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X線源（X-Ray Source） RS 40B1

* X線源本体 保護シールド付（RS40B1) （ソース⻑：285ｍｍ）
* エミッション電源 110-230V （XR40B-EC）
* ⾼圧電源90-230V（XRHV01-PS）
* X線源⽤冷却ユニット （XRCB-01）
* ケーブル7.5m    
* インターフェイス（RS232/ RS485/ Ether Net IPから選択可）

価格：5,000,000円

**オプション**
*パソコン操作⽤ソフトウエア－ 価格：72,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク50ｍｍ LSM38-50-H-ES 価格：245,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク100ｍｍ LSM38-100-H-ES 価格：300,000円

紫外線源（UV Source） UVS 40A2

* 紫外線源本体（UVS 40A2) （ソース⻑：220ｍｍ, 270mm, 320mm その他のソース
⻑はお問い合わせください）
* 電源 110-230V （UV40A-PS）
* ケーブル7.5m
* インターフェイス（RS232/485 + Ether Net IP）

**オプション**
*パソコン操作⽤ソフトウエア－ 価格：72,000円
*真空計⽤ボード 価格：66,500円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク50ｍｍ LSM38-50-H-ES 価格：245,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク100ｍｍ LSM38-100-H-ES 価格：300,000円
*バリアブルリークバルブ 価格：180,000円

＊本価格には消費税は含まれておりません

4,500,000円

価格：2,780,000円 2,502,000円



⾛査型イオン銃（Ion Source） IS 40E1

* イオン銃本体（IS 40E1) （ソース⻑：163ｍｍ）
* 電源 110-230V （IS40E-PS）
* ケーブル7.5m
* インターフェイス（RS232/485 + Ether Net IP）

価格：4,320,000円

簡易型イオン銃（Ion Source） IS 40C1

• イオン銃本体（IS 40C1) （ソース⻑: 62.5mm〜386.5mmでご指定可能）
* 電源 110-230V （IS40C-PS）
* ケーブル7.5m
* インターフェイス（RS232/485 + Ether Net IP）

価格：1,560,000円

＊本価格には消費税は含まれておりません

**オプション**
*パソコン操作⽤ソフトウエア－ 価格：72,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク50ｍｍ LSM38-50-H-ES 価格：245,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク100ｍｍ LSM38-100-H-ES 価格：300,000円
*バリアブルリークバルブ 価格：180,000円

**オプション**
*パソコン操作⽤ソフトウエア－ 価格：72,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク50ｍｍ LSM38-50-H-ES 価格：245,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク100ｍｍ LSM38-100-H-ES 価格：300,000円
*バリアブルリークバルブ 価格：180,000円

3,888,000円

1,404,000円



⾛査型電⼦銃（Electron source） ES 40C1

* 電⼦銃本体（ES 40C1) （銅もしくはミューメタルシールド付 ソース⻑：156ｍｍ, 206mm そ
の他のソース⻑はお問い合わせください）
* 電源 110-230V （ES40C-PS）
* ケーブル7.5m
* インターフェイス（RS232/485 + Ether Net IP）

帯電防⽌⽤電⼦銃（Flood source） FS 40A1

*電⼦銃本体（FS 40A1) （銅もしくはミューメタルシールド付 ソース⻑：145ｍｍ, 180mm, 
213mm, 230mm, 275mm, 421mm その他のソース⻑はお問い合わせください）
* 電源 110V （FS40A-PS）
* ケーブル7.5m
* インターフェイス（RS232/ RS485/ Ether Net IPから選択可）

価格：2,710,000円

価格：1 ,570,000円

＊本価格には消費税は含まれておりません

**オプション**
*パソコン操作⽤ソフトウエア－ 価格：72,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク50ｍｍ LSM38-50-H-ES 価格：245,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク100ｍｍ LSM38-100-H-ES 価格：300,000円

**オプション**
*パソコン操作⽤ソフトウエア－ 価格：72,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク50ｍｍ LSM38-50-H-ES 価格：245,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク100ｍｍ LSM38-100-H-ES 価格：300,000円

2,439,000円

1,413,000円



ミニ電⼦ビーム蒸着源（Electron Beam Evaporator）EBV 40A1

* 電⼦銃本体（EBV 40A1) （ソース⻑：190ｍｍ〜345mmでご指定可能）
* 電源 110V （EBV40A-PS）
* ケーブル7.5m
* インターフェイス（RS232/ RS485/ Ether Net IPから選択可）

**オプション**
* Wクルーシブル+Al2O3ライナー(0.07ml) 価格：70,000円
* Moクルーシブル+PBNライナー(0.07ml) 価格：61,000円
*パソコン操作⽤ソフトウエア－ 価格：72,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク50ｍｍ LSM38-50-H-ES 価格：245,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク100ｍｍ LSM38-100-H-ES 価格：300,000円

価格：3,160,000円

蒸発セル（Effusion cell） EF 40C1      最⾼温度：1600℃

* 蒸発セル本体（EF 40C1) （ソース⻑：260mm, 280mm, 310mm, 380mm その他の
ソース⻑はお問い合わせください）
* 電源 110-230V （HEAT3-PS  RES）
* ケーブル7.5m
* アルミナルツボ
*Cタイプ熱電対
* インターフェイス（RS232/485 + Ether Net IP）

**オプション**
* アルミナルツボ (Al2O3) 価格：77,000円
* PBNルツボ (PBN) 価格：173,000円
* ⽯英ルツボ (Quarts) 価格：17,300円
*パソコン操作⽤ソフトウエア－ 価格：97,000円
*真空計⽤ボード 価格：66,500円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク50ｍｍ LSM38-50-H-ES 価格：245,000円
*ICF70 ⼿動Zステージ ストローク100ｍｍ LSM38-100-H-ES 価格：300,000円

価格：1,740,000円

＊本価格には消費税は含まれておりません

2,844,000円

1,566,000円



チャンバー照射⽤LEDライトシステム

VCH-02SET  

セット内容：
パルス電源 1台
コントローラー（ON/OFF, 照度調整） 1個
LEDライトM6⽤（ICF70⽤） 5個
LEDライトM8⽤（ICF114〜253⽤) 5個

単品価格：
パルス電源 VCH-02  価格：98,000円
コントローラー
(ON/OFF, 照度調整)                     VCH-C02C  価格：31,000円
LEDライトM6⽤（ICF70⽤） VCH-M6    価格：14,300円
LEDライトM8⽤（ICF114〜253⽤)VCH-M8 価格：16,600円

蒸着⽤成膜モニター TMC-13

＊本価格には消費税は含まれておりません

VCH-02（ジャックタイプ） VCH-10（USBタイプ）

単品価格：
電源 VCH-10 価格：110,000円
コントローラー（ON/OFF) VCH-C10C            価格：23,000円
LEDライトM6⽤（ICF70⽤ VCH-M6USB           価格：7,800円
LEDライトM8⽤（ICF114〜253⽤)VCH-M8USB 価格：9,600円

TM-13セット価格： 435,000円

コントローラー本体
オシレーターTM-13 (0.1Hz)
ケーブル3m

ソフトウエアー 価格：72,000

ICF70付きクリスタルセンサー 価格：208,000円

ICF70付きクリスタルセンサー(ﾍﾞｰｶﾌﾞﾙ)価格：243,000円

＊＊オプション＊＊

VCH-10SET  

セット内容：
パルス電源 1台
コントローラー（ON/OFF） 1個
LEDライトM6⽤（ICF70⽤） 5個
LEDライトM8⽤（ICF114〜253⽤) 5個

セット価格：265,000円

238,500円
セット価格：209,000円

188,100円

TM-14セット価格： 495,000円

コントローラー本体
オシレーターTM-14 (0.01Hz)
ケーブル3m

391,500円

445,500円


