種子の大きさに関係なく高い計数精度が
保てます。

■ センサー部分に光幕センサーを採用

光幕センサー

SEED COUNTER
●軽くて小粒で計数しにくい花や野菜などの

　　種子のカウントに最適︕

●卓上コンパクト設計で狭い空間でも

　　手軽に計数作業が可能︕

●難しい操作は一切不要で計数作業の

　　効率化・合理化・省力化に威力を発揮︕

■ センサー感度が調節可能（4段階）

センサーコントローラー

対象物 平均速度（種子数/分） センサー感度
カスミ草の種子（0.8-1mm） 1400 Very high(SS)

トマトの種子、玄米（1.5-2mm） 1000 High(S)
もみがらつき米、小麦（3-5mm） 700 Medium(M)
大豆、とうもろこし（15-20mm） 300 Low(L)

もみがらなどの計数したくない不純物に対応するため、種子の大きさに応じてセンサー感度を調節します。

一穂用脱穀器  ひと穂

BGA-HITOHO2

1つの穂を簡単に脱穀できます

電気を使わない、手動タイプの脱穀器誕生！

￥40,000価  格
(税抜)

●挟ん
で引く

だけ

●籾は下の
　　引き出しへ

↘

シードカウンター

寸　　法 W90ｘD127ｘH215 mm

重　　量 1.2 kg

引出容量 約450 ml

■ 蓋の開閉や持ち運びに便利な取っ手付き

■ 籾の飛び出し防止に引き出しの正面板を大きく設計

■ 刃の位置がずれないガイド付き


