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モニタ〜サーベイメータ

₆︲₆ 放射線検出モニタリングシステム　ASM₃₀₀₀GSE　別途見積　₃〜₄ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

₆︲₆ 放射線検出モニタリングシステム　ASMⅣ ₆KE　別途見積　₃〜₄ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

車両の自動放射線検出用に開発された装置であり、2個のプ
ラスチックシンチレータを対向または横と上に設置し、車両
に搭載された放射性物質を高感度に検出します
検出器：プラスチックシンチレータ
検出器外寸法：457（L）×1,829（H）×305（D）（mm）
コントロールユニット：容易かつシンプルな操作性
診断機能：電源投入時にセルフテストを実行

特徴： 周囲のバックグラウンド放射線レベルの継続的なモニ
タ

　　　車両通過をし始めると、自動的に測定モードへ切換
　　　放射線を検出した場合、自動的にアラーム発生
　　　スキャン及びアラームのデータロギング（オプション）

車両の自動放射線検出用に開発された装置であり、2個のプ
ラスチックシンチレータを対向または横と上に設置し、車両
に搭載された放射性物質を高感度に検出します
検出器外寸法：914（L）×1,829（H）×305（D）（mm）
重量：340kg（1検出器当たり）
コントロールユニット： パーソナルコンピューター及び外部

ネットワークアクセスのためのイン
ターフェース（プリンタオプション）

特徴：アラーム状態を表示、プリントアウト
　　　放射線アラームレベルは3段階に任意に設定可能
　　　容易な操作性

₇︲₁ サーベイメータ　RadEye PRD　₃₄．₄万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

シンチレーションサーベイメータ
測定線種：Ｘ線、γ線
測定範囲：0.01～250μSv/ｈ
エネルギー範囲：60keV～1.3MkeV
外観寸法：96×61×31（mm）
重量：約160g
電源：単4アルカリ乾電池 2本
特長： アラーム機能を持ち、μSv（線量当量）、cps（計数率）

による測定対応

　　　 ポケットサイズ

₇︲₄ GPS連動型空間線量率自動記録システム
HOT SPOT FINDER 　₁₁₈万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
検出器：大容量Csl（Tl）シンチレータ
　　　　＋MPPC（半導体型光検出器）
エネルギー範囲：30keV～2MeV
重量：320g
特徴： 空間線量率・測定日時・GPSデータを1秒毎にデータ

を自動保存
　　　 データを全国マップ上に表示し、線量率マップが作成

できます
　　　 GPSマップ表示モードで現在地を確認しながら線量率

測定ができます

₈︲₅ 多目的サーベイメータ　RadEye B₂₀⊖ER　₂₄．₄万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

測定線種：α線、β線、Ⅹ線、γ線
検出器：パンケーキ型GM管
測定範囲：計数率　0～500kcps
　　　　　線量率　0～100ｍSv/h
エネルギー範囲：17keV～1.3MeV（フィルタ有）
アラーム方式：LED、警報音、バイブレーション
外観寸法：130×70×60（mm）
重量：300g
電源：単4乾電池 2本

GM検出器サイズ：φ44ｍｍ
特長： Bq、Bq/cm2、cps、μSv/h、

μSvによる対応可能で検出
器と読み取り部が一体となり
超小型です

₁⊖₁ 車両線量率検知装置　AT₂₃₂₇　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
ベラルーシATOMTEX社

₂⊖₃ 航空機サーベイシステム　RS⊖₇₀₀　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
加国Radiation Solutions Inc社

₇⊖₁ 放射線検知器／線量計　ガンマレイ₂R　別途見積　₁ヵ月 ㈱アドフューテック
米国RAE Systems社

₇⊖₁ ポータブルγ線サーベイメータ　AT₂₁₄₀　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
ベラルーシATOMTEX社

₇⊖₁ エネルギー補償型γ線用サーベイメータ　AT₁₁₂₅A 　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
ベラルーシATOMTEX社

車両の両サイドにNaI（Tl）検出器を設置し、線量率が設定し
たしきい値を超えるとアラームが発生します
検出器は4種類の検出器を選択できます
①BDKG‒03型 φ25×40mm NaI（Tl）検出器
　感度 350cps/（μSv/h）
②BDKG‒05型 φ40×40mm NaI（Tl）検出器
　感度 760cps/（μSv/h）
③BDKG‒11/1型 φ63×63mm NaI（Tl）検出器
　感度 1,970cps/（μSv/h）

④ BDKG‒19型 φ63×160mm NaI（Tl）検出器
　感度 4,910cps/（μSv/h）
※ 高感度検出器を最高10個ま
で取付可能

エネルギー範囲： 50keV～
3MeV

RS‒700は、航空機や車両に据付、原子力施設の緊急時にお
いて、放出された放射性物質の広がりを迅速かつ広域に把握
するために有効な移動型放射線モニタリングシステムです
緊急時のみならず、ロンドンオリンピック時には、テロ対策
システムとしても車載型が採用されました
検出器：0.4Lもしくは4L NaI（Tl）検出器　1～4ユニット
　　　　He‒3検出器（オプション）
自動マルチピークゲインスタビリゼーション
RadAssistデータ収集、マッピングソフトウェア

高感度な放射線検知器と線量計が一体となった放射線測定器
です
米国の国防規格に基づいて設計されており、頑丈な筐体と放
射線源を迅速に検知する高感度センサーを併せ持ちます
検出器：低線量用　 3mL CsI（Tl）シンチレータ＋光ダイオー

ド
　　　　高線量用　エネルギー補正PINダイオード
エネルギー範囲：0.06～3MeV
線量当量率（137Cs）：0.01μSv/h～6Sv/h

線量範囲：0.01μSv～9.9Sv
電源：アルカリ単3乾電池 2本
稼働時間：最長600時間
プロテクションクラス：IP67
アラーム： ブザー、バイブレーション、

LED
※GPS機能付き
※スマートフォンと連動
寸法／重量：125×68×35（mm）／270g

手のひらサイズの測定器でγ線の線量率および積算線量値を
判定します
γ線線量当量率：0.01μSv/h～10mSv/h
γ線積算線量当量値：0.01μSv～9.99Sv
X、γ線のエネルギー範囲：50keV～3MeV
プロテクションクラス：IP40
電源：単3電池 2本
連続動作時間：5,000時間
寸法／重量：111×70×28（mm）／110g

γ線源のサーチと検出、環境周囲のγ線積算線量と線量率測
定を行うエネルギー補償型の高感度γ線用シンチレーション
サーベイメータです
検出器：φ25×40mm NaI（Tl）シンチレータ、GM管
γ線線量率測定範囲：デジタル表示　0.03～100mSv/h
　　　　　　　　　　アナログ（バーグラフ）表示　 0～100

mSv/h
γ線線量測定範囲：10nSv～10Sv
γ線測定エネルギー範囲：50keV～3MeV

γ線測定エネルギーレンジ：
　・線量率　50keV～3MeV（3MeVカットなし）
　・計数率　50keV～3MeV
連続測定時間：30時間以上
プロテクションクラス：IP54
寸法／重量：85×258×67（mm）／1kg
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₇⊖₁ シンチレーションサーベイメータ　₃/₄₄⊖₂　別途見積　₁．₅〜₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

Model 3はアナログサーベイメータのベストセラーです
Model 3はシンチレーション、GM管、比例計数管等の検出
器と接続できます
検出器：25×25mm NaI（Tl）検出器
エネルギー範囲：50keV～1.5MeV
レンジ選択：×0.1, ×1, ×10, ×100
時定数：FAST （4s）、SLOW （22s）
電源：単1電池×2本、／連続使用時間：約2,000時間
感度：17,500cpm/（μSv/h）（137Csにおいて）

寸法／重量：165×89×216（mm）／1.6kg
　　　　　　51φ×185（mm）／0.5kg

₇⊖₁ シンチレーションサーベイメータ　₂₂₄₁⊖₂/₄₄⊖₂　別途見積　₁．₅〜₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

₇⊖₁ ポール型高感度γ線サーベイメータ　₁₉₃⊖₆　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

Model 2241‒2は、線量率測定モードとスケーラモード機能
を有するデジタルサーベイメータです
検出器：25×25mm NaI（Tl）検出器
エネルギー範囲：50keV～1.5MeV
表示部：4桁デジタル表示（6桁スケーラモード時）
表示単位：Sv/h、cpmもしくはcps
スケーラプリセット：1～9999s
表示範囲： 0.000μSv/h～9999Sv/h、0～999cpmもしくは

0cps～100kcps

電源：単1電池×2本
連続使用時間：約200時間
感度： 17,500cpm/（μSv/h）

（137Csにおいて）
寸法／重量： 165×89×216（mm）／

1.6kg
　　　　　　51φ×185（mm）／0.5kg

193‒6型は、1.2m先に取り付けられた高感度プラスチックシ
ンチレータを持つポール型のγ線サーベイメータです
152mm直径、25mm厚のプラスチックシンチレータを採用
しており、スクラップ中の身元不明線源の検知に最適です
検出器： 152mm直径×25mm厚 EJ212プラスチックシンチレ

ータ
感度：2,500cps/（μSv/h）（137Cs γ線において）
レンジ選択：×0.1,×1,×10,×100
時定数：FAST（4s）、SLOW（22s）

電源： 単1電池2本、600時間測定
可能

全長：1.3m
重量：3.9kg

₇⊖₂ 可搬型スペクトルサーベイメータ　identiFINDER R₃₀₀　別途見積　₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国FLIR Radiation社

高分解のCZT半導体検出器を採用、より小型になりました
カラー液晶、GPS内蔵
機能： 線量率表示、核種同定、スペクトル表示、ファインダ

ー機能
内蔵エレクトロニクス：1024chメモリ、DSP内蔵MCA
内蔵検出器：CZT半導体検出器 （‒Z）
　　　　　　CZT半導体検出器、He‒3検出器 （‒ZH）
寸法／重量：71×34×126（mm）／340g （‒Z）
操作時間：24時間以上（充電式バッテリ）

線量率範囲：100nSv/h～10.0mSv/h
中性子線感度：2.6cps/nv
ソフトウェア： WEB対応ソフトウェア

によりPCへのソフトウ
ェアのインストール不要

₇⊖₂ 可搬型スペクトルサーベイメータ　identiFINDER R₄₀₀　別途見積　₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国FLIR Radiation社

スペクトルサーベイメータのスタンダードidentiFINDERが
カラー表示、GPSを内蔵し、更にパワーアップしました
機能： 線量率表示、核種同定、スペクトル表示、ファインダ

ー機能
内蔵エレクトロニクス：1024chメモリ、DSP内蔵MCA
内蔵検出器：35×51mm　 NaI（Tl）検出器、GMチューブ

（‒NG）
　　　　　　 35×51mm　 NaI（Tl）検出器、GMチューブ、

He‒3検出器 （‒NGH）

寸法／重量： 248×93×75（mm）／1,200g
内蔵メモリ：1.8GB
線量率範囲：0.000μSv/h～10.00mSv/h
スタビリゼーション：内蔵LED
アクセサリ： 外部バッテリチャージャ、

ACアダプタ
バッテリタイプ： 外部バッテリ、単3乾電池も使用可能
ソフトウェア： WEB対応ソフトウェアによりPCへのソフト

ウェアのインストール不要

₁︲₁ エリアモニタ　AE⊖₁₉₃₁
AE⊖₁₉₃₁V　₂₀₀万円（税抜）

₂₆₀万円（税抜）　防水式電離箱　₁ヵ月　校正は別途 ㈱応用技研

₇︲₁ 電離箱式サーベイメータ
（₁cm線量当量型） 　AE⊖₁₃₃C/Λ₂　₅₃万円（税抜）　校正は別途　₁ヵ月 ㈱応用技研

₇︲₁ 電離箱式サーベイメータ
（₁cm線量当量率型） 　AE⊖₁₃₃/Λ₂　₄₈万円（税抜）　校正は別途　₁ヵ月 ㈱応用技研

₇︲₁ 電離箱式サーベイメータ
（₁cm線量当量率型、₇₀μm線量当量率型）　AE⊖₁₃₃B　₁₀₀万円（税抜）　校正は別途　₁ヵ月 ㈱応用技研

自動ゼロ調整デジタル4.5桁表示
電離箱：防水式、容量300mL
線量率：AE‒1931　0.1～1999.9μSv/h
　　　　AE‒1931V　0.1μSv/h～1999.9mSv/h
　　　　（AE‒1931Vは2段切替マニュアル式）
使用温度：-20～＋80℃（電離箱部）
　　　　　0～＋50℃（本体表示部）
最大指示変動： ±0.3μSv/h／-20～＋80℃（ゼロ調整をしな

いとき）／α線による影響なし

標準接続ケーブル：
　10m、オプションのケーブルで
　200m以上も可能
外形寸法／重量：
　電離箱部　φ100×175（mm）
　　　　　　／約2.1kg（取付金具は除く）
　本体表示部　120（W）×230（H）×200（D）（mm）／約2.2kg
　取付金具　約650g
電源：AC100V、50/60Hz

検出器：円筒型電離箱（密封式）
測定線種：X線、γ線
測定範囲：0.3、1、3、10、30、100μSv
エネルギー範囲：30keV～2MeV
表示方式：アナログメータ（2.5C）
精度：メータ（2.5％f.s.）、出力±1％
出力端子：＋10mV（インピーダンス100Ω）
時定数：≒0（10μs）
電源：電池6F22（9V）×4個、NC706（24V）×1個

　　　 AC100V（ACアダプタ使用時、オ
プション）

電池寿命：6F22 約170時間（連続使用時）
　　　　　NC706 約5年
許容条件：-5～45℃（相対湿度90％以下）
寸法：90（W）×110（H）×170（D）（mm）
重量：本体 約740g、電池 200g

検出器：円筒型電離箱（密封式）
測定線種：X線、γ線
測定範囲：3、10、30、100、1000μSv/h
エネルギー範囲：30keV～2MeV
表示方式：アナログメータ（2.5C）
精度：メータ（2.5％ f.s.）、出力±1％
出力端子：＋10mV f.s.（インピーダンス100Ω）
応答時間：10秒以内（但し、最高感度は約12秒）
電源： 電池6F22（9V）×4個、NC706（24V）×1個、AC100V（AC

アダプタ使用時、オプション）
電池寿命： 6F22 約170時間（連続使用時）
　　　　　NC706 約5年
許容条件：-5～45℃（相対湿度90％以下）
外形寸法： 90（W）×110（H）×170（D）

（mm）
重量：本体 約790g、電池 200g

検出器：薄膜入射窓平行平板型電離箱（容量約60mL）
測定線種：β線（ 147Pm～90Sr‒90Y）但し、最大エネルギー

は225keV～2.28MeV
　　　　　γ線（100keV～3MeV） 但し、測定下限は60keV
測定範囲： 30、100、300、1000μSv/hフルスケールの

4RANGEおよびRESET、●（スタンバイ）、ZERO
（×10）の全7レンジ（×10単位）

　　　　　 3、10、30、100mSv/hフルスケールの4RANGE（×
1,000単位）

表示方式：アナログメータ（2.5C）
精度：メータ（2.5％f.s.）、出力±1％

出力端子：＋10mV
応答時間： 約5秒（×10単位）、
　　　　　約1秒（×1,000単位）
電源： 電池6F22（9V）×4個、NC706（24V）

×1個、AC100V（ACアダプター使
用時、オプション）

電池寿命：6F22 約170時間（連続使用時）
　　　　　NC706 約5年
許容条件：-5～45℃（相対湿度90％以下）
外形寸法： φ134（W）×151（H）×177（D）（mm）
重量：本体 約1,600g、電池 200g

₇︲₁ 電離箱式サーベイメータ
（₁cm、₇₀μm、₃mm　線量当量率型）　AE⊖₁₃₃BH　₁₃₆万円（税抜）　校正は別途　₁ヵ月 ㈱応用技研
検出器：薄膜入射窓平行平板型電離箱（容量約60mL）
測定線種： β線、（平均エネルギー200～800keV及び入射角

度0°～±45°）IEC 60846‒1（2009）の要求性能（-29
％～＋67％）に適合

　　　　　 X・γ線（80keV～1.5MeV及び入射角度0°～±
45°） IEC 60846‒1（2009）要求性能（-29％～＋67
％）に適合

測定範囲： 30、100、300、1000、3000、10000mSv/hフルス
ケールの6レンジ及びRESETの全レンジ

表示方式：アナログメータ（2.5C）
出力端子：＋10mVフルスケール

　　　　　出力インピーダンス100Ω
応答時間： 約0.1秒以下
検出器：外形寸法φ120×40(mm）
電源： 電池6F22（9V）×4個、BH‒30V（30V）

×1個、ACアダプタ使用（オプショ
ン）

電池寿命：約100時間（連続使用時）
　　　　　BH‒30V　約5年
許容条件：-5～45℃（相対湿度90％以下）
外形寸法：177（D）×φ134(W）×151(H）（mm）
重量：本体 約1,600g、電池 200g
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₁︲₁ エリアモニタ　AE⊖₁₉₃₁
AE⊖₁₉₃₁V　₂₀₀万円（税抜）

₂₆₀万円（税抜）　防水式電離箱　₁ヵ月　校正は別途 ㈱応用技研

₇︲₁ 電離箱式サーベイメータ
（₁cm線量当量型） 　AE⊖₁₃₃C/Λ₂　₅₃万円（税抜）　校正は別途　₁ヵ月 ㈱応用技研

₇︲₁ 電離箱式サーベイメータ
（₁cm線量当量率型） 　AE⊖₁₃₃/Λ₂　₄₈万円（税抜）　校正は別途　₁ヵ月 ㈱応用技研

₇︲₁ 電離箱式サーベイメータ
（₁cm線量当量率型、₇₀μm線量当量率型）　AE⊖₁₃₃B　₁₀₀万円（税抜）　校正は別途　₁ヵ月 ㈱応用技研

自動ゼロ調整デジタル4.5桁表示
電離箱：防水式、容量300mL
線量率：AE‒1931　0.1～1999.9μSv/h
　　　　AE‒1931V　0.1μSv/h～1999.9mSv/h
　　　　（AE‒1931Vは2段切替マニュアル式）
使用温度：-20～＋80℃（電離箱部）
　　　　　0～＋50℃（本体表示部）
最大指示変動： ±0.3μSv/h／-20～＋80℃（ゼロ調整をしな

いとき）／α線による影響なし

標準接続ケーブル：
　10m、オプションのケーブルで
　200m以上も可能
外形寸法／重量：
　電離箱部　φ100×175（mm）
　　　　　　／約2.1kg（取付金具は除く）
　本体表示部　120（W）×230（H）×200（D）（mm）／約2.2kg
　取付金具　約650g
電源：AC100V、50/60Hz

検出器：円筒型電離箱（密封式）
測定線種：X線、γ線
測定範囲：0.3、1、3、10、30、100μSv
エネルギー範囲：30keV～2MeV
表示方式：アナログメータ（2.5C）
精度：メータ（2.5％f.s.）、出力±1％
出力端子：＋10mV（インピーダンス100Ω）
時定数：≒0（10μs）
電源：電池6F22（9V）×4個、NC706（24V）×1個

　　　 AC100V（ACアダプタ使用時、オ
プション）

電池寿命：6F22 約170時間（連続使用時）
　　　　　NC706 約5年
許容条件：-5～45℃（相対湿度90％以下）
寸法：90（W）×110（H）×170（D）（mm）
重量：本体 約740g、電池 200g

検出器：円筒型電離箱（密封式）
測定線種：X線、γ線
測定範囲：3、10、30、100、1000μSv/h
エネルギー範囲：30keV～2MeV
表示方式：アナログメータ（2.5C）
精度：メータ（2.5％ f.s.）、出力±1％
出力端子：＋10mV f.s.（インピーダンス100Ω）
応答時間：10秒以内（但し、最高感度は約12秒）
電源： 電池6F22（9V）×4個、NC706（24V）×1個、AC100V（AC

アダプタ使用時、オプション）
電池寿命： 6F22 約170時間（連続使用時）
　　　　　NC706 約5年
許容条件：-5～45℃（相対湿度90％以下）
外形寸法： 90（W）×110（H）×170（D）

（mm）
重量：本体 約790g、電池 200g

検出器：薄膜入射窓平行平板型電離箱（容量約60mL）
測定線種：β線（ 147Pm～90Sr‒90Y）但し、最大エネルギー

は225keV～2.28MeV
　　　　　γ線（100keV～3MeV） 但し、測定下限は60keV
測定範囲： 30、100、300、1000μSv/hフルスケールの

4RANGEおよびRESET、●（スタンバイ）、ZERO
（×10）の全7レンジ（×10単位）

　　　　　 3、10、30、100mSv/hフルスケールの4RANGE（×
1,000単位）

表示方式：アナログメータ（2.5C）
精度：メータ（2.5％f.s.）、出力±1％

出力端子：＋10mV
応答時間： 約5秒（×10単位）、
　　　　　約1秒（×1,000単位）
電源： 電池6F22（9V）×4個、NC706（24V）

×1個、AC100V（ACアダプター使
用時、オプション）

電池寿命：6F22 約170時間（連続使用時）
　　　　　NC706 約5年
許容条件：-5～45℃（相対湿度90％以下）
外形寸法： φ134（W）×151（H）×177（D）（mm）
重量：本体 約1,600g、電池 200g

₇︲₁ 電離箱式サーベイメータ
（₁cm、₇₀μm、₃mm　線量当量率型）　AE⊖₁₃₃BH　₁₃₆万円（税抜）　校正は別途　₁ヵ月 ㈱応用技研
検出器：薄膜入射窓平行平板型電離箱（容量約60mL）
測定線種： β線、（平均エネルギー200～800keV及び入射角

度0°～±45°）IEC 60846‒1（2009）の要求性能（-29
％～＋67％）に適合

　　　　　 X・γ線（80keV～1.5MeV及び入射角度0°～±
45°） IEC 60846‒1（2009）要求性能（-29％～＋67
％）に適合

測定範囲： 30、100、300、1000、3000、10000mSv/hフルス
ケールの6レンジ及びRESETの全レンジ

表示方式：アナログメータ（2.5C）
出力端子：＋10mVフルスケール

　　　　　出力インピーダンス100Ω
応答時間： 約0.1秒以下
検出器：外形寸法φ120×40(mm）
電源： 電池6F22（9V）×4個、BH‒30V（30V）

×1個、ACアダプタ使用（オプショ
ン）

電池寿命：約100時間（連続使用時）
　　　　　BH‒30V　約5年
許容条件：-5～45℃（相対湿度90％以下）
外形寸法：177（D）×φ134(W）×151(H）（mm）
重量：本体 約1,600g、電池 200g

₇︲₁ 電離箱式サーベイメータ
（₁cm線量当量率型） 　AE⊖₁₃₃V/Λ2　₅₈万円︵税抜︶　校正は別途　₁ヵ月 ㈱応用技研

₂₀︲₂ 線量計　AE⊖₁₃₂a　₁₆₅万円（税抜）　校正は別途　₂ヵ月 ㈱応用技研

₂₀⊖₂ マンモグラフィー・ＩＶＲ・診断用線量計　ＡＥ⊖₁₃₄₁Ｄ　₉₀万円（税抜） 　校正は別途　₁ヵ月 ㈱応用技研

検出器：円筒型電離箱（密封式）
測定線種：X線、γ線
測定範囲：3、10、30、100、300、1000μSv/h
　　　　　3、10、30、100、300、1000mSv/h
エネルギー範囲：30keV～2MeV
表示方式：アナログメータ（2.5C）
精度：メータ（2.5％）、出力±1％
出力端子：＋10mV（インピーダンス100Ω）
応答時間： 10秒以内（但し、最高感度は約12秒）（×1)

　　　　　1秒（×1000)
電源：電池6F22（9V）×4個、NC706（24V）×1個
　　　AC100V（ACアダプタ使用時、オプション）
電池寿命：6F22 約170時間（連続使用時）
　　　　　NC706 約5年
許容条件：-5～45℃（相対湿度90％以下）
外形寸法： 90（W）×110（H）×170（D）

（mm）
重量：本体 約800g、電池 200g

検出器：電離箱C‒110（0.6mL）標準付属
　　　　（60Coビルドアップキャップ付）
　　　　電離箱C‒110（6mL、60mL、600mL）及びシャロー型
　　　　電離箱C‒134Aはオプション
測定線種：X線、γ線
測定範囲：線　量　2.58μC/kg～516mC/kg
　　　　　線量率　2.58μC/kg・m～516mC/kg・m
測定レンジ：10、×3、100、×3、1000 f.s.及びHTの6段切替
モード切替：RATE／INTEGの2段切替式
電源電圧：AC100V±10％、50/60Hz　5VA

印加電圧：（L）時… 約±135～±400V
可変

　　　　　（＋）時… -極性が＋極性
に変化

　　　　　RETURN… 常用電圧‒400V
に復帰

表示方式：デジタル　3.5桁F.S.（1,999）
測定精度：±0.5％
外形寸法：本体　230（W）×90（H）×205（D）（mm）
重量：本体 約3.3kg、付属収納ケース 4.2kg

構成： 本体AE‒1341D 1台、電離箱C‒MA 1台、ACアダプタD‒134　1台、
収納ケースC‒2　1個

（本体）
測定範囲：0.00～200.0（mGy及びmGy/s）
　　　　　2段切替測定式（測定中切替可能）
電源：電池単3形 4本、AC100V（ACアダプタD‒134）
周囲条件：－5～＋50℃（温度）／80％以下（相対湿度）
表示：デジタル3.5桁表示
印加電圧：＋200V
出力（OUTPUT）：2V　f.s. DC
外観形状：184（W）×142（H）×65（D）（mm）（但し突起部分は除く）
重量：本体 約1.3kg、電池 約120g
（電離箱）

形式：平行平板型電離箱（FREE AIR TYPE）
高圧電極：薄膜入射窓
集電極：空気等価物質
ガード電極：空気等価物質
容量：0.24mL
保護キャップ： アクリル樹脂（支持具にもな

ります）
ケーブル長：5m長（標準）
暗電流：±5×10－15A以下
外観形状：φ20×約35（mm）
（収納ケース）
ABS樹脂　内寸：240（W）×180（H）×160（D）（mm）
　　　　　重量：約1.5kg

₇︲₁ 電離箱式サーベイメータ
（₁cm線量当量率型） 　AE⊖₁₃₃L/Λ₂　₁₀₀万円（税抜）　校正は別途　₁ヵ月 ㈱応用技研
検出器：円筒型電離箱（密封式）
測定線種：X線、γ線
測定範囲：1、3、10、30、100、300μSv/h
エネルギー範囲：30keV～2MeV
表示方式：アナログメータ（2.5C）
精度：メータ（2.5％）、出力±1％
出力端子：＋10mV（インピーダンス100Ω）
応答時間：10秒以内（最高感度時約12秒）
電源： 電池6F22（9V）×4個、NC706（24V）×1個、AC100V（AC

アダプタ使用時、オプション）
電池寿命：6F22 約170時間（連続）
　　　　　NC706 約5年
許容条件：-5～45℃（相対湿度90％以下）
外形寸法： 125（W）×125（H）×243（D）

（mm）
重量：本体 約1.4kg、電池 200g

₆︲₃ 手廻品モニタ　DPS⊖₃₀₂　₄₃₂万円　₄・₅ヵ月 応用光研工業㈱

₆︲₂ α・β（γ）線ハンド・フットクロズモニタ　FDS⊖₃₀₂　₅₅₀．₈万円　₂ヵ月 応用光研工業㈱

検出器：大面積プラスチックシンチレータ
測定線種：β（γ）線
検出器寸法：300×200（mm）　上下2面
測定時間、警報設定：コンピュータにより任意設定可能
その他： 自己診断機能（検出器膜破れ、低感度、バックグラ

ンド上昇）、バックグランド値の自己減算
機器効率：β線　40％以上（36Cl 100×100（mm）線源）
検出限界：β線　0.4Bq/cm2以下（36Cl）
　　　　　（測定時間 10秒、BG 0.1μSv/h以下）

測定物品：320（W）×100（H）×230（D）（mm）以下
測定物重量：5kg以内
外形寸法：約550（W）×600（H）×450（D）（mm）
重量：約60kg
所要電源：AC100V、3A

検出器：ZnS（Ag）及びプラスチックシンチレータ
測定線種：α線及びβ（γ）線（同時測定）
測定チャンネル： 手部；16ch、足部；8ch、衣服部；2ch　

計26ch
検出限界：α線　0.04Bq/cm2以下（241Am）
　　　　　β（γ）線　0.4Bq/cm2以下（36Cl）
警報設定：設定チャンネル毎全計数範囲任意設定
　　　　　 設定は全計数方式、標準偏差方式、Bq/cm2方式

から選択

表示方式：時間表示　TFTカラー液晶面経過変色表示
　　　　　判定表示　汚染あり／なし
外形寸法：500（W）×1,360（H）×700（D）（mm）
重量：約70kg
特徴： 身長150～190cmの人が自然体で測定できるよう手部

検出器が上方向に30°回転します
　　　片側足部検出器の大きさは130（W）×350（D）（mm）
　　　 USBメモリにて使用履歴、汚染回数情報を取り出し可

能

₈︲₁ α線用サーベイメータ　SZS︲₂₀₆Z　₇₅．₆万円　₂ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：φ50mm ZnS（Ag）シンチ検出器
測定対象：α線を放出する放射性物質の検出
機器効率：20％以上（at 5mm/ウラン標準線源にて）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）

時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

₈︲₁ α線用サーベイメータ　SZS︲₂₁₀Z　₇₆．₁₄万円　₂ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：100cm2 ZnS（Ag）シンチ検出器
測定対象：α線を放出する放射性物質の検出
機器効率：20％以上（at 5mm/ウラン標準線源にて）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）

時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

₇︲₁ エネルギー補償シンチレーション式γ線用サーベイメータ　SDN⊖₂₀₇　₅₉．₉₄万円　₃ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：φ1″×1″ NaI（Tl）シンチ検出器
測定対象：50keV以上のγ線
指針・警報表示：赤色LEDの点滅、点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：0.3、1、3、10、30、100min‒1（6段切換）
測定単位：μSv/h、ks‒1、μGy/h（3種類切換）
時定数：3、10、30秒（3段切換）

電源：2way方式（単2乾電池、AC100V）
外部出力：記録計出力、計数パルス出力
概略寸法：120（W）×161（H）×211（D）（mm）
特徴： 薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて指針の振

れの様子が分かる
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₆︲₁ 可搬型ゲートモニタ　MiniSentry　別途問合　別途問合 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

緊急時対応組立式可搬型ゲートモニタ
屋外での測定に対応
バックグラウンド自動補正機能
バッテリーで40時間測定可能
組立後の自己診断機能
検出器：プラスチックシンチレータ検出器 2本
寸法：2,130（H）×1,220（W）×270（D）（mm）
重量：約49kg（バッテリー込み）

₆︲₃ 大容量ガンマ線物品搬出モニタ　Cronos⊖₄
Cronos⊖₁₁　別途問合　別途問合 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社

₆︲₂ ハンドフットクロズモニタ　Sirius︲₅　別途問合　別途問合 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

検出器：大面積プラスチックシンチレータを6面に配置
トータル検出器容量：60.2L（Cronos‒4）
　　　　　　　　　　127.0L（Cronos‒11）
25mm厚鉛遮蔽体標準（オプション50mm）
測定サンプル最大寸法： 465（W）×579（D）×478（H）（mm）
　　　　　　　　　　　（Cronos‒4）
　　　　　　　　　　　 605（W）×871（D）×605（H）（mm）
　　　　　　　　　　　（Cronos‒11）
重量計内蔵（最大100kg）

重量：1,042.8kg～
　　　　（Cronos‒4）
　　　1,796.0kg～
　　　　（Cronos‒11）

β、α／β、β／γの3タイプ
検出器：プラスチックシンチレータ
寸法：780（W）×1,793（H）×919（D）mm
重量：136kg
クロズモニター　オプション：β、α／β、α／β／γ

₇︲₁ GMサーベイメータ　Tele⊖STTC
（広帯域γ線テレスコピックプローブ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社
920～3,335mmの伸縮自在ポールで線量率のリモート測定可
能
測定エネルギーレンジ：36keV～1.5MeV
線量率測定レンジ：0.1μSv/h～10Sv/h
線量率、積算線量、計測時間、アラーム設定可能
重量：約1.1kg（検出器を除く）
（表示にはRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000、MIP 10
を使用）

₇⊖₁ GMサーベイメータ　Colibri TTC　別途問合　別途問合 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

測定エネルギーレンジ：48keV～1.5MeV
線量率測定レンジ：0.05μSv/h～10Sv/h
特長：見やすいタッチパネルスクリーン採用
　　　線量率、積算線量、計測時間、アラーム設定可能
オプション：GPS
　　　　　　Wirelessインターフェース

₇︲₁ GMサーベイメータ　RAGIAGEM₂₀₀₀　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

測定エネルギーレンジ：40keV～1.5MeV
線量率測定レンジ：0.01μSv/h～100mSv/h
特長：見やすいLCD表示、セミバーグラフ表示
　　　線量率、積算線量、計測時間、アラーム設定可能

₇︲₁ 電離箱サーベイ　BABYLINE₈₁
（電離箱サーベイメータ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社

₇︲₁＊ 半導体サーベイメータ　STHF⊖R
（超高線量γ線プローブ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社

測定エネルギーレンジ：8keV～2MeV
測定レンジ：10μGy/h、100μGy/h、
　　　　　　1,000μGy/h、10mGy/h、
　　　　　　100mGy/h、1,000mGy/h
大容量515cm3電離箱、7mg/cm2の組織等価型壁
寸法：115（W）×236（H）×290（L）（mm）
重量：1.65kg

検出器：シリコンダイオード検出器
測定エネルギーレンジ：50keV～2MeV
線量率レンジ：1mSv/h～1,000Sv/h
水深80mまでの防水仕様、50mケーブル付
オプション： 本体にはRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000

またはMIP 10を使用

₇︲₂
₁₃︲₄＊ ポータブルγ線

スペクトロサーベイメータ　InSpector₁₀₀₀　約₂₀₀万円〜　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

特長：核種同定と同時にリアルタイムで線量と核種強度
　　　計算可能
　　　線量率と計数率の数値およびバーグラフ表示
　　　ロケーターモード（線源位置検出機能）
　　　バッテリーで最長9時間動作
多彩なプローブ：1.5″×1.5″ NaIプローブ
　　　　　　　　1.5″×1.5″ LaBrプローブ
　　　　　　　　2″×2″、3″×3″ NaI温度補正付プローブ
　　　　　　　　中性子プローブ

₇︲₃ 中性子サーベイメータ　DINEUTRON
（中性子サーベイメータ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社
検出器：He‒3
測定エネルギーレンジ：0.025eV～15MeV
線量率レンジ：0.01～99.99mSv/h
積算線量レンジ：0.0001～99mSv
LCD表示
単位表示：Sv、Gy、Rem、Rad
寸法：140（W）×260（H）×367（L）（mm）
重量：3.2kg
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₆︲₂ ハンドフットクロズモニタ　SK⊖₂₀₇₁　別途見積　₁₂₀日 産業科学㈱

₇︲₁ テレポールＷR　SK︲₆₅₄K　別途見積　約₆₀日 産業科学㈱
イスラエル国ローテム社

₇︲₁ 超小型GMサーベイメータ RAM GAM⊖₁　SK⊖₆₅₁　₂₃．₁万円　₆₀日 産業科学㈱
イスラエル国ローテム社

検出器：GM管検出器　有効面積19.6cm2

　　　　手8本、足6本、衣服1本、合計15本
測定線種：β（γ）線
モニタ部アラーム：各測定範囲任意設定可能
測定範囲：手及び足部　0～9,999cps、衣服部　0～9,999cps
検出限界：手部　0.3Bq/cm2、足部　0.3Bq/cm2

　　　　　衣服部　0.4Bq/cm2（使用線源204Tl）
計数方式：手及び足部　積算計数指示方式
　　　　　衣服部　計数率指示方式及び積算計数指示方式

テレポールWRは、伸縮自在のポールに検出器を取付けて、
“安全な距離”を確保し測定ができるγ線用サーベイメータで
す
ポールは、４つの節からなり107cmから337cmまで自在に伸
縮できます
ポールの先端には検出器が取付けてあり、0.5μSv/h～
10Sv/hのワイドレンジで測定できます
テレポールは、測定値を380個記憶することができ、RMVソ
フトを使用してPCへダウンロードできます

検出器：エネルギー補償型GM管　ZP1201
測定範囲：0.5～9,999μSv/h
エネルギー範囲：50keV～2.0MeV
感度：1.7cps/（μSv/h）
電源：9Vアルカリ乾電池 1個（50時間連続使用可能）
　　　電圧自動チェック
大きさ：72（W）×34（H）×130（D）（mm）
重さ：280g

・デジタル表示
・積算可能
・アラーム機能あり
　アラーム値可変
・手のひらサイズ
・強化プラスチック製　簡易防水

₈︲₅ RAM︲DAサーベイメータシリーズ　検出器の組合せによる　約₆₀日 産業科学㈱
イスラエル国ローテム社

₈︲₅ 超小型パンケーキ型GMサーベイメータ RAM GENE︲₁ markⅡ　SK⊖₆₄₉E
SK⊖₆₄₉F 　₂₅．₂万円

₂₅．₂万円　₆₀日 産業科学㈱
イスラエル国ローテム社

1台で数台分の役目をするサーベイメータ
型　　番 型　　名 種　　　　　　類 用　　　　　　　　　　途
SK-641A IC-10A-P 電離箱検出器 β、γ、X線検出用
SK-641B IC-10X-P 電離箱検出器 X線散乱・漏洩線検出用
SK-642A PA-100 エアプロポーショナル α表面汚染検出用
SK-643 PM-10 シンチレーション検出器 低エネルギーX、γ線検出用
SK-644 PM-11 シンチレーション検出器 高エネルギーγ線検出用
SK-645 GM-10 パンケーキ型GM検出器 α、β、γ表面汚染検出用
SK-646 GM-40 GM検出器 高レベル用（250μSv/h～10Sv/h）
SK-647 GM-41 GM検出器 中レベル用（ 50μSv/h～1Sv/h）
SK-648 GM-42 GM検出器 低レベル用（0.5μSv/h～10mSv/h）

・デジタル表示
・測定単位：cps（またはcpm）＆μSv/h
・手のひらサイズ
・アルミケース　簡易防水
LED：放射線パルスに対応して点滅
電源：9Vアルカリ乾電池 1個（50時間連続使用可能）
　　　バッテリー電圧自動チェック
検出器：パンケーキ型GM管（LND73118）
　　　　有効面積　15.5cm2

計数管窓：マイカ 1.5～2mg/cm2

　　　　　保護用ステンレスメッシュ付
感度：5.8cps/（μSv/h）　350cpm/（μSv/h）
筐体：強化プラスチック製（ABS樹脂）
　　　スタンドアップホルダ付
大きさ：67（W）×110（H）×74（D）（mm）
重さ：565g
オプション：コリメータ（4種）、線量率測定用アルミディスク

₇⊖₁
₁₂⊖₂ 多機能放射線検出器　JB₅₀₀₀PLUS⊖S　別途問合　₁ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

₇⊖₁ サーベイメータ　JB₅₀₀₀カスタム　別途問合　₁ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

₆⊖₁ ゲート式放射能検知システム　JB₃₁₀₀　別途問合　₃ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

₇⊖₁ サーベイメータ　JB₄₀₅₀　別途問合　₁ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

₈⊖₂ 表面汚染測定器　JB₄₀₆₀カスタム　別途問合　₁ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

※放射性セシウムスクリーニング法　新基準対応製品
検出器：NaI（Tl）シンチレーション（エネルギー補償型）、φ50×50L（mm）
＜一般食品スクリーニング用＞
遮蔽体：鉛 30mm
測定核種：137Cs（134Cs含）、131I
測定下限：5Bq/kg（10hrBG＋4hr測定）
相対固有誤差：±20％（20Bq/kg以上）
マリネリ容器：0.5L（別売可）
ベース寸法：530（H）×φ300（mm）
総重量：40kg、電源：リチウムイオン電池
特長：これ1台で食品スクリーニングと環境線量率測定が可能です
　　　 食品スクリーニング時は、測定器本体とベース（鉛遮蔽含）を組

合せて使用します

＜環境測定用＞
測定線種：X線、γ線
測定範囲：0.01～50μSv/h
エネルギー応答：48keV～3MeV
相対固有誤差：±15％
表示単位：μSv/h、μGy/h、cps
測定器寸法：100（W）×140（H）×300（L）（mm）
重量：2kg（測定器）
電源：リチウムイオン電池

※JIS Z 4333：2006準拠
検出器：NaI（Tl）シンチレーション（エネルギー補償型）
　　　　φ30×25L（mm）
測定線種：X線、γ線
測定範囲：0.01～200μSv/h
エネルギー応答：48keV～3MeV
相対固有誤差：±15％
測定単位：μSv/h、cps
センサー接続：一体型（写真参照）、分離型の2ウェイ方式

寸法：126（L）×96（W）×232（L）（mm）
重量：1.7kg
電源：単3電池 3本（15時間稼働可）
備考：カスタマイズ承ります

検出器：プラスチックシンチレータ（HND-S2）
測定線種：X線、γ線
感度：20,000～80,000cps（1μSv/h時）137Cs
測定範囲：0.01～15.0μSv/h
エネルギー範囲：50keV～3MeV
相対固有誤差：±15％
防水・防塵レベル：IP54対応
寸法（シンチレータ）：525（W）×140（T）×1,670（H）（mm）
検出器体積：4L～16.5L（選択可能）

重量：65～150kg（検出器1個につき）
電源：100V

※JIS Z 4333：2006準拠
検出器：CsI（Tl）シンチレーション（エネルギー補償型）
測定線種：X線、γ線
測定範囲：0.01～　μSv/h（別途問合）
エネルギー応答：50keV～3MeV
相対固有誤差：±15％
測定単位：μSv/h
電源：単3電池 1本（12時間稼働可）
寸法：96（W）×126（H）×232（L）（mm）

備考：カスタマイズ承ります

検出器：端窓型GM管（雲母型）
検出器サイズ：φ44.5mm
検出器エリア：15.5cm2（検出面積コンバート機能有り）
測定単位：cps、Bq/cm2（ワンプッシュ表示切替機能有り）
相対固有誤差：±25％
電源：単3電池 3本（40時間稼働可）
寸法／重量：96（L）×100（W）×190（L）（mm）／1.7kg
備考：カスタマイズ承ります
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₆︲₆ 多目的汚染モニタ　CM₁₁　約₁₃₄万円（税抜）〜　検出器は別途　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱
Thermo　Scientific社

壁に設置可能なので、場所を限定せず様々な用途に使用でき
ます
測定線種：α線、β線、γ線（使用する検出器により異なる）
検出器：シンチレーション検出器（各50cm2、100cm2）
　　　　またはガスフロー検出器
表示単位：cps、cpm、Bq、dpm、Bq/cm2、nCi
アラームレベル：0.1～100,000
ディスプレイ：バックライト付LCD（240×128ピクセル）
インジケータ： 粒子の検知、アラーム、フォルトに対して異

なるトーンで警告
電源：AC 85～264V、74～63Hz、40VA
寸法／重量： 約380（W）×240（H）×160

（D）（mm）／約2.3kg
特長：・ 最小限のトレーニングと指示に

より放射線業務従事者が自分自
身、服、所有物を効果的にモニタ可能

　　　・ユーザーコントロールおよび調整不要

₆︲₆ 汚染モニタCONTAMAT FHT ₁₁₁M　約₄₄万円（税抜）〜　プローブは別途　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱
Thermo　Scientific社

測定線種：α／β／γ線
検出器：ガスフローカウンタ
測定単位：cps、Bq、Bq/cm2

表示範囲：0～19,999
アラーム：視覚および警報音、アラームしきい値調節可
高圧電源：350～3,500V／50μA
寸法：138（W）×111（H）×216（D）（mm）
重量：約950g（検出器除く）
電源：単3乾電池5本またはNiCd充電池5本もしくは

　　　外部電源12V
研究施設や核医学だけでなく、リサイク
ル産業、緊急時対応用として、世界的に
評価されている表面汚染モニタです
特長：・ デジタルおよびアナログディス

プレイに測定結果を表示
　　　・各検出器10核種選択可
　　　・カウンタチューブ自動パラメータ設定
　　　・最大128の測定データを記憶

₇︲₁ γ線線量当量率メータ　Mini⊖TRACE γ　₁₈万円（税抜）〜　約₂週間 セイコー･イージーアンドジー㈱
独国SAPHYMO（旧Genitron）社

表示単位：S‒10　μSv/h、H*（10）、S‒100　mSv/h
測定レンジ：S‒10　0.5μSv/h～10mSv/h
　　　　　　S‒100　0.01～100mSv/h
表示レンジ：S‒10　0.01～9,990.00μSv/h
　　　　　　S‒100　0.001～999.000mSv/h
エネルギーレンジ：S‒10　45keV～3MeV±40%
　　　　　　　　　S‒100　80keV～3MeV±40%
感度：S‒10　5,500カウント/μSv
　　　S‒100　2,500カウント/μSv

検出器：エネルギー補償型GM管
方向依存性：0～180°（137Cs）±25%
動作温度：-10～＋50℃
外形寸法： 82（W）×24（H）×139（D）

（mm）
重量：175g（バッテリー含む）
電源：単3乾電池×2
特長： バッテリー動作時間2,000時間／アラームスレッショ

ルド×4／PTB検査済みバージョン可能

₇⊖₁ 個人用ガンマ線
サーベイメータ　RadEye PRD　約₄₃万円（税抜）　約₂週間 セイコー・イージーアンドジー㈱

Thermo Fisher Scientic社
検出器：NaIシンチレーション検出器
測定範囲：0.01～250μSv/h
　　　　　0.01μSv/h～100mSv/h（PRD‒ER）
エネルギー範囲：60keV～1.3MeV
感度：150cps/（μSv/h）（@137Cs）
動作温度：－20～50℃
外形寸法：96×61×31（mm）（ラバー部除く）
重量：約160g
バッテリー寿命：600時間（標準単4電池使用時）

内部メモリ： 最新の1,600線量率デ
ータ

オプション：PC通信キット
規格：ANIS 42.33/1, 42.32,
　　　IEC 62401

₇︲₂ スペクトルサーベイメータ　SAM₉₄₀　約₂₁₀万円（税抜）〜　約₂〜₃ヵ月 セイコー･イージーアンドジー㈱
米国BNC社

測定線種：γ線、中性子線
検出器：γ線　2″×2″、3″×3″ NaI
　　　　　　　1.5″×1.5″ LaBr
　　　　中性子線　LiI
測定エネルギー範囲：18keV～3MeV（γ線）
線量率：0.1nSv/h～100μSv/h
バッテリー：単3充電池×8本
操作時間：6時間以上
分解能：7％ ＠662keV（NaI）、2.8% ＠662keV（LaBr）

特長：
　・γ線の初期的な核種同定が可能
　・ 同定結果は内蔵メモリカードに

自動登録

₇︲₁ GMサーベイメータ　Multirad LLR　₅₀万円（税抜）　₃ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

厳しい環境下で操作が可能な設計
戦術的高レンジから低レベル放射能までカバー
測定対象線種：X・γ線
エネルギー範囲：50keV～3MeV
測定範囲：0.1μSv～10Sv、又は0.00001cGy～10Gy
線量率測定設定：
　可能な分解能（0.01，0.1，1μSv、又はcGy）
　最大レンジ（10Sv/h、又は10cGy/h）
表示： バックライト付6桁表示、棒グラフ、トレンドインジ

ケータ、自然放射線レベルのレンジ用棒グラフ、
　　　LEDおよび警報表示付
寸法：91（W）×171（H）×45（D）（mm）
重量：約600g
電源：4AA 1.5V、電池寿命：＞48時間
その他：GPS位置測定のサポート
　　　　 遠隔ディスプレイ、環境設定、

履歴表示などのRADIAMASS
ソフトウェア

₇︲₁ GMサーベイメータ　RDS︲₃₁　₁₇万円（税抜）　₁ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₁ GMサーベイメータ　RDS︲₃₁用プローブ　₁₈万円（税抜）〜　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

様々な用途に使用できるコンパクトで軽量な多目的γ線サー
ベイメータ
RDS‒31は、定評のあるRDSシリーズの新製品
ブローブと接続することで表面汚染測定も可能
測定対象線種：X・γ線
オプション：α・β線（外付けプローブ）
検出部：エネルギー補償型GM管、Hp*（10）対応
測定範囲：線量率　0.01μSv/h～100mSv/h
　　　　　線量　0.01μSv～10Sv

エネルギー範囲：48keV～3MeV
アラーム：画面、音、バイブレータ
電源： アルカリ電池2本（IEC LR6/AA推奨）
電池寿命：1,000時間
寸法：67（W）×100（H）×33（D）（mm）
重量：175ｇ（電池なし）
ソフトウェア： RFまたはUSBによるPC接続
　　　　　　　 フレキシブルな履歴機能
　　　　　　　パラメーター設定

RDS‒31サーベイメータは、用途に応じて接続できる各種プ
ローブを取り揃えている
GMP‒12L-3 ガンマ プローブ
　測定範囲：0.01μSv/h～100mSv/h
GMP‒12H-3 ガンマ プローブ
　測定範囲：10μSv/h～10Sv/h
GMP‒11-3 ベータ プローブ
　測定範囲：0～10,000cps

GMP‒15-3 ベータ プローブ
　測定範囲：0～10,000cps
TGS ガンマ プローブ　
　測定範囲：0～10,000cps
アルファ ペン プローブ
　測定範囲：0～10,000cps
A125 アルファ プローブ
　測定範囲：0～10,000cps

₆︲₆ 多目的汚染モニタ　MicroContⅡ　別途見積　₃ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₁ GMサーベイメータ　RDS︲₃₀　₁₃．₅万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

広域な検出エリアの高感度α/βまたはβ/γ汚染モニタ
測定対象線種：α/βまたはβ/γ
・検出器（RGZ190）：ガスフロー検出器（α/β）
 ‒検出窓面積 184cm2

 ‒ガス供給　75cm3（ワンボタンの単純なガス供給）
・検出器（RBP170）：プラスチックシンチレータ（β）
 ‒検出窓面積 176cm2

・検出器（RPD）：プラスチックシンチレータ（γ）
 ‒検出窓面積 176cm2

測定単位： cps、cps（net）、Bq、Bq/cm2

重量：約2,100g
電源：アルカリ電池 3個
使用時間：200時間
警報機能：LCD表示、音
データ保存：最大500の測定結果
　（直接Excelにエクスポート可能）

様々な用途に使用できるコンパクトで軽量な多目的γ線検出
器
測定対象線種：X・γ線
検出部：エネルギー補償型GM管、Hp*（10）対応
測定範囲：
　線量率　0.01μSv/h～100mSv/h
　線量　0.01μSv～1Sv
エネルギー範囲：48keV～1.3MeV
電源：アルカリ電池 2本（IEC LR6/AA推奨）

電池寿命：2,000時間
寸法：78（W）×126（H）×32（D）（mm）
重量：170g（電池なし）
ソフトウェア：パラメータ設定
　　　　　　　ヒストグラム読込
　　　　　　　校正
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サーベイメータ

₇︲₁ GMサーベイメータ　Multirad LLR　₅₀万円（税抜）　₃ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

厳しい環境下で操作が可能な設計
戦術的高レンジから低レベル放射能までカバー
測定対象線種：X・γ線
エネルギー範囲：50keV～3MeV
測定範囲：0.1μSv～10Sv、又は0.00001cGy～10Gy
線量率測定設定：
　可能な分解能（0.01，0.1，1μSv、又はcGy）
　最大レンジ（10Sv/h、又は10cGy/h）
表示： バックライト付6桁表示、棒グラフ、トレンドインジ

ケータ、自然放射線レベルのレンジ用棒グラフ、
　　　LEDおよび警報表示付
寸法：91（W）×171（H）×45（D）（mm）
重量：約600g
電源：4AA 1.5V、電池寿命：＞48時間
その他：GPS位置測定のサポート
　　　　 遠隔ディスプレイ、環境設定、

履歴表示などのRADIAMASS
ソフトウェア

₇︲₁ GMサーベイメータ　RDS︲₃₁　₁₇万円（税抜）　₁ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₁ GMサーベイメータ　RDS︲₃₁用プローブ　₁₈万円（税抜）〜　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

様々な用途に使用できるコンパクトで軽量な多目的γ線サー
ベイメータ
RDS‒31は、定評のあるRDSシリーズの新製品
ブローブと接続することで表面汚染測定も可能
測定対象線種：X・γ線
オプション：α・β線（外付けプローブ）
検出部：エネルギー補償型GM管、Hp*（10）対応
測定範囲：線量率　0.01μSv/h～100mSv/h
　　　　　線量　0.01μSv～10Sv

エネルギー範囲：48keV～3MeV
アラーム：画面、音、バイブレータ
電源： アルカリ電池2本（IEC LR6/AA推奨）
電池寿命：1,000時間
寸法：67（W）×100（H）×33（D）（mm）
重量：175ｇ（電池なし）
ソフトウェア： RFまたはUSBによるPC接続
　　　　　　　 フレキシブルな履歴機能
　　　　　　　パラメーター設定

RDS‒31サーベイメータは、用途に応じて接続できる各種プ
ローブを取り揃えている
GMP‒12L-3 ガンマ プローブ
　測定範囲：0.01μSv/h～100mSv/h
GMP‒12H-3 ガンマ プローブ
　測定範囲：10μSv/h～10Sv/h
GMP‒11-3 ベータ プローブ
　測定範囲：0～10,000cps

GMP‒15-3 ベータ プローブ
　測定範囲：0～10,000cps
TGS ガンマ プローブ　
　測定範囲：0～10,000cps
アルファ ペン プローブ
　測定範囲：0～10,000cps
A125 アルファ プローブ
　測定範囲：0～10,000cps

₆︲₆ 多目的汚染モニタ　MicroContⅡ　別途見積　₃ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₁ GMサーベイメータ　RDS︲₃₀　₁₃．₅万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

広域な検出エリアの高感度α/βまたはβ/γ汚染モニタ
測定対象線種：α/βまたはβ/γ
・検出器（RGZ190）：ガスフロー検出器（α/β）
 ‒検出窓面積 184cm2

 ‒ガス供給　75cm3（ワンボタンの単純なガス供給）
・検出器（RBP170）：プラスチックシンチレータ（β）
 ‒検出窓面積 176cm2

・検出器（RPD）：プラスチックシンチレータ（γ）
 ‒検出窓面積 176cm2

測定単位： cps、cps（net）、Bq、Bq/cm2

重量：約2,100g
電源：アルカリ電池 3個
使用時間：200時間
警報機能：LCD表示、音
データ保存：最大500の測定結果
　（直接Excelにエクスポート可能）

様々な用途に使用できるコンパクトで軽量な多目的γ線検出
器
測定対象線種：X・γ線
検出部：エネルギー補償型GM管、Hp*（10）対応
測定範囲：
　線量率　0.01μSv/h～100mSv/h
　線量　0.01μSv～1Sv
エネルギー範囲：48keV～1.3MeV
電源：アルカリ電池 2本（IEC LR6/AA推奨）

電池寿命：2,000時間
寸法：78（W）×126（H）×32（D）（mm）
重量：170g（電池なし）
ソフトウェア：パラメータ設定
　　　　　　　ヒストグラム読込
　　　　　　　校正

₇︲₁ GMサーベイメータ　Multirad LLR Probe　別途見積　₃ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₄ ポケットスペクトルサーベイメータ　PDS₁₀₀G/GN　約₄₅万円（税抜）〜　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₄ ポケットスペクトル
サーベイメータ 　PDS100G/GN︲ID　約₈₈万円（税抜）〜　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱

Mirion Technologies社

Multirad LLR サーベイメータは、用途に応じた各種プロー
ブを取り揃えている
・ガンマ ベータ プローブ
　 γ：0.1～5MeV，β：0.25～5MeV，最大直径：52mm，
長さ：280mm，重量：480g

・アルファ プローブ “125”
　 α：2～6MeV，本体直径：60mm，長さ：300mm，重量：
1,000g

・“TGS”ガンマプローブ

　 γ：0.1～5MeV，本体直径：48mm，
長さ：209mm，重量：1,220g

・アルファ “ペン” プローブ
　 α：2～6MeV，本体直径：22mm，
　長さ：160mm，重量：200g
・X プローブ
　X：10～30keV，本体直径：47.8mm，
　 プローブの長さ：246mm，重量：
688g

重さ300gの超小型スペクトロメトリサーベイメータ
高感度でレスポンスが早い新世代のγ線・中性子線検出器
無線通信インターフェース経由でデータ、スペクトルを送信
できる
検出器：γ　CsI（Tl）、中性子　LiI（Eu）
測定対象線種：γ線、中性子
エネルギー範囲：γ　35keV～1.8MeV
　　　　　　　　中性子　0.025eV～14MeV
γ線線量率表示：0.01～100μSv/h

中性子線カウント数率表示：0～999cps
スペクトル：MCAによるスペクトルの捕捉
表示：見やすい画面表示（OLED）
アラーム：画面表示、内蔵音声（イヤホーン可）
　　　　　バイブレーション
電源：AA電池2個、または充電式Ni‒MH
電池寿命：100時間以上
寸法：74（W）×123（H）×43（D）（mm）
重量：300g（電池込み）

PDS100G/GNに核種同定機能が付加され4核種まで同定でき
る画期的な超小型スペクトロメトリサーベイメータ
検出器：γ　CsI（Tl）、中性子　LiI（Eu）
測定対象線種：γ線、中性子
γ線線量率表示：0.01～100μSv/h
中性子線カウント数率表示：0～999cps
表示：見やすい画面表示（OLED）
アラーム：画面表示､ 内蔵音声（イヤホーン可）､
　　　　　バイブレーション

スペクトル捕捉：512/1,024 スペクトルチャンネル、
　　　　　　　　30keV～1.7MeV
核種の同定：NMD算定式による核種の同定
同定に要する時間：1μSv/hで1分
電源：AA電池2個、または充電式Ni‒MH
電池寿命：100時間以上
寸法：74（W）×123（H）×43（D）（mm）
重量：300g（電池込み）
その他：ANSI N42‒48 SPRD 準拠

₇︲₄ 携帯型スペクトルサーベイメータ　HDS₁₀₁G/GN　約₁₃₉万円（税抜）〜　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₄ 携帯型スペクトルサーベイメータ　SPIR︲ID　別途見積　別途問合 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

高感度で連続したスペクトルを捕捉
スペクトルを連続的に分析、突然なバックグラウンドの変動
をリアルタイムに排除する算定式（VBS）
警報設定値を超えると自動的にアイソトープを分類し、同時
に4個まで同定する
検出器：低レベルγ　CsI（Tl）シンチレータ
　　　　高レベルγ　半導体検出器
　　　　中性子　LiI（Eu）
エネルギー範囲：γ　30keV～3MeV

　　　　　　　　中性子　 0.025eV～
15MeV

電源：AA電池6個、または充電式
　　　Ni-MH
電池寿命：30時間
寸法：280（H）×78（φ）（mm）
重量：1,500g

大型検出器を備え、ANSI N42-34、IEC 62387、IAEA標準
を超えるGPS機能付き携帯型スペクトルサーベイメータ
検出器：3″×1.5″ NaI（Tl）
　　　　GM管（高線量γ）
　　　　LiI（Eu）（中性子）
エネルギー範囲：25keV～3MeV（γ）
　　　　　　　　0.025eV～15MeV（中性子）
核種同定：高速デジタルMCA 1,024ch
表示：TFT 3.5″ VGA（640×480）

電源：Ni-MH充電式バッテリー
　　　（20時間）
寸法： 205（W）×370（H）×140（D）

（mm）
重量：3.6kg
オプション：α・βプローブ
　　　　　　関連ソフトウェア

₇︲₁ シンチレーションサーベイメータ
（検出器₁×₁インチ／₂×₂インチNaI）　Model ₂₂₄₁︲₂　別途問合　₁ヵ月 東洋メディック㈱

米国Ludlum Measurements, Inc.社製

₁₆︲₁ ポータブルMCA　MCA₈₀₀₀D　別途問合　₁ヵ月 東洋メディック㈱
米国AMPTEK社

₇︲₁ 高感度電離箱サーベイメータ　Model ₉DP＊　別途問合　₁ヵ月 東洋メディック㈱
米国Ludlum Measurements, Inc.社製

₇︲₁ 高感度電離箱サーベイメータ　₄₅₁B⊖DE⊖SI　別途問合　１ヵ月 東洋メディック㈱
米国Fluke Biomedical社

₈︲₅ GMサーベイメータ　Model ₂₂₄₁︲₂　別途問合　₁ヵ月 東洋メディック㈱
米国Ludlum Measurements, Inc.社製

検出放射線：γ・X線
検出器：NaIシンチレータ（2サイズ有り）
エネルギーレンジ：50keV～1.5MeV（1″ NaI）
　　　　　　　　　50keV～3.0MeV（2″ NaI）
測定モード：線量率、カウントレート、スケーラー
測定範囲：BG～9,999Sv/h、BG～100kcps
時定数：FAST/SLOW切替え
表示：4桁デジタル表示
電源：単1アルカリ電池×2本

バッテリ寿命：約200時間
使用温度：－20～50℃
本体寸法： 89（W）×165（H）×216（D）

（mm）
本体重量：1.6kg（バッテリ含む）
プローブ重量：1″ 0.5kg
　　　　　　　2″ 1.0kg

ADC：最大8kch
インターフェース：USB、RS-232C、イーサネット
スペクトルメモリ：最大128個のスペクトル保存可
電源：USB給電／ACアダプタ
使用温度：－20～50℃
寸法：125（W）×71（H）×20（D）（mm）
重量：165g（バッテリ含む）

検出放射線：β線（1Mev以上）、γ・X線（25keV以上）
検出器：8気圧、230mL圧縮空気電離箱
測定レンジ：0～50mSv/h（自動切替え）
精度：±10%
表示：カラー液晶表示
ウォームアップ時間：約1分
電源：単3 Ni-MH充電池×8本
　　　（ACアダプタ付き）
バッテリ寿命：最大30時間

使用温度：－20～50℃
寸法： 116（W）×219（H）×245（D）（mm）
重量：1.5kg（バッテリ含む）

検出放射線：X、γ線（7keV～2MeV）
エネルギーレスポンス：1cm線量当量レスポンスカーブ準拠
　　　　　　　　　　　（ウィンドウ閉時）
　　　　　　　　　　　70μm線量当量レスポンスカーブ準拠
　　　　　　　　　　　（ウィンドウ開時）
測定範囲：0～5μSv/h　応答５秒
　　　　　0～50μSv/h　応答2秒
　　　　　0～500μSv/h　応答1.8秒
　　　　　0～5mSv/h　応答1.8秒
　　　　　0～50mSv/h　応答1.8秒
最小分解能：0.1μSv/h

正確度：±10%以内（エネルギー特性を除く）
精度：±5%以内（エネルギー特性を除く）
検出器：空気電離箱（349mL）（非圧縮空気）
表示：液晶表示（オートレンジ）
バッテリー及び寿命：9V 乾電池2個
　　　　　　　　　　連続200時間
ウォームアップ時間：約１分
使用温度：-40～70℃
寸法：100（W）×150（H）×200（D）（mm）
重量：1.1kg

検出放射線：α線、β線、γ・X線
検出器：パンケーキ型GMプローブ
窓エリア：直径5.1cm（材料マイカ）
測定モード：線量率、カウントレート、スケーラー
測定範囲：BG～9,999Sv/h、BG～100kcps
時定数：FAST/SLOW切替え
付属品：周辺線量等量フィルタ
表示：4桁デジタル表示
電源：単1アルカリ電池×2本

バッテリ寿命：約200時間
使用温度：－20～50℃
本体寸法： 89（W）×165（H）×216（D）

（mm）
本体重量：1.6kg（バッテリ含む）
プローブ重量：0.5kg
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₃⊖₁ Ge半導体検出器水モニタ　FlowSPEC　別途見積　別途問合 日本環境モニタリング㈱
ラトビア共和国BSI社

₃⊖₁ Ge半導体検出器水中放射能監視システム　FloatSPEC　別途見積　別途問合 日本環境モニタリング㈱
ラトビア共和国BSI社

測定対象：流体
測定方法：最大16kchのγ線スペクトロメータ
検出器：P型同軸型高純度Ge半導体
サンプルチューブ形状：U字型、スパイラル型
オプション： ハイブリッド冷却装置、電気冷却装置、標準体

積線源等／車載システム構築可能
備考： Ge半導体検出器、液体窒素デュワー、専用架台、流

体チューブ制御システム、マルチチャンネルアナライ
ザ、γ線解析ソフトウェア、パソコンを含む

測定対象：原子力施設周辺の港湾、湖沼等の環境監視
測定方法：最大16kchのγ線スペクトロメータ
検出器：P型同軸型高純度Ge半導体
オプション：浮標、船舶等への搭載、無線通信システム等
備考： 水中設置用Ge半導体検出器、液体窒素デュワー、専

用架台、マルチチャンネルアナライザ、γ線解析ソフ
トウェア、パソコンを含む

₅⊖₄ ラドンモニタ　ATMOS ₁₂ DPX　別途見積　約₂ヵ月 日本環境モニタリング㈱
スウェーデン王国Gammadata Instrument社

₅⊖₄ ラドンモニタ　MARKUS ₁₀　別途見積　約₂ヵ月 日本環境モニタリング㈱
スウェーデン王国Gammadata Instrument社

測定対象：空気中ラドン濃度
検出器：イオンチェンバ
測定方法：α線スペクトロメータ
重量：約14kg
外形寸法：500（Ｗ）×220（Ｄ）×385（Ｈ）（mm）
測定濃度範囲：1～100,000Bq/m3

検出限界値：2Bq/m3（1時間測定）
備考：専用解析ソフトウェアATMOS 32、パソコンを含む

測定対象：空気中ラドン濃度
検出器：シリコン半導体
検出器面積：200mm2

測定方法：α線スペクトロメータ
測定濃度範囲：1～9,999kBq/m3

検出限界値：1kBq/m3（10分間測定）
　　　　　　100Bq/m3のオプション有り
重量：約3kg
外形寸法：220（Ｗ）×80（Ｄ）×122（Ｈ）（mm）

₇⊖₁
₉⊖₁  CZT半導体検出器線量計　GT₂⊖₁　別途見積　別途問合 日本環境モニタリング㈱

ラトビア共和国BSI社
検出器：CdZnTe半導体検出器
検出器体積：400mm3

エネルギー範囲：30keV～3MeV
線量率：0.05～100μSv/h
線量：0.05μSv～10Sv
警告：LED、音、バイブレーション
インターフェース：Micro USB
重量：約200g
外形寸法：122×69×33（mm）
特長：
・エネルギー補償

・筐体はショック、ダスト、防水仕様
・液晶パネル表示
・ 最大3,000のデータを不揮発性メモリ
に記録

・ USBインターフェースによりPCにデ
ータ転送可

・USBからリチウムイオン電池に充電
・オプションにて核種判定機能
備考： CZT半導体検出器、超小型マルチ

チャンネルアナライザ

₇︲₁＊ 遠隔式GMサーベイメータ　₆₁₁₂B
₆₁₁₂D 　₁₁₃万円（税抜）

₁₁₇万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 日本冶金化学工業㈱
独国AUTOMESS社

₂₉＊ 露点計　NS　₃₇．₈〜₂₆₂．₅万円（税抜）　₁〜₁．₅ヵ月 日本冶金化学工業㈱

₇︲₁＊ GM式サーベイメータ　₆₁₅₀AD　₅₃〜₂₆₀万円（税抜）　オプションで多数の
外部プローブ有 　₁〜₂ヵ月 日本冶金化学工業㈱

独国AUTOMESS社

測定対象：γ線空間線量当量率計
測定線種：γ（X）線
検出方式：GM計数管
エネルギー依存性：70keV～2MeVに対し±30％以内
測定範囲：1μSv/h～9,999mSv/h（自動切換）
表示方式：液晶（デジタル）
重量：約3.3kg
外形寸法：130（W）×84（H）×910（L）（mm）
電源：単2乾電池 4個

特長：伸縮自在のアームで91cmから4mまで伸ばせます
　　　防滴構造

マイクロプロセッサにより、センサーの特性をリニアライズ
することにより、正確なキャリブレーションができる、極め
て信頼性の高い露点計
超ドライガスからドライヤーの露点管理まで、幅広い用途に
使用できます
ポータブル型から設置型まで、多彩な機種、広い測定レンジ
から選べます
測定レンジ：-110～-20℃，-80～-20℃
　　　　　　-80～0℃,　　-80～＋20℃　DP

測定対象：γ線空間線量当量率計
測定線種：γ（X）線
エネルギー依存性：45keV～3MeVに対し±20％以内
測定範囲：0.1μSv/h～10mSv/h
　　　　　（外部プローブ接続によりレンジ変更可能）
検出方式：GM計数管
表示方式：液晶（アナログ＋デジタル）
重量：約400g
外形寸法：130（H）×80（W）×29（D）（mm）

特長：アラーム機能
　　　防滴構造

₆︲₂ ハンドフットクロズモニタ　MBR⊖₅₅₁B　₃₄₆万円　₂ヵ月 日立アロカメディカル㈱

₆︲₂ α／β線ハンドフットクロズモニタ　MBR⊖₃₀₁B　₅₄₀万円　₄ヵ月 日立アロカメディカル㈱

₆︲₂ プラスチックシンチ式β線ハンドフットクロズモニタ　MBR⊖₂₀₁H　₄₈₆万円　₄ヵ月 日立アロカメディカル㈱

検出器：ハロゲン端窓形GM管、窓径 約φ50mm
測定線種：β（γ）線
測定部位：両手両面、両足、衣服 5ch
測定レンジ：（手、足）積算計数指示方式
　　　　　　　　0～9,999カウント（デジタル方式）
　　　　　　（衣服）直線計数率方式
　　　　　　　　フルスケール10又は100s-1（2レンジ）
警報設定：手足　10～990カウント（10カウント刻み）
　　　　　衣服　メータの10～100% 10点可変

短時間判定機能：有／無を設定可能
表示： カラーLCD画面上にて測定状態、

測定値、経過時間を表示
警報： カラーLCD画面上にてイラスト

表示および警報音
寸法： 520（W）×1,460（H）×700（D）

（mm）
質量：70kg
電源：AC100V、約50VA

測定対象： 作業者の手・足及び衣服のα、β線表面汚染のチ
ェック

測定線種：α線及びβ線
検出器： ZnS（Ag）＋プラスチックシンチレータ使用のα、

β同時測定
検出感度：α線　0.04Bq/cm2以下
　　　　　　　　（測定時間：15秒、時定数：15秒）
　　　　　β線　0.2 Bq/cm2以下
　　　　　　　　（測定時間：15秒、時定数：10秒）

測定時間：1～99秒任意設定（手・足）、
　　　　　衣服（レートメータ方式）
寸法：630（W）×1,580（H）×820（D）
　　　（mm）
質量：約75kg
電源：AC100V、50/60Hz、約300VA

測定対象： 作業者の手・足及び衣服のβ線表面汚染のチェッ
ク

測定線種：β線
検出器：遮光膜一体型プラスチックシンチレータ
検出感度：0.2 Bq/cm2以下
　　　　　（測定時間：15秒、時定数：10秒）
測定ch：手 4、足 2、衣服 1、計 7ch
測定時間：1～99秒任意設定（手・足）、
　　　　　衣服（レートメータ方式）

寸 法：630（W）×1,580（H）×820（D）
（mm）
質量：約75kg
電源：AC100V、50/60Hz、約300VA

₇︲₁＊ エネルギー補償シンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₁₇₁B　₆₁万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器： φ25.4×25.4（mm）NaI（Tl）シンチレーション検出

器
測定線種：γ線
測定レンジ：0～0.3、1、3、10、30（μSv/h又はμGy/h）
時定数：3、10、30s
デジタル表示：レート表示
　　　　　　　（0.00～9.99）（μSv/h又はμGy/h）
　　　　　　　 10.0～30.0 自動切換え
測定エネルギー：50keV以上
データ出力： レコーダ用アナログ出力及び赤外線通信（オプ

ションのデータ転送ソ
フト必要）

寸法： 約110（W）×160（H）×220（D）
（mm）

質量：約1.5kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続30時間以上
　　　 ACアダプタ（オプション）

接続可能

₇︲₁＊ γ線シンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₁₇₂B　₅₃万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器： φ25.4×25.4（mm）NaI（Tl）シンチレーション検出

器
測定線種：γ線
エネルギー特性：50keV～3MeV（3MeVカットなし）
測定レンジ：0～ 30μSv/h、ks-1　アナログ表示
　　　　　　0.00～9.99、10.0～30.0μSv/h デジタル表示
　　　　　　0～30,000s-1 デジタル表示
時定数：3、10、30s
データ保存：3,000データ
データ出力： レコーダ用アナログ出力及び赤外線通信（オプ

ションのデータ転送ソ
フト必要）

バッテリー残量表示：有
寸法：約110（W）×160（H）×220（D）
　　　（mm）
質量：約1.5kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続30時間以上
　　　 ACアダプタ（オプション）

接続可能
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₇︲₁＊ ポケットサーベイメータ（マイレート）　PDR⊖₁₁₁　₂₇万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：CsI（Tl）シンチレーション検出器
測定線種：γ（X）線
測定エネルギー範囲：50keV～
測定範囲：0.001～19.99μSv/h
　　　　　自動レンジ切換
計数モニタ音：ON／OFF スイッチによる
表示：4桁液晶デジタル表示、警報表示
表示方式：デジタル表示レートメータ（自動時定数切換）
寸法：約62（W）×135（H）×27（D）（mm）

質量：約220g
電源：単3アルカリ乾電池 1本
　　　電池寿命；70時間以上

₇︲₁＊ 電離箱式サーベイメータ　ICS⊖₃₂₃C　₃₈万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱

₇︲₃＊ 中性子サーベイメータ　TPS⊖₄₅₁C　₁₆₂万円　₂ヵ月 日立アロカメディカル㈱

検出器：円筒型電離箱
測定線種：X線，γ線およびβ線
エネルギー特性：30keV～2MeVのX線、およびγ線にて
　　　　　　　　137Csに対する比が0.85～1.15
測定範囲：1μSv/h～300mSv/h
　　　　　0.3～10μSv
表示方式：アナログバーグラフおよびデジタル数値表示
データ保存：3,000データ
データ出力：レコーダ用アナログ出力および赤外線通信

バッテリー残量表示：5段階表示
自動電源OFF機能： 0～999分任意設定可

能
寸法：約92（W）×102（H）×174（D）（mm）
質量：620g
電源：単3アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続80時間以上
特長：1cm線量当量率直読可能
　　　データ転送ソフト（オプション）

検出器：3He比例計数管
測定線種：中性子
測定エネルギー範囲：0.025eV～約15MeV
　　　　　　　　　　（ICRP 74レスポンス準拠）
測定範囲：アナログ 0.1 μSv/h～10mSv/h
　　　　　デジタル 0.01～9,999μSv/h
 0.01～9,999μSv
記録計出力：DC 0～10mV（0.1μSv/h～10mSv/hに対応）
モニタ：電子ブザー内蔵　1音／1カウント

寸法： 約φ210×340（mm）（取っ手除
く）

質量：約9kg
電源：リチウム電池
　　　電池寿命；連続80時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）

₇⊖₁＊ 電離箱式サーベイメータ　ICS⊖₃₃₁B　₃₃万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：円筒形電離箱検出器
測定線種：X線、γ線およびβ線
エネルギー特性：30keV～2MeV ±15％（137Csを基準）
測定範囲：1cm線量当量率　1μSv/h～10mSv/h
　　　　　積算1cm線量当量　0.3～10μSv
表示方式：アナログバーグラフ、およびデジタル数値表示
バッテリー残量表示：5段階表示
自動電源OFF機能：10、15、20、30、40、50、60分選択式
電源： 単3アルカリ乾電池 4本、電池寿命；連続約80時間以

上
寸法： 約92（W）×102（H）×174

（D）（mm）
質量：約620g（電池含む）

₇⊖₁ コンパクトサーベイメータ　PDR⊖₃₀₃　₂₃万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
測定線種：γ（X）線（50keV～）
検出器：シリコン半導体検出器
表示範囲：0.00μSv/h～1.00Sv/h
エネルギー特性：60keV～1.5MeV ±30％以内（137Cs基準）
表示：TFTカラー液晶
計数音・警報設定：有（ON／OFF切替え、音量可変可能）
データ保存：連続記録、瞬時記録（3,000データ以上）
データ出力：USB出力
電源： リチウムイオン二次電池 1個（連続使用時間；約15時

間）
　　　 単3アルカリ乾電池 4個（オ

プションホルダ要）
使用温湿度範囲： －20～50℃、90

％RH以下（結
露なきこと）

保護等級： IP64（防塵防沫形）（二次電池使用時）
寸法：約60（W）×40（D）×20（H）（mm）
質量：約200g（二次電池使用時）

₇⊖₁ シンチレーション式放射線測定器　Fine⊖plot®　FH⊖₁₀₁　₃．₉₈万円　別途問合 ファインモールド㈱
検出器：CsI（Tl）＋フォトダイオード
測定対象線種：γ線
測定範囲：0.01～20μSv/h
相対指示誤差：±10％以内（校正点にて）
サンプリング時間：60秒
外形寸法：84.5（W）×170.5（H）×39.5（D）（mm）
重量：417g（乾電池込）
動作温度：0～40℃
電源：単3乾電池 4本

電池寿命： 連続200時間（アルカリ乾
電池使用時）

特長： スイッチ一つのシンプル操作で
簡単に測定可能

　　　 1時間当たりの線量率μSv/hと
年間換算線量率mSv/yを同時に
2段表示します



サーベイメータ

資―43

₆︲₂ β（γ）線用ハンドフットクロスモニタ　NHG₁　₃₃₆万円　₂ヵ月 富士電機㈱

₆︲₃ 物品搬出モニタ　NLF₅　別途問合　₅ヵ月 富士電機㈱

測定対象： 放射性物質取扱施設で作業する作業者の手・足・
衣服等に付着した表面汚染

測定線種：β（γ）線
検出器：大面積GM計数管
検出限界：
　手足：U3O8面線源に対して　約0.3Bq/cm2

　　　　14C面線源に対して　約6Bq/cm2

　衣服：U3O8面線源に対して　約0.4Bq/cm2

　　　　14C面線源に対して　約8Bq/cm2

測定部位：両手（表・裏）、両足、衣服
測定範囲：手・足用；積算計数　0～9,999カウント
　　　　　衣服用；計数率　0～100s-1

測定時間：手・足用； 10、15、20、25、30秒の内いずれかを
設定し、測定時間短縮機能（5秒～）

　　　　　衣服用；時定数3、10秒の内選択
重量：約80kg
外形寸法：約500（W）×1,400（H）×650（D）（mm）
電源：AC100V±10V、約40VA

測定対象：管理区域より搬出する物品の表面汚染
　　　　　測定可能物品；
　　　　　　寸法　310（W）×120（H）×220（D）（mm）以下
　　　　　　重量　5kg以下
測定線種：β（γ）線
検出方式：大面積プラスチックシンチレータ
検出限界：U3O8面線源に対して　0.4Bq/cm2

警報方式：汚染を表示し、警報音発生
重量：約18kg

外形寸法：310（W）×475（H）×315（D）（mm）
電源：AC100V、約150VA
特長：バックグラウンド減算方式を採用

₇︲₁ Ｘ・γ線測定用シンチレーションサーベイメータ　NHC₆　₇₄万円　₂ヵ月 富士電機㈱

₇⊖₁＊ エネルギー補償型シンチレーションサーベイメータ　NHC₇　₅₄万円　約₁ヵ月 富士電機㈱

₇⊖₁＊ 電離箱式サーベイメータ　NHA　₃₉万円　約₁ヵ月 富士電機㈱

検出器：φ12.7×12.7mm NaI（Tl）シンチレータ
測定線種：Ｘ線・γ線
エネルギー範囲：8keV～1.5MeV
積算機能：最大積算値　線量　9,999μSv
　　　　　　　　　　　計数値　9,999×100カウント
測定モード：Ｘ線測定モード、γ線測定モード
　　　　　　（線量率、計数率、積算線量、積算計数）
電源：単3アルカリ電池（LR6）×6本
　　　ACアダプタ（オプション）

使用温度範囲：0～40℃
寸法：98（Ｗ）×153（H）×215（D）（mm）
重量：約1.3kg
特長： 病院などで使用する診療用Ｘ線（8keV～）から1.5MeV

のγ線までの広範囲のエネルギーに対応
　　　 有機ELカラーディスプレイ及びUSB接続によるデー

タ通信機能
　　　1,200件のトレンドデータ保持

測定線種：γ（X）線　50keV～3MeV
検出方式：NaI（Tl）シンチレータ
測定範囲：BG～75μSv/h
　　　　　BG～75μGy/h
　　　　　0～100,000s-1（自動レンジ切替）
　　　　　積算測定モード有
表示内容：アナログおよびデジタル表示
重量：約1.6kg
外形寸法：約98（W）×170（H）×207（D）（mm）

電源：単3乾電池×6本
連続使用時間：10時間以上
特長：JIS Z 4333（2006）に適合
　　　 BluetoothおよびUSB通

信

測定線種：γ（X）線1cm線量当量率およびβ線の検知
検出方式：電離箱検出器
測定範囲：1μSv/h～500mSv/h（自動レンジ切替）
　　　　　瞬間積算線量　0.1～10μSv
表示内容：アナログバーグラフおよびデジタル表示
重量：約1kg
外形寸法：約116（W）×116（H）×197.5（D）（mm）
電源：単3乾電池×5本
連続使用時間：100時間以上

特長：JIS Z 4333（2006）に適合
　　　GPS内蔵
　　　 BluetoothおよびUSB通

信

₇︲₃＊ 中性子レムカウンタ　NSN₂　₁₉₅万円　₂ヵ月 富士電機㈱
測定線種：熱中性子～高速中性子
検出方式：球形 3He比例計数管
測定範囲：0.001μSv/h～9.999mSv/h
表示方式：4桁デジタル表示、夜間照明付
中性子感度：3.6s-1/（μSv/h） ±20％
エネルギー特性：0.025eV～15MeVの範囲で
　　　　　　　　ICRP 74レスポンスに準拠
方向依存性：0～135°において±10％以内
重量：約7kg

電源： 一次電池（市販単2アルカリ乾電池×2本）、商用電源（AC
アダプタ使用）、専用Ni‒Cd充電池（オプション）

外部出力：パルス出力3V以上の正電圧パルス
特長：測定レンジおよび時定数自動切換
　　　タイマー／スケーラ機能付
　　　防滴構造
　　　中性子線量当量を直読可能

₇︲₃＊ 中性子サーベイメータ　NSN₃　₁₀₃万円　₂ヵ月 富士電機㈱
測定線種：熱中性子～高速中性子
検出方式：有機混合ガス計数管
測定範囲：0.01μSv/h～9.99mSv/h
表示方式：有機ELカラーディスプレイ
中性子感度：約0.3s‒1/（μSv/h）
方向依存性：0～135°において±10％以内
通信機能：USB通信
トレンドデータ：1,200件
重量：約2kg

電源： 一次電源（市販単3アルカリ乾電池×6本）、商用電源（AC
アダプタ使用）、Ni‒MH充電地（オプション）

特長：軽量、コンパクト
　　　広範のエネルギー特性（0.025eV～15MeV）
　　　 メモリ機能により、測定値と時間を記録
　　　USB接続でパソコンへのデータ転送

₇⊖₁＊ 携帯型環境ガンマ線測定器　PEGASUS（ペガサス）　NHL　₁₃万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：γ（X）線
検出方式：シリコン半導体検出器
測定範囲：0.01μSv/h～99.9mSv/h
表示内容：線量率表示、メータ表示、バッテリー残量、時刻
重量：約180g
外形寸法：約60（W）×120（H）×27（D）（mm）
電源：単3乾電池×2本
連続使用時間：72時間以上

特長：JIS Z 4333（2006）に適合
　　　生活防水仕様

₈⊖₂＊ GMサーベイメータ　NHJ₁₂₀　₄₂万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：β（γ）線
検出方式：GM計数管（窓径φ50mm）
測定範囲：0～9,999×103カウント
　　　　　0～99.99×103min-1

　　　　　0～9,999Bq/cm2

表示内容：アナログおよびデジタル表示
重量：約1.4kg
外形寸法：約98（W）×170（H）×207（D）（mm）
電源：単3乾電池×6本

連続使用時間：100時間以上
特長： JIS Z 4329（2004）に適合
　　　 BluetoothおよびUSB通

信

₈⊖₃＊ 表面汚染測定用サーベイメータ　NHJ₂　₅₄万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：α線、β線、γ線
検出方式：シリコン半導体検出器
測定範囲：0～9,999×103カウント
　　　　　0～99.99×103min-1

　　　　　0～9,999Bq/cm2

　　　　　0.00μSv/h～999.9mSv/h
表示内容：デジタル表示
重量：約1kg
外形寸法：約120（W）×56（H）×293（D）（mm）

電源：単3乾電池×6本
連続使用時間：4時間以上
特長：JIS Z 4329（2004）に適合
　　　USB通信

₇︲₁ GM式線量当量率遠隔サーベイメータ　Probe DE＋X₅C　₁₁₀万円　₁ヵ月 ㈱プロテック
独国GRAETZ社

₇︲₁ GM式線量当量率サーベイメータ　X₅C　₄₅万円　₁ヵ月 ㈱プロテック
独国GRAETZ社

測定対象：遠隔・伸縮型γ線空間線量当量率計
測定線種：40keV以上のγ線
検出方式：GM管（2個）
エネルギー依存性：40keV～1.3MeVに対し20％以内
遠隔性：伸縮自在のロッドで、90cmから最長4m
測定範囲：1μSv/h～9.9Sv/h（自動切換）
電源：006P乾電池9V 1個
表示：大形液晶（デジタル／アナログ）
外形寸法：150（W）×100（H）×900（L）（mm）

重量：3kg

測定対象：γ線空間線量当量率計
測定線種：40keV以上のγ線
検出方式：GM管
エネルギー依存性：40keV～1.3MeVに対し20％以内
線量率警報：7.5μSv/h
測定範囲：1μSv/h～20mSv/h（自動切換）
電源：006P乾電池9V 1個
表示：大形液晶にデジタルとアナログ双方表示
外形寸法：80（W）×40（H）×150（L）（mm）

重量：400g
その他：ワンタッチ簡便操作

₅︲₆ 携帯型エアサンプラ　LV⊖₁₁₈　₂₈万円　₂ヵ月 ㈱プロテック
米国F＆J Specialty Products社

ポンプ：オイルレス、カーボンベーン
電源：AC100V、50/60HZ、6A Fuse
流量：（5～50），（2～25），（1～10）L/min
機能：定流量レギュレータ、流量計、過熱防御
寸法：220（W）×350（H）×250（L）（mm）
重量：7.8 kg
オプション：経過時間タイマー、真空ゲージ
フィルタホルダ： FJ‒60（60mmφフィルタ、CHC‒50同時装

着）

ワンタッチカプラ脱着

₅︲₄ Rn/Th用モニタ　ラドンモニタ　RAD₇　₁₂₀万円〜　₁．₅ヵ月 ㈱プロテック
米国DURRIDGE社

測定対象：大気中、水中および土中のラドンおよびトロン
検出方式：Si半導体検出器
測定原理：静電捕集型
解析方法：α線スペクトルとROI解析
測定範囲：4～750,000Bq/m3

測定モード：連続自動測定／間欠測定
測定データ格納：約1,000データ数を格納
外形寸法：240（W）×190（H）×260（D）（mm）
重量：5kg

₁₃︲₁ シンチレーション式α線計数装置　₂₂₀₀とサンプルカ
ウンタ₄₃シリーズ　₆₅万円〜　₂ヵ月 ㈱プロテック

米国LUDLUM社
測定対象：フィルタ試料などに付着したα線の計数
測定線種：α線
検出方式：ZnS（Ag）シンチレータ、φ2″およびφ5″
測定窓：ウィンドレス
スケーラ：6桁　LED
レートメータ：（0～500）～（0～500k）cpm
サンプル寸法：最大φ5″、厚さ9.5mm
測定モード：自動／手動
タイマ：0.1分から90分

外形寸法：130（W）×220（H）×230（D）（mm）
重量：3.6kg
電源：バッテリ、充電式電池、AC100V（50/60Hz）
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₇︲₁ GM式線量当量率遠隔サーベイメータ　Probe DE＋X₅C　₁₁₀万円　₁ヵ月 ㈱プロテック
独国GRAETZ社

₇︲₁ GM式線量当量率サーベイメータ　X₅C　₄₅万円　₁ヵ月 ㈱プロテック
独国GRAETZ社

測定対象：遠隔・伸縮型γ線空間線量当量率計
測定線種：40keV以上のγ線
検出方式：GM管（2個）
エネルギー依存性：40keV～1.3MeVに対し20％以内
遠隔性：伸縮自在のロッドで、90cmから最長4m
測定範囲：1μSv/h～9.9Sv/h（自動切換）
電源：006P乾電池9V 1個
表示：大形液晶（デジタル／アナログ）
外形寸法：150（W）×100（H）×900（L）（mm）

重量：3kg

測定対象：γ線空間線量当量率計
測定線種：40keV以上のγ線
検出方式：GM管
エネルギー依存性：40keV～1.3MeVに対し20％以内
線量率警報：7.5μSv/h
測定範囲：1μSv/h～20mSv/h（自動切換）
電源：006P乾電池9V 1個
表示：大形液晶にデジタルとアナログ双方表示
外形寸法：80（W）×40（H）×150（L）（mm）

重量：400g
その他：ワンタッチ簡便操作

₅︲₆ 携帯型エアサンプラ　LV⊖₁₁₈　₂₈万円　₂ヵ月 ㈱プロテック
米国F＆J Specialty Products社

ポンプ：オイルレス、カーボンベーン
電源：AC100V、50/60HZ、6A Fuse
流量：（5～50），（2～25），（1～10）L/min
機能：定流量レギュレータ、流量計、過熱防御
寸法：220（W）×350（H）×250（L）（mm）
重量：7.8 kg
オプション：経過時間タイマー、真空ゲージ
フィルタホルダ： FJ‒60（60mmφフィルタ、CHC‒50同時装

着）

ワンタッチカプラ脱着

₅︲₄ Rn/Th用モニタ　ラドンモニタ　RAD₇　₁₂₀万円〜　₁．₅ヵ月 ㈱プロテック
米国DURRIDGE社

測定対象：大気中、水中および土中のラドンおよびトロン
検出方式：Si半導体検出器
測定原理：静電捕集型
解析方法：α線スペクトルとROI解析
測定範囲：4～750,000Bq/m3

測定モード：連続自動測定／間欠測定
測定データ格納：約1,000データ数を格納
外形寸法：240（W）×190（H）×260（D）（mm）
重量：5kg

₁₃︲₁ シンチレーション式α線計数装置　₂₂₀₀とサンプルカ
ウンタ₄₃シリーズ　₆₅万円〜　₂ヵ月 ㈱プロテック

米国LUDLUM社
測定対象：フィルタ試料などに付着したα線の計数
測定線種：α線
検出方式：ZnS（Ag）シンチレータ、φ2″およびφ5″
測定窓：ウィンドレス
スケーラ：6桁　LED
レートメータ：（0～500）～（0～500k）cpm
サンプル寸法：最大φ5″、厚さ9.5mm
測定モード：自動／手動
タイマ：0.1分から90分

外形寸法：130（W）×220（H）×230（D）（mm）
重量：3.6kg
電源：バッテリ、充電式電池、AC100V（50/60Hz）

₆︲₅ フロアモニター（αβ／βγ）　LB ₁₆₅　₂₃₀万円〜　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₇︲₂ ポータブルγスペクトルアナライザー　LB ₁₂₅　₁₁₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₇︲₁ ハンディタイプγ線ドーズレートモニター　LB ₁₂₆　₆₉万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

検出総面積：2,000cm2

検出器：大面積PRガスフロー型比例計数管（αβ）（LB6386）
　　　　大面積キセノンガス充填型比例計数管（βγ）
　　　　（LB6376）
特長： 検出総面積は2,000cm2で、床面より6～24mmの範囲

内で測定します
　　　 また、LB165はUMO本体と検出器が独立しているた

め、検出器を取り替えるだけで簡単に目的に応じた測
定器に組み合わせられます

　　　 その他にαβ、βγ、
ドーズレート、中性
子ドーズレート、プ
ルトニウム及びαβ
アクティビィティの
各検出器が用意され
ています

測定対象：γ線
検出器：NaI計数管（1.5″×1.5″ PMT付）
マルチチャンネルアナライザー： 496ch、20μsデッドタイ

ム
測定モード：スペクトル、ドーズレート、サーベイ
エネルギー範囲：25～2,000keV、4段セレクタブル
ドーズレート範囲：10nSv/h～100μSv/h
エネルギー校正：137Cs線源自動校正
メモリー：最大30スペクトルまで

使用温度範囲：-10～＋40℃
電源：蓄電池 4本
重量：1,800g（バッテリー含む）
特長： 小型軽量タイプのγ線スペク

トルアナライザーです
　　　 3つの測定モードが目的、用

途にあわせて選択できます
　　　 RS232ポートによる測定デー

タの転送解析も可能です

測定対象：γ線ドーズレート及びドーズ
検出器：高感度比例計数管
測定範囲：50nSv/h～50mSv/h
エネルギー範囲：30keV～1.3MeV　±45°
メモリ：1,000データ
外部出力：RS232C及びRS485
使用温度：-10～40℃
特長： 測定器と操作部が一体になった軽量・簡単操作のドー

ズレートモニターです

　　　 専用ソフトウェアによって15
デバイス以上の本機を一度に
接続し、モニターすることも
可能です

₆︲₃ 物品搬出（クリアランス）モニター　LB ₂₀₅₀　₁，₀₂₀万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₆︲₂ ハンドフットクロスモニター　LB ₁₄₇　₃₄₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

チャンバー：ステンレス
内容量：477（W）×659（H）×477（D）（mm）（147.9L）
サイズ：577（W）×1,100（H）×800（D）（mm）
検出器：2,000cm2キセノン封入型比例計数管×4
　　　　1,000cm2キセノン封入型比例計数管×2
特長： 各種汚染物質などをチャンバーに入れたまま測定でき

るクリアランス専用モニタです
　　　 専用ソフトによって面倒な作業を簡単に操作・管理で

きます

測定対象：α線及びβ線（γ線）
検出器：ZnS（Ag）シンチレーター
検出器窓面積：（手） 130×210（mm）（218cm2）×2
　　　　　　　（足） 150×360（mm）（390cm2）×2
検出器窓厚：Light-tight Hostaphan foil
計数ガス：PRガス
検出効率：（手）90Sr＋90Y；42%、36Cl；45%、14C；11%、
　　　　　　　 241Am；20%
　　　　　（足）90Sr＋90Y；37%、36Cl；40%、14C；9%、
　　　　　　　 241Am；10%
サイズ：600（W）×600（D）×1,200（H）（mm）

重量：25kg
特長： 設置面積を考慮してデザインされた

省スペース型ハンドフットクロスモ
ニターです

　　　 手検出器を衣服検出器として利用で
きるため、余分なコストを削減でき
ます

　　　 新採用のタッチパネルディスプレイ
により更に使い勝手が向上しました

　　　 搬出用オプションなども取り揃えて
おります

₆︲₆ 放射線検出モニタリングシステム　ASM₃₀₀₀GSE　別途見積　₃〜₄ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

₆︲₆ 放射線検出モニタリングシステム　ASMⅣ ₆KE　別途見積　₃〜₄ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

車両の自動放射線検出用に開発された装置であり、2個のプ
ラスチックシンチレータを対向または横と上に設置し、車両
に搭載された放射性物質を高感度に検出します
検出器：プラスチックシンチレータ
検出器外寸法：457（L）×1,829（H）×305（D）（mm）
コントロールユニット：容易かつシンプルな操作性
診断機能：電源投入時にセルフテストを実行

特徴： 周囲のバックグラウンド放射線レベルの継続的なモニ
タ

　　　車両通過をし始めると、自動的に測定モードへ切換
　　　放射線を検出した場合、自動的にアラーム発生
　　　スキャン及びアラームのデータロギング（オプション）

車両の自動放射線検出用に開発された装置であり、2個のプ
ラスチックシンチレータを対向または横と上に設置し、車両
に搭載された放射性物質を高感度に検出します
検出器外寸法：914（L）×1,829（H）×305（D）（mm）
重量：340kg（1検出器当たり）
コントロールユニット： パーソナルコンピューター及び外部

ネットワークアクセスのためのイン
ターフェース（プリンタオプション）

特徴：アラーム状態を表示、プリントアウト
　　　放射線アラームレベルは3段階に任意に設定可能
　　　容易な操作性

₇︲₁ サーベイメータ　RadEye PRD　₃₄．₄万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

シンチレーションサーベイメータ
測定線種：Ｘ線、γ線
測定範囲：0.01～250μSv/ｈ
エネルギー範囲：60keV～1.3MkeV
外観寸法：96×61×31（mm）
重量：約160g
電源：単4アルカリ乾電池 2本
特長： アラーム機能を持ち、μSv（線量当量）、cps（計数率）

による測定対応

　　　 ポケットサイズ

₇︲₄ GPS連動型空間線量率自動記録システム
HOT SPOT FINDER 　₁₁₈万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
検出器：大容量Csl（Tl）シンチレータ
　　　　＋MPPC（半導体型光検出器）
エネルギー範囲：30keV～2MeV
重量：320g
特徴： 空間線量率・測定日時・GPSデータを1秒毎にデータ

を自動保存
　　　 データを全国マップ上に表示し、線量率マップが作成

できます
　　　 GPSマップ表示モードで現在地を確認しながら線量率

測定ができます

₈︲₅ 多目的サーベイメータ　RadEye B₂₀⊖ER　₂₄．₄万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

測定線種：α線、β線、Ⅹ線、γ線
検出器：パンケーキ型GM管
測定範囲：計数率　0～500kcps
　　　　　線量率　0～100ｍSv/h
エネルギー範囲：17keV～1.3MeV（フィルタ有）
アラーム方式：LED、警報音、バイブレーション
外観寸法：130×70×60（mm）
重量：300g
電源：単4乾電池 2本

GM検出器サイズ：φ44ｍｍ
特長： Bq、Bq/cm2、cps、μSv/h、

μSvによる対応可能で検出
器と読み取り部が一体となり
超小型です

₅⊖₄ ラドン測定器　DOSEman　₃₈．₉₈万円　₂ヵ月 MEASURE WORKS㈱
独国SARAD社

₅⊖₄ ラドン濃度測定器　Radon Scout Plus　₅₇．₀₂万円　₂ヵ月 MEASURE WORKS㈱
独国SARAD社

₅⊖₅ ポータブルトリチウムモニター　PTM⊖₁₈₁₂　₁₀₈万円　₂ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国femto⊖TECH社

₇⊖₁ 遠隔サーベイ　MODEL₇₈⊖₁　別途問合　₂ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

持ち運びに適したラドン測定器です
AC電源のない場所で600時間、連続電池駆動します
検出器：シリコン半導体検出器
データ出力：赤外線通信（専用データ解析ソフト）
測定データ：ラドン濃度（Bq/m3）、温度、湿度、気圧、
　　　　　　平均ラドン濃度
測定設定：測定間隔の任意変更が可能
オプション：赤外線通信ユニット
　　　　　　パソコン通信ソフトウェア

長期連続測定に適したラドン測定器です
AC電源がなくても90日間連続電池駆動します
検出器：シリコン半導体検出器
データ出力：RS232C（専用データ解析ソフト）
測定データ：ラドン濃度（Bq/m3）、温度、湿度、気圧、
　　　　　　平均ラドン濃度
測定設定：測定間隔の任意変更が可能

検出器：電離箱検出器 375mL、有感容積 180mL
測定線種：HT、HTO β線（5.7keV）、γ線、α線
測定範囲：0～2,000MBq/m3

測定感度：0.1MBq/m3

寸法／重量：107×102×305（mm）／3.4kg
電源：12VDC充電池、パッシブモードで7日間動作
アラーム：アラーム任意設定、アラーム音表示（消音可）

検出器：エネルギー補償形GM管×2個
測定線種：γ線
表示：mSv/h又はSv/h（切替スイッチ付）
エネルギー特性：60keV～3MeV ±25％
測定範囲：0.001mSv/h～10.00Sv/h
温度範囲：使用；－20～50℃、保管；－40～65℃
電源：単1アルカリ電池×2個
　　　連続使用250時間以上（クリック音OFFの場合）
寸法：180（H）×101（W）×1,140～3,962（L）（mm）

重量：2.9kg（電池含む）

₅︲₄ シンチレーションセルラドンモニター　Alpha⊖Scint　₂₄₁．₉₂万円　₃ヵ月 MEASURE WORKS㈱
独国TRACERLAB社

検出器：2″ 光電子増倍管
検出限界：13.8Bq/m3（空気中ラドン）
　　　　　0.02Bq/L（水中ラドン）
セル容量：180mL
セル内壁：ZnSコーティング
外形寸法：300（W）×200（D）×100（H）（mm）
重量：約6.5kg

₇︲₁ NaI（Tl）シンチレーションサーベイメーター　MODEL₂₂₄₁︲₃/
MODEL₄₄︲₂ 　₂₆．₃₅万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱

米国Ludlum Measurements Inc

₇︲₂ Miniスペクトルメーター　TA100　18.69万円（22.26万円）　USB通信機能
付モデルあり　在庫あり MEASURE WORKS㈱

㈱テクノエーピー

₇︲₂ Miniドーズレートメーター　TC₁₀₀　₁₄．₂₅万円（₁₉．₆₅万円）　スペクトル機能
付モデルあり 　在庫あり MEASURE WORKS㈱

㈱テクノエーピー

₇︲₁ NaI（Tl）シンチレーションサーベイメーター　MODEL₃/
MODEL₄₄︲₂　₂₀．₇₃万円　cpsと

μSv/hを併記　1ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

データ表示：液晶ディスプレイ、cps又はμSv/h単位
測定範囲：cps（0.0～5000cps）
　　　　　μSv/h（0.001～50μSv/h）
測定レンジ切替：自動切換
レスポンス切替：
　　Fast（4～25秒）又はSlow（4～60秒）（可変型）
　　Fast（2～50秒）又はSlow（10～250秒）（固定型）
モード切替：レイトメーター又はスケーラー
スケーラー機能：任意時間設定（1～9,999秒）

電源：単1電池×2本
　　　（ 200時間連続使用、自然放

射線レベルの場合）
寸法： 89（W）×165（H）×216（D）

（mm）
重量：1.6kg

検出器：CdTe検出器
線量率範囲：0.01μSv/h～10mSv/h
線量率時定数：3秒、10秒、30秒、60秒、90秒、AUTO
測定線種：γ線、X線（20keV～1.5MeV）
スペクトル表示：512ch
アラーム設定：線量率、積算線量（任意選択式）
核種同定機能： 134Cs、137Cs、131I、57Co、60Co等、全11核種
電源：リチウムイオン電池（USB充電）
動作時間： 約15時間 

寸法（本体）： 67（W）×115（H）×28（D）
（mm）

重量：約180g
環境条件：0～40℃（結露なし）

検出器：CsI（Tl）シンチレーション検出器
線量率範囲：0.001～50μSv/h
線量率時定数：3秒、10秒、30秒、60秒、AUTO
測定線種：γ線（100keV～1.5MeV） 
アラーム機能：線量率
感度：2,500cpm/（μSv/h）
パソコン通信：USB端子
電源：リチウムイオンポリマー充電池 
充電時間：約6時間（付属充電器使用） 

動作時間：約25時間 
寸法：67（W）×115（H）×28（D）（mm）
重量：約180g 
環境条件：0～40℃（結露なし）

メーター表示：0～140cps、0～0.5μSv/h
測定レンジ切替：×0.1、×1、×10、×100
レスポンス切替：Fast（4秒）又はSlow（22秒）
電源：単1電池×2本
　　　（2,000時間連続使用、自然放射線レベルの場合）
寸法：89（W）×165（H）×216（D）（mm）
重量：1.6kg

₇︲₃ 中性子サーベイメータ　PRESCILA　₁₀₈万円　₃ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

検出器：プロトンリコイルシンチレータ
検出範囲：熱中性子～100MeV
感度：35cpm/（μSv/h）（241Am‒Be）
方向依存性：15%以内
γ線応答：約500cpm（1mSv/h、137Cs）
外形寸法：108（W）×257（H）×108（D）（mm）
重量：約2kg（検出器のみ）
オプション：データロガー
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₇︲₁ NaI（Tl）シンチレーションサーベイメーター　MODEL₂₂₄₁︲₃/
MODEL₄₄︲₂ 　₂₆．₃₅万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱

米国Ludlum Measurements Inc

₇︲₂ Miniスペクトルメーター　TA100　18.69万円（22.26万円）　USB通信機能
付モデルあり　在庫あり MEASURE WORKS㈱

㈱テクノエーピー

₇︲₂ Miniドーズレートメーター　TC₁₀₀　₁₄．₂₅万円（₁₉．₆₅万円）　スペクトル機能
付モデルあり 　在庫あり MEASURE WORKS㈱

㈱テクノエーピー

₇︲₁ NaI（Tl）シンチレーションサーベイメーター　MODEL₃/
MODEL₄₄︲₂　₂₀．₇₃万円　cpsと

μSv/hを併記　1ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

データ表示：液晶ディスプレイ、cps又はμSv/h単位
測定範囲：cps（0.0～5000cps）
　　　　　μSv/h（0.001～50μSv/h）
測定レンジ切替：自動切換
レスポンス切替：
　　Fast（4～25秒）又はSlow（4～60秒）（可変型）
　　Fast（2～50秒）又はSlow（10～250秒）（固定型）
モード切替：レイトメーター又はスケーラー
スケーラー機能：任意時間設定（1～9,999秒）

電源：単1電池×2本
　　　（ 200時間連続使用、自然放

射線レベルの場合）
寸法： 89（W）×165（H）×216（D）

（mm）
重量：1.6kg

検出器：CdTe検出器
線量率範囲：0.01μSv/h～10mSv/h
線量率時定数：3秒、10秒、30秒、60秒、90秒、AUTO
測定線種：γ線、X線（20keV～1.5MeV）
スペクトル表示：512ch
アラーム設定：線量率、積算線量（任意選択式）
核種同定機能： 134Cs、137Cs、131I、57Co、60Co等、全11核種
電源：リチウムイオン電池（USB充電）
動作時間： 約15時間 

寸法（本体）： 67（W）×115（H）×28（D）
（mm）

重量：約180g
環境条件：0～40℃（結露なし）

検出器：CsI（Tl）シンチレーション検出器
線量率範囲：0.001～50μSv/h
線量率時定数：3秒、10秒、30秒、60秒、AUTO
測定線種：γ線（100keV～1.5MeV） 
アラーム機能：線量率
感度：2,500cpm/（μSv/h）
パソコン通信：USB端子
電源：リチウムイオンポリマー充電池 
充電時間：約6時間（付属充電器使用） 

動作時間：約25時間 
寸法：67（W）×115（H）×28（D）（mm）
重量：約180g 
環境条件：0～40℃（結露なし）

メーター表示：0～140cps、0～0.5μSv/h
測定レンジ切替：×0.1、×1、×10、×100
レスポンス切替：Fast（4秒）又はSlow（22秒）
電源：単1電池×2本
　　　（2,000時間連続使用、自然放射線レベルの場合）
寸法：89（W）×165（H）×216（D）（mm）
重量：1.6kg

₇︲₃ 中性子サーベイメータ　PRESCILA　₁₀₈万円　₃ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

検出器：プロトンリコイルシンチレータ
検出範囲：熱中性子～100MeV
感度：35cpm/（μSv/h）（241Am‒Be）
方向依存性：15%以内
γ線応答：約500cpm（1mSv/h、137Cs）
外形寸法：108（W）×257（H）×108（D）（mm）
重量：約2kg（検出器のみ）
オプション：データロガー

₇⊖₁ シンチレーションサーベイメータ　₃/₄₄⊖₂　別途見積　₁．₅〜₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

Model 3はアナログサーベイメータのベストセラーです
Model 3はシンチレーション、GM管、比例計数管等の検出
器と接続できます
検出器：25×25mm NaI（Tl）検出器
エネルギー範囲：50keV～1.5MeV
レンジ選択：×0.1, ×1, ×10, ×100
時定数：FAST （4s）、SLOW （22s）
電源：単1電池×2本、／連続使用時間：約2,000時間
感度：17,500cpm/（μSv/h）（137Csにおいて）

寸法／重量：165×89×216（mm）／1.6kg
　　　　　　51φ×185（mm）／0.5kg

₇⊖₁ シンチレーションサーベイメータ　₂₂₄₁⊖₂/₄₄⊖₂　別途見積　₁．₅〜₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

₇⊖₁ ポール型高感度γ線サーベイメータ　₁₉₃⊖₆　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

Model 2241‒2は、線量率測定モードとスケーラモード機能
を有するデジタルサーベイメータです
検出器：25×25mm NaI（Tl）検出器
エネルギー範囲：50keV～1.5MeV
表示部：4桁デジタル表示（6桁スケーラモード時）
表示単位：Sv/h、cpmもしくはcps
スケーラプリセット：1～9999s
表示範囲： 0.000μSv/h～9999Sv/h、0～999cpmもしくは

0cps～100kcps

電源：単1電池×2本
連続使用時間：約200時間
感度： 17,500cpm/（μSv/h）

（137Csにおいて）
寸法／重量： 165×89×216（mm）／

1.6kg
　　　　　　51φ×185（mm）／0.5kg

193‒6型は、1.2m先に取り付けられた高感度プラスチックシ
ンチレータを持つポール型のγ線サーベイメータです
152mm直径、25mm厚のプラスチックシンチレータを採用
しており、スクラップ中の身元不明線源の検知に最適です
検出器： 152mm直径×25mm厚 EJ212プラスチックシンチレ

ータ
感度：2,500cps/（μSv/h）（137Cs γ線において）
レンジ選択：×0.1,×1,×10,×100
時定数：FAST（4s）、SLOW（22s）

電源： 単1電池2本、600時間測定
可能

全長：1.3m
重量：3.9kg

₇⊖₂ 可搬型スペクトルサーベイメータ　identiFINDER R₃₀₀　別途見積　₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国FLIR Radiation社

高分解のCZT半導体検出器を採用、より小型になりました
カラー液晶、GPS内蔵
機能： 線量率表示、核種同定、スペクトル表示、ファインダ

ー機能
内蔵エレクトロニクス：1024chメモリ、DSP内蔵MCA
内蔵検出器：CZT半導体検出器 （‒Z）
　　　　　　CZT半導体検出器、He‒3検出器 （‒ZH）
寸法／重量：71×34×126（mm）／340g （‒Z）
操作時間：24時間以上（充電式バッテリ）

線量率範囲：100nSv/h～10.0mSv/h
中性子線感度：2.6cps/nv
ソフトウェア： WEB対応ソフトウェア

によりPCへのソフトウ
ェアのインストール不要

₇⊖₂ 可搬型スペクトルサーベイメータ　identiFINDER R₄₀₀　別途見積　₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国FLIR Radiation社

スペクトルサーベイメータのスタンダードidentiFINDERが
カラー表示、GPSを内蔵し、更にパワーアップしました
機能： 線量率表示、核種同定、スペクトル表示、ファインダ

ー機能
内蔵エレクトロニクス：1024chメモリ、DSP内蔵MCA
内蔵検出器：35×51mm　 NaI（Tl）検出器、GMチューブ

（‒NG）
　　　　　　 35×51mm　 NaI（Tl）検出器、GMチューブ、

He‒3検出器 （‒NGH）

寸法／重量： 248×93×75（mm）／1,200g
内蔵メモリ：1.8GB
線量率範囲：0.000μSv/h～10.00mSv/h
スタビリゼーション：内蔵LED
アクセサリ： 外部バッテリチャージャ、

ACアダプタ
バッテリタイプ： 外部バッテリ、単3乾電池も使用可能
ソフトウェア： WEB対応ソフトウェアによりPCへのソフト

ウェアのインストール不要

₇⊖₂ 可搬型大面積スペクトルサーベイメータ　identiFINDER R₅₀₀　別途見積　₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国FLIR Radiation社

R500は、R400の操作性にコンテナ等の測定に有効な大面積
検出器を採用
機能： 線量率表示、核種同定、スペクトル表示、ファインダ

ー機能
内蔵エレクトロニクス：1024chメモリ、DSP内蔵MCA
内蔵検出器：102×19mm　 NaI（Tl）検出器、GMチューブ

（‒NG）
　　　　　　 102×19mm　 NaI（Tl）検出器、GMチューブ、

He‒3検出器 （‒NGH）

寸法／重量：129×323×212（mm）／2,900g
内蔵メモリ：1.8GB
線量率範囲：0.000μSv/h～10.00mSv/h
スタビリゼーション：内蔵LED
アクセサリ： 外部バッテリチャージャ、

ACアダプタ
バッテリタイプ：外部バッテリ、単3乾電池も使用可能
ソフトウェア： WEB対応ソフトウェアによりPCへのソフト

ウェアのインストール不要

₈⊖₄ エネルギー補償型γ線用サーベイメータ　AT₁₁₂₅B 　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
ベラルーシATOMTEX社

₈⊖₅ GMサーベイメータ　₂₆　別途見積　₁．₅〜₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

₈⊖₅ GMサーベイメータ　₃/₄₄⊖₉　別途見積　₁．₅〜₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

γ線源のサーチと検出、環境周囲のγ線積算線量と線量率測
定を行うエネルギー補償型の高感度γ線用シンチレーション
サーベイメータです
また、プローブを接続することで、α線、β線の測定が可能
です
検出器：φ25×40mm NaI（Tl）シンチレータ
γおよびX線量率測定範囲：30nSv/h～300μSv/h
γおよびX線量測定範囲：10nSv～10mSv
エネルギー範囲：50keV～3MeV

γ線測定エネルギーレンジ：50keV～3MeV
連続測定時間：24時間以上
プロテクションクラス：IP54
寸法／重量：85×258×67（mm）／1kg

α、β、γ線を検出するGM管を用いた一体型サーベイメー
タ
ボタン2つの簡単操作、表面汚染測定に最適
測定モード：
　NORMALモード； BGレベルから1.99kcps、もしくは

99.9kcpmまでの計数率
　MAXモード；最大の計数率を捉えて表示
　SCALERモード；設定した時間内のカウント数を表示
検出器：パンケーキ型GM管検出器　ステンレススクリーン

検出器面積：有感面積　15cm2

測定範囲：0.1～1.99kcps　又は、
　　　　　1～99.9kcpm
電源：単3電池×2本
連続使用時間：約1,000時間
寸法／重量：46×69×272（mm）／0.45kg
IEC60325 Ed.3に準拠、JIS Z 4329に該当

Model 3はアナログサーベイメータのベストセラーです
α線、β線、γ線を計測します
検出器：パンケーキ型ハロゲン消滅GM
ウィンドウ：1.7±0.3mg/cm2 マイカ
ウィンドウエリア：アクティブ　15cm2

　　　　　　　　　オープン　12cm2

検出効率：14C；5％／90Sr/90Y；22％
　　　　　99Tc；19％／32P；32％
　　　　　239Pu；15％／125I；0.2％

感度： 3,300cpm/（mR/h）
（137Csにおいて）

寸法／重量： 165×89×216（mm）／
1.6kg

　　　　　　46×69×272（mm）／0.5kg
電源：単3電池×2本
連続使用時間：約2,000時間

₇⊖₂ 可搬型スペクトルサーベイメータ　identiFINDER R₄₀₀（U）　別途見積　₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国FLIR Radiation社

NaI（Tl）検出器を採用した水中用モデルで、水中10mまで使
用可能
機能： 線量率表示、核種同定、スペクトル表示、ファインダ

ー機能
内蔵エレクトロニクス：1024chメモリ、DSP内蔵MCA
内蔵検出器：35×51mm NaI（Tl）検出器、GMチューブ
内蔵メモリ：1.8GB
寸法／重量：270×94×82（mm）／1,360g
バッテリタイプ：外部バッテリ、単3乾電池も使用可能

線量率範囲：0.000μSv/h～
　　　　　　　10.00mSv/h
スタビリゼーション：内蔵LED
アクセサリ： 外部バッテリチャージ

ャ、ACアダプタ
ソフトウェア： WEB対応ソフトウ

ェアによりPCへの
ソフトウェアのイン
ストール不要
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₇︲₁ GMサーベイメータ　RAGIAGEM₂₀₀₀　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

測定エネルギーレンジ：40keV～1.5MeV
線量率測定レンジ：0.01μSv/h～100mSv/h
特長：見やすいLCD表示、セミバーグラフ表示
　　　線量率、積算線量、計測時間、アラーム設定可能

₇︲₁ 電離箱サーベイ　BABYLINE₈₁
（電離箱サーベイメータ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社

₇︲₁＊ 半導体サーベイメータ　STHF⊖R
（超高線量γ線プローブ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社

測定エネルギーレンジ：8keV～2MeV
測定レンジ：10μGy/h、100μGy/h、
　　　　　　1,000μGy/h、10mGy/h、
　　　　　　100mGy/h、1,000mGy/h
大容量515cm3電離箱、7mg/cm2の組織等価型壁
寸法：115（W）×236（H）×290（L）（mm）
重量：1.65kg

検出器：シリコンダイオード検出器
測定エネルギーレンジ：50keV～2MeV
線量率レンジ：1mSv/h～1,000Sv/h
水深80mまでの防水仕様、50mケーブル付
オプション： 本体にはRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000

またはMIP 10を使用

₇︲₂
₁₃︲₄＊ ポータブルγ線

スペクトロサーベイメータ　InSpector₁₀₀₀　約₂₀₀万円〜　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

特長：核種同定と同時にリアルタイムで線量と核種強度
　　　計算可能
　　　線量率と計数率の数値およびバーグラフ表示
　　　ロケーターモード（線源位置検出機能）
　　　バッテリーで最長9時間動作
多彩なプローブ：1.5″×1.5″ NaIプローブ
　　　　　　　　1.5″×1.5″ LaBrプローブ
　　　　　　　　2″×2″、3″×3″ NaI温度補正付プローブ
　　　　　　　　中性子プローブ

₇︲₃ 中性子サーベイメータ　DINEUTRON
（中性子サーベイメータ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社
検出器：He‒3
測定エネルギーレンジ：0.025eV～15MeV
線量率レンジ：0.01～99.99mSv/h
積算線量レンジ：0.0001～99mSv
LCD表示
単位表示：Sv、Gy、Rem、Rad
寸法：140（W）×260（H）×367（L）（mm）
重量：3.2kg

₆︲₆ 多目的汚染モニタ　CM₁₁　約₁₃₄万円（税抜）〜　検出器は別途　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱
Thermo　Scientific社

壁に設置可能なので、場所を限定せず様々な用途に使用でき
ます
測定線種：α線、β線、γ線（使用する検出器により異なる）
検出器：シンチレーション検出器（各50cm2、100cm2）
　　　　またはガスフロー検出器
表示単位：cps、cpm、Bq、dpm、Bq/cm2、nCi
アラームレベル：0.1～100,000
ディスプレイ：バックライト付LCD（240×128ピクセル）
インジケータ： 粒子の検知、アラーム、フォルトに対して異

なるトーンで警告
電源：AC 85～264V、74～63Hz、40VA
寸法／重量： 約380（W）×240（H）×160

（D）（mm）／約2.3kg
特長：・ 最小限のトレーニングと指示に

より放射線業務従事者が自分自
身、服、所有物を効果的にモニタ可能

　　　・ユーザーコントロールおよび調整不要

₆︲₆ 汚染モニタCONTAMAT FHT ₁₁₁M　約₄₄万円（税抜）〜　プローブは別途　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱
Thermo　Scientific社

測定線種：α／β／γ線
検出器：ガスフローカウンタ
測定単位：cps、Bq、Bq/cm2

表示範囲：0～19,999
アラーム：視覚および警報音、アラームしきい値調節可
高圧電源：350～3,500V／50μA
寸法：138（W）×111（H）×216（D）（mm）
重量：約950g（検出器除く）
電源：単3乾電池5本またはNiCd充電池5本もしくは

　　　外部電源12V
研究施設や核医学だけでなく、リサイク
ル産業、緊急時対応用として、世界的に
評価されている表面汚染モニタです
特長：・ デジタルおよびアナログディス

プレイに測定結果を表示
　　　・各検出器10核種選択可
　　　・カウンタチューブ自動パラメータ設定
　　　・最大128の測定データを記憶

₇︲₁ γ線線量当量率メータ　Mini⊖TRACE γ　₁₈万円（税抜）〜　約₂週間 セイコー･イージーアンドジー㈱
独国SAPHYMO（旧Genitron）社

表示単位：S‒10　μSv/h、H*（10）、S‒100　mSv/h
測定レンジ：S‒10　0.5μSv/h～10mSv/h
　　　　　　S‒100　0.01～100mSv/h
表示レンジ：S‒10　0.01～9,990.00μSv/h
　　　　　　S‒100　0.001～999.000mSv/h
エネルギーレンジ：S‒10　45keV～3MeV±40%
　　　　　　　　　S‒100　80keV～3MeV±40%
感度：S‒10　5,500カウント/μSv
　　　S‒100　2,500カウント/μSv

検出器：エネルギー補償型GM管
方向依存性：0～180°（137Cs）±25%
動作温度：-10～＋50℃
外形寸法： 82（W）×24（H）×139（D）

（mm）
重量：175g（バッテリー含む）
電源：単3乾電池×2
特長： バッテリー動作時間2,000時間／アラームスレッショ

ルド×4／PTB検査済みバージョン可能

₇⊖₁ 個人用ガンマ線
サーベイメータ　RadEye PRD　約₄₃万円（税抜）　約₂週間 セイコー・イージーアンドジー㈱

Thermo Fisher Scientic社
検出器：NaIシンチレーション検出器
測定範囲：0.01～250μSv/h
　　　　　0.01μSv/h～100mSv/h（PRD‒ER）
エネルギー範囲：60keV～1.3MeV
感度：150cps/（μSv/h）（@137Cs）
動作温度：－20～50℃
外形寸法：96×61×31（mm）（ラバー部除く）
重量：約160g
バッテリー寿命：600時間（標準単4電池使用時）

内部メモリ： 最新の1,600線量率デ
ータ

オプション：PC通信キット
規格：ANIS 42.33/1, 42.32,
　　　IEC 62401

₇︲₂ スペクトルサーベイメータ　SAM₉₄₀　約₂₁₀万円（税抜）〜　約₂〜₃ヵ月 セイコー･イージーアンドジー㈱
米国BNC社

測定線種：γ線、中性子線
検出器：γ線　2″×2″、3″×3″ NaI
　　　　　　　1.5″×1.5″ LaBr
　　　　中性子線　LiI
測定エネルギー範囲：18keV～3MeV（γ線）
線量率：0.1nSv/h～100μSv/h
バッテリー：単3充電池×8本
操作時間：6時間以上
分解能：7％ ＠662keV（NaI）、2.8% ＠662keV（LaBr）

特長：
　・γ線の初期的な核種同定が可能
　・ 同定結果は内蔵メモリカードに

自動登録

₇⊖₂ スペクトルサーベイメータ　TC₂₀₀S
TC₃₀₀S 　₂₁．₂万円（税抜）

₂₃．₂万円（税抜）　₂．₅ヵ月 ㈱テクノエーピー

₇⊖₂ スペクトルサーベイメータ　TS₂₁₅　₂₄₀万円（税抜）　₂．₅ヵ月 ㈱テクノエーピー

₁₂⊖₁ 放射能測定装置ベクレルモニター　TC₇₀₀B　₂₂₀万円（税抜）〜　₂．₅ヵ月 ㈱テクノエーピー

₁₆⊖₁ デジタルスペクトロメータ　DS₁₀₀
DS₁₀₀L　₁₂₈万円（税抜）

₂₅₀万円（税抜）　₂．₅ヵ月 ㈱テクノエーピー

₁₆⊖₁ USB－MCA　APG₇₃₀₀A　₂₉．₈万円（税抜）　₁．₅ヵ月 ㈱テクノエーピー

測定対象：空間γ線
検出器：（TC200S） CsI（Tl） 40×20×10（mm）
　　　　（TC300S） CsI（Tl） 40×40×15（mm）
線量率範囲：（TC200S）0.001～20μSv/h
　　　　　　（TC300S）0.001～10μSv/h
エネルギーレンジ：150keV～3MeV
エネルギーレスポンス：±15％（エネルギー補償）以内
エネルギー分解能：（TC200S）8.5％、（TC300S）10％
　　　　　　　　　（137Cs、662keV、typ.）
感度：（TC200S）15,000cpm/（μSv/h）

　　　（TC300S）42,000cpm/（μSv/h）
機能： 線量率、スペクトル、USB通信

（Windows）
外形寸法： 75（W）×135（H）×35（D）（mm）
重量：（TC200S）約260g、（TC300S）約340g
特徴： TC200S,TC300Sは、検出器にCsI（Tl）

シンチレーション検出器を利用して、
小型ながら超高感度の線量率計です

　　　USBでPCにもスペクトル表示が可能です

測定対象：空間γ線
検出器：LaBr3（Ce）シンチレータ
線量率範囲：0.001～600μSv/h
エネルギーレンジ：30keV～3MeV
エネルギーレスポンス：±10％（エネルギー補償）以内
エネルギー分解能：3.2％（137Cs、662keV、typ.）
感度：60,000cpm/（μSv/h）　137Cs
機能：線量率計測、スペクトル計測、核種同定
外形寸法：本体；101（W）×195（H）×44（D）（mm）

　　　　　 検出器部；45（W）×
188.5（H）×45（D）（mm）

重量： 約1.2kg（本体と検出器部間
ケーブル1m）

特徴： TS215は、大口径1.5″のLaBr3
（Ce）シンチレータを搭載し
た高機能・高分解能なスペク
トルサーベイメータです

測定対象：食品（肉類、魚類、野菜）、土壌、水など
検出器：CsI（Tl）シンチレータ　70×70×70（mm）
エネルギー分解能：6.0％（137Cs、662keV、typ.）
測定下限値：（Cs合算、測定下限値 20Bq/kg）
　　　　　　25分（U-8容器）※
　　　　　　3分（500mLタッパー容器）※
　　　　　　※ バックグラウンド環境、計測時間、充填率に

より値は異なります
測定対象容器：U-8容器（100mL）

　　　　　　　タッパー容器（500mL）
機能：放射能ベクレル（Bq/kg）測定
外形寸法： 430（W）×400（D）×650（H）

（mm）
総重量：約225kg
特徴： TC700Bは、CsI（Tl）シンチレータを

採用し、効率・分解能に優れ測定下
限値が大幅に向上しております

　　　バックグランド計数が小さいことも特徴の一つです

DS100L：LaBr3（Ce）シンチレーション検出器付きDS100
DS100：DS100本体のみ
対象検出器：半導体検出器（Ge, CdTe, Si）
　　　　　　シンチレータ（LaBr3, NaI（Tl）, CsI（Tl））等
高圧電源：出力電圧　0～±4,000V
プリアンプ電源：±12V、±24V（NIM規格準拠）
分解能（例）：1.7keV @1.33MeV（Ge半導体検出器）
スループット：100kcps以上
通信：USB2.0（Windows PC）
多機能： スペクトロスコピーアンプ、フィルタ波形出力

DAC、パルサー（テストパルス）出力DAC

特徴： DS100は、放射線検出器を用いた計測に必要な、高圧
電源・プリアンプ電源・MCA（マルチチャネルアナ
ライザ）を一つにまとめたデジタルスペクトロメータ
です／検出器のプリアン
プ信号をDS100へ直接入
力 し、 高 速ADC
（100MHz・14Bit）と高
集積FPGAにてデジタル
信号処理を行います／計
測データUSBケーブル経
由でPCへ転送します

チャンネル：1ch
固定Dead Time：500ns
スループット：100kcps以上
ADCゲイン：16k, 8k, 4k, 2k, 1k, 512, 256, 128ch
積分非直線性：±0.025％（typ）
微分非直線性：±1％（typ）
電源：USBバスパワー、ACアダプタ不要
形状：軽量・コンパクトアルミケース
通信：USB2.0（Windows PC）

ソフトウェア：ドライバ＆アプリケーション付属
特徴： APG7300Aは、手帳サイズの最新逐次比較型ADCを

搭載した高速型マルチチャネルアナライザ（MCA）
です

₆︲₅ フロアモニター（αβ／βγ）　LB ₁₆₅　₂₃₀万円〜　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₇︲₂ ポータブルγスペクトルアナライザー　LB ₁₂₅　₁₁₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₇︲₁ ハンディタイプγ線ドーズレートモニター　LB ₁₂₆　₆₉万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

検出総面積：2,000cm2

検出器：大面積PRガスフロー型比例計数管（αβ）（LB6386）
　　　　大面積キセノンガス充填型比例計数管（βγ）
　　　　（LB6376）
特長： 検出総面積は2,000cm2で、床面より6～24mmの範囲

内で測定します
　　　 また、LB165はUMO本体と検出器が独立しているた

め、検出器を取り替えるだけで簡単に目的に応じた測
定器に組み合わせられます

　　　 その他にαβ、βγ、
ドーズレート、中性
子ドーズレート、プ
ルトニウム及びαβ
アクティビィティの
各検出器が用意され
ています

測定対象：γ線
検出器：NaI計数管（1.5″×1.5″ PMT付）
マルチチャンネルアナライザー： 496ch、20μsデッドタイ

ム
測定モード：スペクトル、ドーズレート、サーベイ
エネルギー範囲：25～2,000keV、4段セレクタブル
ドーズレート範囲：10nSv/h～100μSv/h
エネルギー校正：137Cs線源自動校正
メモリー：最大30スペクトルまで

使用温度範囲：-10～＋40℃
電源：蓄電池 4本
重量：1,800g（バッテリー含む）
特長： 小型軽量タイプのγ線スペク

トルアナライザーです
　　　 3つの測定モードが目的、用

途にあわせて選択できます
　　　 RS232ポートによる測定デー

タの転送解析も可能です

測定対象：γ線ドーズレート及びドーズ
検出器：高感度比例計数管
測定範囲：50nSv/h～50mSv/h
エネルギー範囲：30keV～1.3MeV　±45°
メモリ：1,000データ
外部出力：RS232C及びRS485
使用温度：-10～40℃
特長： 測定器と操作部が一体になった軽量・簡単操作のドー

ズレートモニターです

　　　 専用ソフトウェアによって15
デバイス以上の本機を一度に
接続し、モニターすることも
可能です

₆︲₃ 物品搬出（クリアランス）モニター　LB ₂₀₅₀　₁，₀₂₀万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₆︲₂ ハンドフットクロスモニター　LB ₁₄₇　₃₄₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

チャンバー：ステンレス
内容量：477（W）×659（H）×477（D）（mm）（147.9L）
サイズ：577（W）×1,100（H）×800（D）（mm）
検出器：2,000cm2キセノン封入型比例計数管×4
　　　　1,000cm2キセノン封入型比例計数管×2
特長： 各種汚染物質などをチャンバーに入れたまま測定でき

るクリアランス専用モニタです
　　　 専用ソフトによって面倒な作業を簡単に操作・管理で

きます

測定対象：α線及びβ線（γ線）
検出器：ZnS（Ag）シンチレーター
検出器窓面積：（手） 130×210（mm）（218cm2）×2
　　　　　　　（足） 150×360（mm）（390cm2）×2
検出器窓厚：Light-tight Hostaphan foil
計数ガス：PRガス
検出効率：（手）90Sr＋90Y；42%、36Cl；45%、14C；11%、
　　　　　　　 241Am；20%
　　　　　（足）90Sr＋90Y；37%、36Cl；40%、14C；9%、
　　　　　　　 241Am；10%
サイズ：600（W）×600（D）×1,200（H）（mm）

重量：25kg
特長： 設置面積を考慮してデザインされた

省スペース型ハンドフットクロスモ
ニターです

　　　 手検出器を衣服検出器として利用で
きるため、余分なコストを削減でき
ます

　　　 新採用のタッチパネルディスプレイ
により更に使い勝手が向上しました

　　　 搬出用オプションなども取り揃えて
おります
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₇︲₁ NaI（Tl）シンチレーションサーベイメーター　MODEL₂₂₄₁︲₃/
MODEL₄₄︲₂ 　₂₆．₃₅万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱

米国Ludlum Measurements Inc

₇︲₂ Miniスペクトルメーター　TA100　18.69万円（22.26万円）　USB通信機能
付モデルあり　在庫あり MEASURE WORKS㈱

㈱テクノエーピー

₇︲₂ Miniドーズレートメーター　TC₁₀₀　₁₄．₂₅万円（₁₉．₆₅万円）　スペクトル機能
付モデルあり 　在庫あり MEASURE WORKS㈱

㈱テクノエーピー

₇︲₁ NaI（Tl）シンチレーションサーベイメーター　MODEL₃/
MODEL₄₄︲₂　₂₀．₇₃万円　cpsと

μSv/hを併記　1ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

データ表示：液晶ディスプレイ、cps又はμSv/h単位
測定範囲：cps（0.0～5000cps）
　　　　　μSv/h（0.001～50μSv/h）
測定レンジ切替：自動切換
レスポンス切替：
　　Fast（4～25秒）又はSlow（4～60秒）（可変型）
　　Fast（2～50秒）又はSlow（10～250秒）（固定型）
モード切替：レイトメーター又はスケーラー
スケーラー機能：任意時間設定（1～9,999秒）

電源：単1電池×2本
　　　（ 200時間連続使用、自然放

射線レベルの場合）
寸法： 89（W）×165（H）×216（D）

（mm）
重量：1.6kg

検出器：CdTe検出器
線量率範囲：0.01μSv/h～10mSv/h
線量率時定数：3秒、10秒、30秒、60秒、90秒、AUTO
測定線種：γ線、X線（20keV～1.5MeV）
スペクトル表示：512ch
アラーム設定：線量率、積算線量（任意選択式）
核種同定機能： 134Cs、137Cs、131I、57Co、60Co等、全11核種
電源：リチウムイオン電池（USB充電）
動作時間： 約15時間 

寸法（本体）： 67（W）×115（H）×28（D）
（mm）

重量：約180g
環境条件：0～40℃（結露なし）

検出器：CsI（Tl）シンチレーション検出器
線量率範囲：0.001～50μSv/h
線量率時定数：3秒、10秒、30秒、60秒、AUTO
測定線種：γ線（100keV～1.5MeV） 
アラーム機能：線量率
感度：2,500cpm/（μSv/h）
パソコン通信：USB端子
電源：リチウムイオンポリマー充電池 
充電時間：約6時間（付属充電器使用） 

動作時間：約25時間 
寸法：67（W）×115（H）×28（D）（mm）
重量：約180g 
環境条件：0～40℃（結露なし）

メーター表示：0～140cps、0～0.5μSv/h
測定レンジ切替：×0.1、×1、×10、×100
レスポンス切替：Fast（4秒）又はSlow（22秒）
電源：単1電池×2本
　　　（2,000時間連続使用、自然放射線レベルの場合）
寸法：89（W）×165（H）×216（D）（mm）
重量：1.6kg

₇︲₃ 中性子サーベイメータ　PRESCILA　₁₀₈万円　₃ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

検出器：プロトンリコイルシンチレータ
検出範囲：熱中性子～100MeV
感度：35cpm/（μSv/h）（241Am‒Be）
方向依存性：15%以内
γ線応答：約500cpm（1mSv/h、137Cs）
外形寸法：108（W）×257（H）×108（D）（mm）
重量：約2kg（検出器のみ）
オプション：データロガー

₇︲₁ GMサーベイメータ　RAGIAGEM₂₀₀₀　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

測定エネルギーレンジ：40keV～1.5MeV
線量率測定レンジ：0.01μSv/h～100mSv/h
特長：見やすいLCD表示、セミバーグラフ表示
　　　線量率、積算線量、計測時間、アラーム設定可能

₇︲₁ 電離箱サーベイ　BABYLINE₈₁
（電離箱サーベイメータ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社

₇︲₁＊ 半導体サーベイメータ　STHF⊖R
（超高線量γ線プローブ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社

測定エネルギーレンジ：8keV～2MeV
測定レンジ：10μGy/h、100μGy/h、
　　　　　　1,000μGy/h、10mGy/h、
　　　　　　100mGy/h、1,000mGy/h
大容量515cm3電離箱、7mg/cm2の組織等価型壁
寸法：115（W）×236（H）×290（L）（mm）
重量：1.65kg

検出器：シリコンダイオード検出器
測定エネルギーレンジ：50keV～2MeV
線量率レンジ：1mSv/h～1,000Sv/h
水深80mまでの防水仕様、50mケーブル付
オプション： 本体にはRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000

またはMIP 10を使用

₇︲₂
₁₃︲₄＊ ポータブルγ線

スペクトロサーベイメータ　InSpector₁₀₀₀　約₂₀₀万円〜　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

特長：核種同定と同時にリアルタイムで線量と核種強度
　　　計算可能
　　　線量率と計数率の数値およびバーグラフ表示
　　　ロケーターモード（線源位置検出機能）
　　　バッテリーで最長9時間動作
多彩なプローブ：1.5″×1.5″ NaIプローブ
　　　　　　　　1.5″×1.5″ LaBrプローブ
　　　　　　　　2″×2″、3″×3″ NaI温度補正付プローブ
　　　　　　　　中性子プローブ

₇︲₃ 中性子サーベイメータ　DINEUTRON
（中性子サーベイメータ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社
検出器：He‒3
測定エネルギーレンジ：0.025eV～15MeV
線量率レンジ：0.01～99.99mSv/h
積算線量レンジ：0.0001～99mSv
LCD表示
単位表示：Sv、Gy、Rem、Rad
寸法：140（W）×260（H）×367（L）（mm）
重量：3.2kg

₇︲₃ 中性子サーベイメータ　PNM⊖₂₀₀/S
（中性子サーベイメータ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社
検出器：He‒3、球状ポリエチレンモデレータ使用
測定エネルギーレンジ：2keV～15MeV
線量率レンジ：2μSv/h～200mSv/h
積算線量レンジ：2μSv～200mSv
LCD表示
寸法：φ200×310（L）（mm）
重量：6.4kg

₈︲₁ α線用プローブ　SA⊖₂₀︲₂　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

₈︲₂ β線用プローブ　SB⊖₂₀　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

₈︲₁ 大面積α線用プローブ　SA⊖₁₀₀　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

α線コンタミ測定用
検出面積：19.62cm2

検出器タイプ：ZnSシンチレーション（3mm厚PMMA上）
α線検出効率（2π）：239Pu＞45％、241Am＞39％、238U＞36％
単位表示：c/s、BqもしくはBq/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

α線エネルギーレンジ：＞3MeV
測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

β線コンタミ測定用
検出面積：19.62cm2

検出器タイプ： 0.25mm厚プラスチックシンチレーション
（3mm厚PMMA上）

β線検出効率（2π）：36Cl＞37％、90Sr＋90Y＞40％
窓厚：24μm厚アルミニウム
単位表示：c/s、BqもしくはBq/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

β線エネルギー
レンジ：
　＞150keV

α線専用コンタミ測定
検出面積：102cm2

検出器タイプ：ZnS（Ag）付着薄型PMMA、
　　　　　　　交換式6μmマイラー窓
α検出効率（2π）：241Am＞36％、239Pu＞36％
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

エネルギーレンジ：
　α ＞3MeV

₈︲₂ 大面積β線用プローブ　SB⊖₁₀₀A/B　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

β線専用コンタミ測定
検出面積：102cm2

検出器タイプ： 0.25mm厚プラスチックシンチレーション付
3mm厚PMMA

交換式入射窓：SB‒100A　6μm厚マイラー
　　　　　　　SB‒100B　24μm厚アルミニウム
β検出効率（2π）：
　SB‒100A　14C＞7.6％、60Co＞23％、36Cl＞35％、
　　　　　　90Sr＋90Y＞35％

　SB‒100B　90Sr＋90Y＞28％、
　　　　　　60Co＞12％、
　　　　　　36Cl＞28％
単位表示： c/s、Bq（eq）もしく

はBq（eq）/cm2

　　　　　 （表示はRadiagem
2000、Avior 2000やMIP 10を使用）

エネルギーレンジ：SB‒100A　＞50keV
　　　　　　　　　SB‒100B　＞150keV

₇︲₁＊ ポケットサーベイメータ（マイレート）　PDR⊖₁₁₁　₂₇万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：CsI（Tl）シンチレーション検出器
測定線種：γ（X）線
測定エネルギー範囲：50keV～
測定範囲：0.001～19.99μSv/h
　　　　　自動レンジ切換
計数モニタ音：ON／OFF スイッチによる
表示：4桁液晶デジタル表示、警報表示
表示方式：デジタル表示レートメータ（自動時定数切換）
寸法：約62（W）×135（H）×27（D）（mm）

質量：約220g
電源：単3アルカリ乾電池 1本
　　　電池寿命；70時間以上

₇︲₁＊ 電離箱式サーベイメータ　ICS⊖₃₂₃C　₃₈万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱

₇︲₃＊ 中性子サーベイメータ　TPS⊖₄₅₁C　₁₆₂万円　₂ヵ月 日立アロカメディカル㈱

検出器：円筒型電離箱
測定線種：X線，γ線およびβ線
エネルギー特性：30keV～2MeVのX線、およびγ線にて
　　　　　　　　137Csに対する比が0.85～1.15
測定範囲：1μSv/h～300mSv/h
　　　　　0.3～10μSv
表示方式：アナログバーグラフおよびデジタル数値表示
データ保存：3,000データ
データ出力：レコーダ用アナログ出力および赤外線通信

バッテリー残量表示：5段階表示
自動電源OFF機能： 0～999分任意設定可

能
寸法：約92（W）×102（H）×174（D）（mm）
質量：620g
電源：単3アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続80時間以上
特長：1cm線量当量率直読可能
　　　データ転送ソフト（オプション）

検出器：3He比例計数管
測定線種：中性子
測定エネルギー範囲：0.025eV～約15MeV
　　　　　　　　　　（ICRP 74レスポンス準拠）
測定範囲：アナログ 0.1 μSv/h～10mSv/h
　　　　　デジタル 0.01～9,999μSv/h
 0.01～9,999μSv
記録計出力：DC 0～10mV（0.1μSv/h～10mSv/hに対応）
モニタ：電子ブザー内蔵　1音／1カウント

寸法： 約φ210×340（mm）（取っ手除
く）

質量：約9kg
電源：リチウム電池
　　　電池寿命；連続80時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）

₇⊖₁＊ 電離箱式サーベイメータ　ICS⊖₃₃₁B　₃₃万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：円筒形電離箱検出器
測定線種：X線、γ線およびβ線
エネルギー特性：30keV～2MeV ±15％（137Csを基準）
測定範囲：1cm線量当量率　1μSv/h～10mSv/h
　　　　　積算1cm線量当量　0.3～10μSv
表示方式：アナログバーグラフ、およびデジタル数値表示
バッテリー残量表示：5段階表示
自動電源OFF機能：10、15、20、30、40、50、60分選択式
電源： 単3アルカリ乾電池 4本、電池寿命；連続約80時間以

上
寸法： 約92（W）×102（H）×174

（D）（mm）
質量：約620g（電池含む）

₇⊖₁ コンパクトサーベイメータ　PDR⊖₃₀₃　₂₃万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
測定線種：γ（X）線（50keV～）
検出器：シリコン半導体検出器
表示範囲：0.00μSv/h～1.00Sv/h
エネルギー特性：60keV～1.5MeV ±30％以内（137Cs基準）
表示：TFTカラー液晶
計数音・警報設定：有（ON／OFF切替え、音量可変可能）
データ保存：連続記録、瞬時記録（3,000データ以上）
データ出力：USB出力
電源： リチウムイオン二次電池 1個（連続使用時間；約15時

間）
　　　 単3アルカリ乾電池 4個（オ

プションホルダ要）
使用温湿度範囲： －20～50℃、90

％RH以下（結
露なきこと）

保護等級： IP64（防塵防沫形）（二次電池使用時）
寸法：約60（W）×40（D）×20（H）（mm）
質量：約200g（二次電池使用時）
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₇︲₃＊ 中性子レムカウンタ　NSN₂　₁₉₅万円　₂ヵ月 富士電機㈱
測定線種：熱中性子～高速中性子
検出方式：球形 3He比例計数管
測定範囲：0.001μSv/h～9.999mSv/h
表示方式：4桁デジタル表示、夜間照明付
中性子感度：3.6s-1/（μSv/h） ±20％
エネルギー特性：0.025eV～15MeVの範囲で
　　　　　　　　ICRP 74レスポンスに準拠
方向依存性：0～135°において±10％以内
重量：約7kg

電源： 一次電池（市販単2アルカリ乾電池×2本）、商用電源（AC
アダプタ使用）、専用Ni‒Cd充電池（オプション）

外部出力：パルス出力3V以上の正電圧パルス
特長：測定レンジおよび時定数自動切換
　　　タイマー／スケーラ機能付
　　　防滴構造
　　　中性子線量当量を直読可能

₇︲₃＊ 中性子サーベイメータ　NSN₃　₁₀₃万円　₂ヵ月 富士電機㈱
測定線種：熱中性子～高速中性子
検出方式：有機混合ガス計数管
測定範囲：0.01μSv/h～9.99mSv/h
表示方式：有機ELカラーディスプレイ
中性子感度：約0.3s‒1/（μSv/h）
方向依存性：0～135°において±10％以内
通信機能：USB通信
トレンドデータ：1,200件
重量：約2kg

電源： 一次電源（市販単3アルカリ乾電池×6本）、商用電源（AC
アダプタ使用）、Ni‒MH充電地（オプション）

特長：軽量、コンパクト
　　　広範のエネルギー特性（0.025eV～15MeV）
　　　 メモリ機能により、測定値と時間を記録
　　　USB接続でパソコンへのデータ転送

₇⊖₁＊ 携帯型環境ガンマ線測定器　PEGASUS（ペガサス）　NHL　₁₃万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：γ（X）線
検出方式：シリコン半導体検出器
測定範囲：0.01μSv/h～99.9mSv/h
表示内容：線量率表示、メータ表示、バッテリー残量、時刻
重量：約180g
外形寸法：約60（W）×120（H）×27（D）（mm）
電源：単3乾電池×2本
連続使用時間：72時間以上

特長：JIS Z 4333（2006）に適合
　　　生活防水仕様

₈⊖₂＊ GMサーベイメータ　NHJ₁₂₀　₄₂万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：β（γ）線
検出方式：GM計数管（窓径φ50mm）
測定範囲：0～9,999×103カウント
　　　　　0～99.99×103min-1

　　　　　0～9,999Bq/cm2

表示内容：アナログおよびデジタル表示
重量：約1.4kg
外形寸法：約98（W）×170（H）×207（D）（mm）
電源：単3乾電池×6本

連続使用時間：100時間以上
特長： JIS Z 4329（2004）に適合
　　　 BluetoothおよびUSB通

信

₈⊖₃＊ 表面汚染測定用サーベイメータ　NHJ₂　₅₄万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：α線、β線、γ線
検出方式：シリコン半導体検出器
測定範囲：0～9,999×103カウント
　　　　　0～99.99×103min-1

　　　　　0～9,999Bq/cm2

　　　　　0.00μSv/h～999.9mSv/h
表示内容：デジタル表示
重量：約1kg
外形寸法：約120（W）×56（H）×293（D）（mm）

電源：単3乾電池×6本
連続使用時間：4時間以上
特長：JIS Z 4329（2004）に適合
　　　USB通信

₈︲₂
₈︲₄  βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂B　₉₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

₈︲₃ αβコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂A　₈₅万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₈︲₂
₈︲₄  βγ軽量ポータブル

コンタミネーションモニター　LB ₁₂₄B　₆₆万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：-15～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品と

比べ最も広いため、感度が
非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラー
がワンタッチで取り外せま
す

測定対象：α線及びβ線
検出器：PRガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：0.3mg/cm2 マイラーフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；17%、90Sr；34%、241Am；14%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：0～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品

と比べ最も広いため、感
度が非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラ
ーがワンタッチで取り外
せます

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：150cm2、80%トランスミッション
キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
測定モード：サーチ、レートメーター、クリアランス、
　　　　　　スケーラータイマー、半減期
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
使用温度範囲：-15～＋50℃
動作時間：100時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）

重量：1,620g（バッテリー含む）
特長： LB122Bをさらに軽量化し、

新機能を加えたモデルです
　　　 主な新機能として、250ポ

イント測定データメモリ、
5つの測定モード、双方向
RS232ポートを介したデー
タ通信機能などが加わりま
した

₈︲₅ βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₃B　₈₇万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₇︲₃ 中性子等価ドーズレートモニター　LB ₁₂₃N　₁₉₀万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：大面積キセノンガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%（59keV）
使用温度範囲：-15～＋50℃
サイズ：140（W）×160（H）×240（D）（mm）
重量：1,500g（検出器、アダプター含む）

特長： LB123BはUMO本体と検出器
が独立しているため、検出器
を取り替えるだけで簡単に目
的に応じた測定器に組み合わ
せられます

　　　 βγのみならず、αβ、ドーズレート、中性子ドーズ
レート、トリチウム、プルトニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意されています

測定対象：中性子線
検出器：3He比例計数管
エネルギー範囲：0.025eV（Thermal）～20MeV
測定範囲：10nSv/h～100mSv/h（ICRP 60レスポンス準拠）
方向依存性：±10％以下（1～20MeV）
使用温度範囲：-10～＋50℃
重量：9.2kg
特長： LB123NはUMO本体と検出器が独立しているため、

検出器を取り替えるだけで簡単に目的に応じた測定器

に組み合わせられます
　　　 中性子ドーズレートのみな

らず、αβ、βγ、ドーズ
レート、トリチウム、プル
トニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意
されています

₇︲₁ NaI（Tl）シンチレーションサーベイメーター　MODEL₂₂₄₁︲₃/
MODEL₄₄︲₂ 　₂₆．₃₅万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱

米国Ludlum Measurements Inc

₇︲₂ Miniスペクトルメーター　TA100　18.69万円（22.26万円）　USB通信機能
付モデルあり　在庫あり MEASURE WORKS㈱

㈱テクノエーピー

₇︲₂ Miniドーズレートメーター　TC₁₀₀　₁₄．₂₅万円（₁₉．₆₅万円）　スペクトル機能
付モデルあり 　在庫あり MEASURE WORKS㈱

㈱テクノエーピー

₇︲₁ NaI（Tl）シンチレーションサーベイメーター　MODEL₃/
MODEL₄₄︲₂　₂₀．₇₃万円　cpsと

μSv/hを併記　1ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

データ表示：液晶ディスプレイ、cps又はμSv/h単位
測定範囲：cps（0.0～5000cps）
　　　　　μSv/h（0.001～50μSv/h）
測定レンジ切替：自動切換
レスポンス切替：
　　Fast（4～25秒）又はSlow（4～60秒）（可変型）
　　Fast（2～50秒）又はSlow（10～250秒）（固定型）
モード切替：レイトメーター又はスケーラー
スケーラー機能：任意時間設定（1～9,999秒）

電源：単1電池×2本
　　　（ 200時間連続使用、自然放

射線レベルの場合）
寸法： 89（W）×165（H）×216（D）

（mm）
重量：1.6kg

検出器：CdTe検出器
線量率範囲：0.01μSv/h～10mSv/h
線量率時定数：3秒、10秒、30秒、60秒、90秒、AUTO
測定線種：γ線、X線（20keV～1.5MeV）
スペクトル表示：512ch
アラーム設定：線量率、積算線量（任意選択式）
核種同定機能： 134Cs、137Cs、131I、57Co、60Co等、全11核種
電源：リチウムイオン電池（USB充電）
動作時間： 約15時間 

寸法（本体）： 67（W）×115（H）×28（D）
（mm）

重量：約180g
環境条件：0～40℃（結露なし）

検出器：CsI（Tl）シンチレーション検出器
線量率範囲：0.001～50μSv/h
線量率時定数：3秒、10秒、30秒、60秒、AUTO
測定線種：γ線（100keV～1.5MeV） 
アラーム機能：線量率
感度：2,500cpm/（μSv/h）
パソコン通信：USB端子
電源：リチウムイオンポリマー充電池 
充電時間：約6時間（付属充電器使用） 

動作時間：約25時間 
寸法：67（W）×115（H）×28（D）（mm）
重量：約180g 
環境条件：0～40℃（結露なし）

メーター表示：0～140cps、0～0.5μSv/h
測定レンジ切替：×0.1、×1、×10、×100
レスポンス切替：Fast（4秒）又はSlow（22秒）
電源：単1電池×2本
　　　（2,000時間連続使用、自然放射線レベルの場合）
寸法：89（W）×165（H）×216（D）（mm）
重量：1.6kg

₇︲₃ 中性子サーベイメータ　PRESCILA　₁₀₈万円　₃ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

検出器：プロトンリコイルシンチレータ
検出範囲：熱中性子～100MeV
感度：35cpm/（μSv/h）（241Am‒Be）
方向依存性：15%以内
γ線応答：約500cpm（1mSv/h、137Cs）
外形寸法：108（W）×257（H）×108（D）（mm）
重量：約2kg（検出器のみ）
オプション：データロガー

₇︲₄ 多目的デジタル
サーベイメータ　FH₄₀GL　約₄₂万円（税抜）〜　プローブは別途

目的に応じて選択　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱
Thermo　Scientific社

測定線種：中性子、α、β、γ、X線（使用するプローブに依存）
本体： 10nSv/h～100mSv/hの線量率に対応する比例計数管を内蔵

した携帯型デジタルサーベイメータ
エネルギー範囲：36keV～1.3MeV
電源：単3乾電池 2本
バッテリー寿命：アルカリ電池 250時間、リチウム電池 500時間
寸法／重量：195×73×42（mm）／453g（バッテリーを含む）

γ線検出器 汚染検出器 中性子検出器
プラスチックシンチレータ
NaIシンチレータ
GM管水中プローブ、GM管、
テレプローブ、比例計数管

比例計数管
GM管パンケーキ
シンチレータ

BF3検出器
He-3検出器

外部検出器： シンチレーション検出器の他、
GM管、比例計数管等を選択
可

特長：・データロギング最大256点
　　　・数値表示および対数グラフ付LCD
　　　・レスポンス時間自動調整
　　　・ Windows PCプログラムで設定・

校正
　　　・ 内蔵の検出器と外部検出器による

同時計測
　　　・軽量、丈夫な防水構造

₇⊖₄ 多目的サーベイメータ　RadEye B₂₀　約₂₅万円（税抜）　約₂週間 セイコー・イージーアンドジー㈱
Thermo Fisher Scientic社

検出器：エネルギー補償型GM管検出器
測定線種：α線、β線、γ線
測定範囲：0.05μSv/h～2mSv/h
　　　　　0.05μSv/h～100mSv/h （B20‒ER）
エネルギー範囲：17keV～1.3MeV（フィルタ時）
効率（2π）：241Am；28％、60Co；25％、90Sr/90Y；36％
表示単位：Sv/h、cps、cpm、dps、Bq
外形寸法：130×70×60（mm）（ラバー部含む）
重量：約300g

測定モード： スケーラモード、レー
トメータモード

バッテリー寿命： 400時間（標準単4
電池使用時）

オプション： H*（10）測定用フィル
タ、PC通信キット

₇︲₄ ハンドヘルドスペクトロ
サーベイメータ 　MICROSPEC⊖₂™　別途問合　プローブにより価

格が異なります 　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱
カナダ国BTI社

小型MCAとプローブで構成するハンドヘルド・スペクトロスコピーシス
テムです
機能：線量測定（線量・線量率表示）、スペクトル測定
プローブ：目的に応じてプローブを選択（β線、γ線、X線、中性子線）
MICROSPEC‒2：プローブE、G、Xのうち一つを選択
MICROSPEC‒2B：プローブB内蔵
　いずれもプローブの追加が可能
プローブ E（γ） G（γ） 3E（γ） X（γ・X） B（β） N（中性子）
エネルギー
レンジ 50keV～3MeV ＜5～

200keV
＜100keV
～3MeV

thermal
～20MeV

最大線量率 100μSv/h 200μSv/h 30μSv/h 7μSv/h 15mSv/h 200μSv/h

バッテリー：NiCad単3充電池×3
寿命：＞8時間
寸法：MCA　231×159×65（mm）
　　　プローブ　152×91×254（mm）
重量：MCA　1.9kg、プローブ　1.4kg
特長：・ one‒keyコントロールの簡単操作

で高精度な線量率情報
　　　・ ユーザー編集可能なライブラリで

高速自動ピークサーチ＆核種同定
　　　・現場で汚染物質のスペクトル分析が可能
　　　・MICROSPEC‒3™（GPS付、2次元線量マッピング可能）有り

₈︲₅ β・γ線コンタミネーションメータ　Mini⊖TRACE β　₁₉万円（税抜）〜　約₂週間 セイコー･イージーアンドジー㈱
独国SAPHYMO（旧Genitron）社

表示単位：B‒30；Bq、C‒10；cps
測定レンジ：0～30kBq、0～10,000cps（60Co）
感度：0.15cps/Bq（60Co）
検出器：GMパンケーキ、有感面積 15.55cm2、
　　　　ウィンドウ 2.0mg/cm2

表示画面： 6桁LCDディスプレイ、アラーム＆ステータスメ
ッセージを5桁のアルファベットや数字で表示

検出器限界：5秒間測定後 13Bq、10秒後 9Bq、
　　　　　　60秒後 4Bq（60Co）

動作温度：-10～＋40℃
外形寸法：82（W）×24（H）×139（D）（mm）
重量：約315g（バッテリー含む）
電源：単3乾電池×2
特長：・バッテリー動作時間2,000時間
　　　・4つのアラームスレッショルド
　　　・赤外線インターフェース

₉⊖₁ 電子式個人線量計　EPD Mk₂　約₁₆万円（税抜）〜　約₂週間 セイコー・イージーアンドジー㈱
Thermo Fisher Scientic社

検出器：PINダイオード式検出器
測定線種：1cm線量当量（X／γ線）
　　　　　70μm線量当量（β線）
線量当量：0～16Sv
線量当量率：0～4Sv/h
エネルギー範囲：15keV～10MeV（X／γ線）
　　　　　　　　250keV～1.5MeV（β線）
表示単位：Sv、Sv/h
外形寸法／重量：85×63×19（mm）／95g（電池含）

動作温度：－10～40℃
オプション：PC通信キット
規格：MIL STD461D RS103
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₇︲₄ 多目的デジタル
サーベイメータ　FH₄₀GL　約₄₂万円（税抜）〜　プローブは別途

目的に応じて選択　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱
Thermo　Scientific社

測定線種：中性子、α、β、γ、X線（使用するプローブに依存）
本体： 10nSv/h～100mSv/hの線量率に対応する比例計数管を内蔵

した携帯型デジタルサーベイメータ
エネルギー範囲：36keV～1.3MeV
電源：単3乾電池 2本
バッテリー寿命：アルカリ電池 250時間、リチウム電池 500時間
寸法／重量：195×73×42（mm）／453g（バッテリーを含む）

γ線検出器 汚染検出器 中性子検出器
プラスチックシンチレータ
NaIシンチレータ
GM管水中プローブ、GM管、
テレプローブ、比例計数管

比例計数管
GM管パンケーキ
シンチレータ

BF3検出器
He-3検出器

外部検出器： シンチレーション検出器の他、
GM管、比例計数管等を選択
可

特長：・データロギング最大256点
　　　・数値表示および対数グラフ付LCD
　　　・レスポンス時間自動調整
　　　・ Windows PCプログラムで設定・

校正
　　　・ 内蔵の検出器と外部検出器による

同時計測
　　　・軽量、丈夫な防水構造

₇⊖₄ 多目的サーベイメータ　RadEye B₂₀　約₂₅万円（税抜）　約₂週間 セイコー・イージーアンドジー㈱
Thermo Fisher Scientic社

検出器：エネルギー補償型GM管検出器
測定線種：α線、β線、γ線
測定範囲：0.05μSv/h～2mSv/h
　　　　　0.05μSv/h～100mSv/h （B20‒ER）
エネルギー範囲：17keV～1.3MeV（フィルタ時）
効率（2π）：241Am；28％、60Co；25％、90Sr/90Y；36％
表示単位：Sv/h、cps、cpm、dps、Bq
外形寸法：130×70×60（mm）（ラバー部含む）
重量：約300g

測定モード： スケーラモード、レー
トメータモード

バッテリー寿命： 400時間（標準単4
電池使用時）

オプション： H*（10）測定用フィル
タ、PC通信キット

₇︲₄ ハンドヘルドスペクトロ
サーベイメータ 　MICROSPEC⊖₂™　別途問合　プローブにより価

格が異なります 　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱
カナダ国BTI社

小型MCAとプローブで構成するハンドヘルド・スペクトロスコピーシス
テムです
機能：線量測定（線量・線量率表示）、スペクトル測定
プローブ：目的に応じてプローブを選択（β線、γ線、X線、中性子線）
MICROSPEC‒2：プローブE、G、Xのうち一つを選択
MICROSPEC‒2B：プローブB内蔵
　いずれもプローブの追加が可能
プローブ E（γ） G（γ） 3E（γ） X（γ・X） B（β） N（中性子）
エネルギー
レンジ 50keV～3MeV ＜5～

200keV
＜100keV
～3MeV

thermal
～20MeV

最大線量率 100μSv/h 200μSv/h 30μSv/h 7μSv/h 15mSv/h 200μSv/h

バッテリー：NiCad単3充電池×3
寿命：＞8時間
寸法：MCA　231×159×65（mm）
　　　プローブ　152×91×254（mm）
重量：MCA　1.9kg、プローブ　1.4kg
特長：・ one‒keyコントロールの簡単操作

で高精度な線量率情報
　　　・ ユーザー編集可能なライブラリで

高速自動ピークサーチ＆核種同定
　　　・現場で汚染物質のスペクトル分析が可能
　　　・MICROSPEC‒3™（GPS付、2次元線量マッピング可能）有り

₈︲₅ β・γ線コンタミネーションメータ　Mini⊖TRACE β　₁₉万円（税抜）〜　約₂週間 セイコー･イージーアンドジー㈱
独国SAPHYMO（旧Genitron）社

表示単位：B‒30；Bq、C‒10；cps
測定レンジ：0～30kBq、0～10,000cps（60Co）
感度：0.15cps/Bq（60Co）
検出器：GMパンケーキ、有感面積 15.55cm2、
　　　　ウィンドウ 2.0mg/cm2

表示画面： 6桁LCDディスプレイ、アラーム＆ステータスメ
ッセージを5桁のアルファベットや数字で表示

検出器限界：5秒間測定後 13Bq、10秒後 9Bq、
　　　　　　60秒後 4Bq（60Co）

動作温度：-10～＋40℃
外形寸法：82（W）×24（H）×139（D）（mm）
重量：約315g（バッテリー含む）
電源：単3乾電池×2
特長：・バッテリー動作時間2,000時間
　　　・4つのアラームスレッショルド
　　　・赤外線インターフェース

₉⊖₁ 電子式個人線量計　EPD Mk₂　約₁₆万円（税抜）〜　約₂週間 セイコー・イージーアンドジー㈱
Thermo Fisher Scientic社

検出器：PINダイオード式検出器
測定線種：1cm線量当量（X／γ線）
　　　　　70μm線量当量（β線）
線量当量：0～16Sv
線量当量率：0～4Sv/h
エネルギー範囲：15keV～10MeV（X／γ線）
　　　　　　　　250keV～1.5MeV（β線）
表示単位：Sv、Sv/h
外形寸法／重量：85×63×19（mm）／95g（電池含）

動作温度：－10～40℃
オプション：PC通信キット
規格：MIL STD461D RS103

₇︲₁ GMサーベイメータ　Multirad LLR Probe　別途見積　₃ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₄ ポケットスペクトルサーベイメータ　PDS₁₀₀G/GN　約₄₅万円（税抜）〜　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₄ ポケットスペクトル
サーベイメータ 　PDS100G/GN︲ID　約₈₈万円（税抜）〜　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱

Mirion Technologies社

Multirad LLR サーベイメータは、用途に応じた各種プロー
ブを取り揃えている
・ガンマ ベータ プローブ
　 γ：0.1～5MeV，β：0.25～5MeV，最大直径：52mm，
長さ：280mm，重量：480g

・アルファ プローブ “125”
　 α：2～6MeV，本体直径：60mm，長さ：300mm，重量：
1,000g

・“TGS”ガンマプローブ

　 γ：0.1～5MeV，本体直径：48mm，
長さ：209mm，重量：1,220g

・アルファ “ペン” プローブ
　 α：2～6MeV，本体直径：22mm，
　長さ：160mm，重量：200g
・X プローブ
　X：10～30keV，本体直径：47.8mm，
　 プローブの長さ：246mm，重量：
688g

重さ300gの超小型スペクトロメトリサーベイメータ
高感度でレスポンスが早い新世代のγ線・中性子線検出器
無線通信インターフェース経由でデータ、スペクトルを送信
できる
検出器：γ　CsI（Tl）、中性子　LiI（Eu）
測定対象線種：γ線、中性子
エネルギー範囲：γ　35keV～1.8MeV
　　　　　　　　中性子　0.025eV～14MeV
γ線線量率表示：0.01～100μSv/h

中性子線カウント数率表示：0～999cps
スペクトル：MCAによるスペクトルの捕捉
表示：見やすい画面表示（OLED）
アラーム：画面表示、内蔵音声（イヤホーン可）
　　　　　バイブレーション
電源：AA電池2個、または充電式Ni‒MH
電池寿命：100時間以上
寸法：74（W）×123（H）×43（D）（mm）
重量：300g（電池込み）

PDS100G/GNに核種同定機能が付加され4核種まで同定でき
る画期的な超小型スペクトロメトリサーベイメータ
検出器：γ　CsI（Tl）、中性子　LiI（Eu）
測定対象線種：γ線、中性子
γ線線量率表示：0.01～100μSv/h
中性子線カウント数率表示：0～999cps
表示：見やすい画面表示（OLED）
アラーム：画面表示､ 内蔵音声（イヤホーン可）､
　　　　　バイブレーション

スペクトル捕捉：512/1,024 スペクトルチャンネル、
　　　　　　　　30keV～1.7MeV
核種の同定：NMD算定式による核種の同定
同定に要する時間：1μSv/hで1分
電源：AA電池2個、または充電式Ni‒MH
電池寿命：100時間以上
寸法：74（W）×123（H）×43（D）（mm）
重量：300g（電池込み）
その他：ANSI N42‒48 SPRD 準拠

₇︲₄ 携帯型スペクトルサーベイメータ　HDS₁₀₁G/GN　約₁₃₉万円（税抜）〜　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₄ 携帯型スペクトルサーベイメータ　SPIR︲ID　別途見積　別途問合 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

高感度で連続したスペクトルを捕捉
スペクトルを連続的に分析、突然なバックグラウンドの変動
をリアルタイムに排除する算定式（VBS）
警報設定値を超えると自動的にアイソトープを分類し、同時
に4個まで同定する
検出器：低レベルγ　CsI（Tl）シンチレータ
　　　　高レベルγ　半導体検出器
　　　　中性子　LiI（Eu）
エネルギー範囲：γ　30keV～3MeV

　　　　　　　　中性子　 0.025eV～
15MeV

電源：AA電池6個、または充電式
　　　Ni-MH
電池寿命：30時間
寸法：280（H）×78（φ）（mm）
重量：1,500g

大型検出器を備え、ANSI N42-34、IEC 62387、IAEA標準
を超えるGPS機能付き携帯型スペクトルサーベイメータ
検出器：3″×1.5″ NaI（Tl）
　　　　GM管（高線量γ）
　　　　LiI（Eu）（中性子）
エネルギー範囲：25keV～3MeV（γ）
　　　　　　　　0.025eV～15MeV（中性子）
核種同定：高速デジタルMCA 1,024ch
表示：TFT 3.5″ VGA（640×480）

電源：Ni-MH充電式バッテリー
　　　（20時間）
寸法： 205（W）×370（H）×140（D）

（mm）
重量：3.6kg
オプション：α・βプローブ
　　　　　　関連ソフトウェア
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サーベイメータ

₇︲₁ GMサーベイメータ　Multirad LLR Probe　別途見積　₃ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₄ ポケットスペクトルサーベイメータ　PDS₁₀₀G/GN　約₄₅万円（税抜）〜　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₄ ポケットスペクトル
サーベイメータ 　PDS100G/GN︲ID　約₈₈万円（税抜）〜　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱

Mirion Technologies社

Multirad LLR サーベイメータは、用途に応じた各種プロー
ブを取り揃えている
・ガンマ ベータ プローブ
　 γ：0.1～5MeV，β：0.25～5MeV，最大直径：52mm，
長さ：280mm，重量：480g

・アルファ プローブ “125”
　 α：2～6MeV，本体直径：60mm，長さ：300mm，重量：
1,000g

・“TGS”ガンマプローブ

　 γ：0.1～5MeV，本体直径：48mm，
長さ：209mm，重量：1,220g

・アルファ “ペン” プローブ
　 α：2～6MeV，本体直径：22mm，
　長さ：160mm，重量：200g
・X プローブ
　X：10～30keV，本体直径：47.8mm，
　 プローブの長さ：246mm，重量：
688g

重さ300gの超小型スペクトロメトリサーベイメータ
高感度でレスポンスが早い新世代のγ線・中性子線検出器
無線通信インターフェース経由でデータ、スペクトルを送信
できる
検出器：γ　CsI（Tl）、中性子　LiI（Eu）
測定対象線種：γ線、中性子
エネルギー範囲：γ　35keV～1.8MeV
　　　　　　　　中性子　0.025eV～14MeV
γ線線量率表示：0.01～100μSv/h

中性子線カウント数率表示：0～999cps
スペクトル：MCAによるスペクトルの捕捉
表示：見やすい画面表示（OLED）
アラーム：画面表示、内蔵音声（イヤホーン可）
　　　　　バイブレーション
電源：AA電池2個、または充電式Ni‒MH
電池寿命：100時間以上
寸法：74（W）×123（H）×43（D）（mm）
重量：300g（電池込み）

PDS100G/GNに核種同定機能が付加され4核種まで同定でき
る画期的な超小型スペクトロメトリサーベイメータ
検出器：γ　CsI（Tl）、中性子　LiI（Eu）
測定対象線種：γ線、中性子
γ線線量率表示：0.01～100μSv/h
中性子線カウント数率表示：0～999cps
表示：見やすい画面表示（OLED）
アラーム：画面表示､ 内蔵音声（イヤホーン可）､
　　　　　バイブレーション

スペクトル捕捉：512/1,024 スペクトルチャンネル、
　　　　　　　　30keV～1.7MeV
核種の同定：NMD算定式による核種の同定
同定に要する時間：1μSv/hで1分
電源：AA電池2個、または充電式Ni‒MH
電池寿命：100時間以上
寸法：74（W）×123（H）×43（D）（mm）
重量：300g（電池込み）
その他：ANSI N42‒48 SPRD 準拠

₇︲₄ 携帯型スペクトルサーベイメータ　HDS₁₀₁G/GN　約₁₃₉万円（税抜）〜　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₇︲₄ 携帯型スペクトルサーベイメータ　SPIR︲ID　別途見積　別途問合 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

高感度で連続したスペクトルを捕捉
スペクトルを連続的に分析、突然なバックグラウンドの変動
をリアルタイムに排除する算定式（VBS）
警報設定値を超えると自動的にアイソトープを分類し、同時
に4個まで同定する
検出器：低レベルγ　CsI（Tl）シンチレータ
　　　　高レベルγ　半導体検出器
　　　　中性子　LiI（Eu）
エネルギー範囲：γ　30keV～3MeV

　　　　　　　　中性子　 0.025eV～
15MeV

電源：AA電池6個、または充電式
　　　Ni-MH
電池寿命：30時間
寸法：280（H）×78（φ）（mm）
重量：1,500g

大型検出器を備え、ANSI N42-34、IEC 62387、IAEA標準
を超えるGPS機能付き携帯型スペクトルサーベイメータ
検出器：3″×1.5″ NaI（Tl）
　　　　GM管（高線量γ）
　　　　LiI（Eu）（中性子）
エネルギー範囲：25keV～3MeV（γ）
　　　　　　　　0.025eV～15MeV（中性子）
核種同定：高速デジタルMCA 1,024ch
表示：TFT 3.5″ VGA（640×480）

電源：Ni-MH充電式バッテリー
　　　（20時間）
寸法： 205（W）×370（H）×140（D）

（mm）
重量：3.6kg
オプション：α・βプローブ
　　　　　　関連ソフトウェア

₆⊖₆ シンチレーションファイバー
₂次元マッピング装置 　ES⊖₇₄₂₆　別途見積　別途打合 日本放射線エンジニアリング㈱

₁₃︲₃ α・β（γ）線測定用試料自動測定装置　ES︲₇₂₈₃A　別途見積　別途打合 日本放射線エンジニアリング㈱

₆︲₄ ランドリーモニタ　別途見積　別途打合 日本放射線エンジニアリング㈱

測定対象：γ線
使用検出器：プラスチックシンチレーションファイバー
測定範囲：BG～約500μSv/h（2mmφ10本バンドル
　　　　　10mファイバーにて、計数精度 10％以内）
測定長：5、10、15、20m
電源：充電式電池（駆動時間 10時間以上）
形状：測定部；約200（W）×123（H）×225（D）（mm）
　　　検出プローブ；約φ75×185（mm）
重量：測定部　約4.1kg（電池0.9kg含む）

　　　検出プローブ　約0.9kg
特徴：広範囲を短時間に測定可能
　　　 リアルタイムに汚染状況を表示
　　　 密着・水中・垂直分布等、用途に応じた測定が可能

検出器種別： ZnS（Ag）塗布プラスチックシンチレーション
検出器

測定対象：α・β（γ）線 （エネルギー 4MeV以上）
検出器面寸法：φ50mm
検出効率：α線15％以上、β線30％以上（測定部実装状態にて）
BG計数率：α線　0.5min-1以下、β線　45min-1以下
α線・β線計数： 前置増幅器からα線・β線計数信号を入力

して計数動作を行います
計数方式： データ処理部からのプリセット時間（sec/min）

設定による限時計数
測定時間：1～999sec、または1～999min
最多試料実装数： 50個（未測定試料収納部、測定済試料収納

部）（最大100個まで製作可能）

対象試料： 試料皿アダプタに装着した測
定用試料

駆動制御：演算制御部で制御します
データ処理部： ノート型パーソナルコン

ピュータ
　　　　　　　Windows 7
　　　　　　　デ ィスプレイ；14″以上

の液晶表示
　　　　　　　プ リンタ；インクジェッ

トA4タイプ
機能： プリンタ印字／測定条件の表示と

設定／測定条件の保存測定開始制
御／データ保存／異常表示

核燃料サイクル施設内で着衣する作業服の放射能表面汚染を
測定
測定対象物：カバーオール（1,800×600（mm））
　　　　　　靴下、布製帽子等
検出感度：α線、β線共に0.4Bq/cm2以下
検出部：大面積複合検出器
　　　　被測定物上、下面
形状：約1,000（W）×1,600（H）×2,150（D）（mm）
重量：約1,200kg

特徴： 複数線種（α/β線）
同時、高感度測定

　　　 高い処理能力で省力化
達成

　　　 装置本体の小型化で省
スペース達成

₇⊖₄ ガンマプロッターH　ES⊖₇₄₁₀　別途見積　別途打合 日本放射線エンジニアリング㈱

₇⊖₄ ガンマプロッターV　ES⊖₇₄₁₅　別途見積　別途打合 日本放射線エンジニアリング㈱

測定対象：γ線
使用検出器：プラスチックシンチレーション検出器
測定範囲：BG～1mSv/h
エネルギー特性：JIS Z 4333 EⅡ準拠
重量：約2kg（バッテリー含まず）
電池使用時間：約7時間（大容量バッテリー使用時）
特徴：地上1m及び地面上5cmの線量率が同時に測定可能
　　　高精度GPS搭載
　　　 測定線量率と測定位置情報を合わせて線量率データと

してパソコンに送る
　　　 パソコンでは、線量をリアルタイムでマッ

ピング表示

測定対象：γ線
測定範囲：BG～1mSv/h
エネルギー特性：JIS Z 4333 EⅡ準拠
重量：3kg以下（バッテリー含まず）
電池使用時間：約7時間
特徴：高所の線量調査が容易に可能
　　　高線量の場所も離れて測定可能（被ばく低減）
　　　 赤外線カメラと可視光カメラにて測定位置を読取り、

マッピング表示

₆︲₆ 放射線検出モニタリングシステム　ASM₃₀₀₀GSE　別途見積　₃〜₄ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

₆︲₆ 放射線検出モニタリングシステム　ASMⅣ ₆KE　別途見積　₃〜₄ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

車両の自動放射線検出用に開発された装置であり、2個のプ
ラスチックシンチレータを対向または横と上に設置し、車両
に搭載された放射性物質を高感度に検出します
検出器：プラスチックシンチレータ
検出器外寸法：457（L）×1,829（H）×305（D）（mm）
コントロールユニット：容易かつシンプルな操作性
診断機能：電源投入時にセルフテストを実行

特徴： 周囲のバックグラウンド放射線レベルの継続的なモニ
タ

　　　車両通過をし始めると、自動的に測定モードへ切換
　　　放射線を検出した場合、自動的にアラーム発生
　　　スキャン及びアラームのデータロギング（オプション）

車両の自動放射線検出用に開発された装置であり、2個のプ
ラスチックシンチレータを対向または横と上に設置し、車両
に搭載された放射性物質を高感度に検出します
検出器外寸法：914（L）×1,829（H）×305（D）（mm）
重量：340kg（1検出器当たり）
コントロールユニット： パーソナルコンピューター及び外部

ネットワークアクセスのためのイン
ターフェース（プリンタオプション）

特徴：アラーム状態を表示、プリントアウト
　　　放射線アラームレベルは3段階に任意に設定可能
　　　容易な操作性

₇︲₁ サーベイメータ　RadEye PRD　₃₄．₄万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

シンチレーションサーベイメータ
測定線種：Ｘ線、γ線
測定範囲：0.01～250μSv/ｈ
エネルギー範囲：60keV～1.3MkeV
外観寸法：96×61×31（mm）
重量：約160g
電源：単4アルカリ乾電池 2本
特長： アラーム機能を持ち、μSv（線量当量）、cps（計数率）

による測定対応

　　　 ポケットサイズ

₇︲₄ GPS連動型空間線量率自動記録システム
HOT SPOT FINDER 　₁₁₈万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
検出器：大容量Csl（Tl）シンチレータ
　　　　＋MPPC（半導体型光検出器）
エネルギー範囲：30keV～2MeV
重量：320g
特徴： 空間線量率・測定日時・GPSデータを1秒毎にデータ

を自動保存
　　　 データを全国マップ上に表示し、線量率マップが作成

できます
　　　 GPSマップ表示モードで現在地を確認しながら線量率

測定ができます

₈︲₅ 多目的サーベイメータ　RadEye B₂₀⊖ER　₂₄．₄万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

測定線種：α線、β線、Ⅹ線、γ線
検出器：パンケーキ型GM管
測定範囲：計数率　0～500kcps
　　　　　線量率　0～100ｍSv/h
エネルギー範囲：17keV～1.3MeV（フィルタ有）
アラーム方式：LED、警報音、バイブレーション
外観寸法：130×70×60（mm）
重量：300g
電源：単4乾電池 2本

GM検出器サイズ：φ44ｍｍ
特長： Bq、Bq/cm2、cps、μSv/h、

μSvによる対応可能で検出
器と読み取り部が一体となり
超小型です

₆︲₃ 手廻品モニタ　DPS⊖₃₀₂　₄₃₂万円　₄・₅ヵ月 応用光研工業㈱

₆︲₂ α・β（γ）線ハンド・フットクロズモニタ　FDS⊖₃₀₂　₅₅₀．₈万円　₂ヵ月 応用光研工業㈱

検出器：大面積プラスチックシンチレータ
測定線種：β（γ）線
検出器寸法：300×200（mm）　上下2面
測定時間、警報設定：コンピュータにより任意設定可能
その他： 自己診断機能（検出器膜破れ、低感度、バックグラ

ンド上昇）、バックグランド値の自己減算
機器効率：β線　40％以上（36Cl 100×100（mm）線源）
検出限界：β線　0.4Bq/cm2以下（36Cl）
　　　　　（測定時間 10秒、BG 0.1μSv/h以下）

測定物品：320（W）×100（H）×230（D）（mm）以下
測定物重量：5kg以内
外形寸法：約550（W）×600（H）×450（D）（mm）
重量：約60kg
所要電源：AC100V、3A

検出器：ZnS（Ag）及びプラスチックシンチレータ
測定線種：α線及びβ（γ）線（同時測定）
測定チャンネル： 手部；16ch、足部；8ch、衣服部；2ch　

計26ch
検出限界：α線　0.04Bq/cm2以下（241Am）
　　　　　β（γ）線　0.4Bq/cm2以下（36Cl）
警報設定：設定チャンネル毎全計数範囲任意設定
　　　　　 設定は全計数方式、標準偏差方式、Bq/cm2方式

から選択

表示方式：時間表示　TFTカラー液晶面経過変色表示
　　　　　判定表示　汚染あり／なし
外形寸法：500（W）×1,360（H）×700（D）（mm）
重量：約70kg
特徴： 身長150～190cmの人が自然体で測定できるよう手部

検出器が上方向に30°回転します
　　　片側足部検出器の大きさは130（W）×350（D）（mm）
　　　 USBメモリにて使用履歴、汚染回数情報を取り出し可

能

₈︲₁ α線用サーベイメータ　SZS︲₂₀₆Z　₇₅．₆万円　₂ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：φ50mm ZnS（Ag）シンチ検出器
測定対象：α線を放出する放射性物質の検出
機器効率：20％以上（at 5mm/ウラン標準線源にて）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）

時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

₈︲₁ α線用サーベイメータ　SZS︲₂₁₀Z　₇₆．₁₄万円　₂ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：100cm2 ZnS（Ag）シンチ検出器
測定対象：α線を放出する放射性物質の検出
機器効率：20％以上（at 5mm/ウラン標準線源にて）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）

時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

₇︲₁ エネルギー補償シンチレーション式γ線用サーベイメータ　SDN⊖₂₀₇　₅₉．₉₄万円　₃ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：φ1″×1″ NaI（Tl）シンチ検出器
測定対象：50keV以上のγ線
指針・警報表示：赤色LEDの点滅、点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：0.3、1、3、10、30、100min‒1（6段切換）
測定単位：μSv/h、ks‒1、μGy/h（3種類切換）
時定数：3、10、30秒（3段切換）

電源：2way方式（単2乾電池、AC100V）
外部出力：記録計出力、計数パルス出力
概略寸法：120（W）×161（H）×211（D）（mm）
特徴： 薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて指針の振

れの様子が分かる



サーベイメータ

資―51

₆︲₃ 手廻品モニタ　DPS⊖₃₀₂　₄₃₂万円　₄・₅ヵ月 応用光研工業㈱

₆︲₂ α・β（γ）線ハンド・フットクロズモニタ　FDS⊖₃₀₂　₅₅₀．₈万円　₂ヵ月 応用光研工業㈱

検出器：大面積プラスチックシンチレータ
測定線種：β（γ）線
検出器寸法：300×200（mm）　上下2面
測定時間、警報設定：コンピュータにより任意設定可能
その他： 自己診断機能（検出器膜破れ、低感度、バックグラ

ンド上昇）、バックグランド値の自己減算
機器効率：β線　40％以上（36Cl 100×100（mm）線源）
検出限界：β線　0.4Bq/cm2以下（36Cl）
　　　　　（測定時間 10秒、BG 0.1μSv/h以下）

測定物品：320（W）×100（H）×230（D）（mm）以下
測定物重量：5kg以内
外形寸法：約550（W）×600（H）×450（D）（mm）
重量：約60kg
所要電源：AC100V、3A

検出器：ZnS（Ag）及びプラスチックシンチレータ
測定線種：α線及びβ（γ）線（同時測定）
測定チャンネル： 手部；16ch、足部；8ch、衣服部；2ch　

計26ch
検出限界：α線　0.04Bq/cm2以下（241Am）
　　　　　β（γ）線　0.4Bq/cm2以下（36Cl）
警報設定：設定チャンネル毎全計数範囲任意設定
　　　　　 設定は全計数方式、標準偏差方式、Bq/cm2方式

から選択

表示方式：時間表示　TFTカラー液晶面経過変色表示
　　　　　判定表示　汚染あり／なし
外形寸法：500（W）×1,360（H）×700（D）（mm）
重量：約70kg
特徴： 身長150～190cmの人が自然体で測定できるよう手部

検出器が上方向に30°回転します
　　　片側足部検出器の大きさは130（W）×350（D）（mm）
　　　 USBメモリにて使用履歴、汚染回数情報を取り出し可

能

₈︲₁ α線用サーベイメータ　SZS︲₂₀₆Z　₇₅．₆万円　₂ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：φ50mm ZnS（Ag）シンチ検出器
測定対象：α線を放出する放射性物質の検出
機器効率：20％以上（at 5mm/ウラン標準線源にて）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）

時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

₈︲₁ α線用サーベイメータ　SZS︲₂₁₀Z　₇₆．₁₄万円　₂ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：100cm2 ZnS（Ag）シンチ検出器
測定対象：α線を放出する放射性物質の検出
機器効率：20％以上（at 5mm/ウラン標準線源にて）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）

時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

₇︲₁ エネルギー補償シンチレーション式γ線用サーベイメータ　SDN⊖₂₀₇　₅₉．₉₄万円　₃ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：φ1″×1″ NaI（Tl）シンチ検出器
測定対象：50keV以上のγ線
指針・警報表示：赤色LEDの点滅、点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：0.3、1、3、10、30、100min‒1（6段切換）
測定単位：μSv/h、ks‒1、μGy/h（3種類切換）
時定数：3、10、30秒（3段切換）

電源：2way方式（単2乾電池、AC100V）
外部出力：記録計出力、計数パルス出力
概略寸法：120（W）×161（H）×211（D）（mm）
特徴： 薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて指針の振

れの様子が分かる

₈︲₂ β線用サーベイメータ　SPS︲₂₀₆Z　₆₄．₈万円　₁ヵ月 応用光研工業㈱

₈︲₂ β線用サーベイメータ　SPS︲₂₁₀Z　₇₆．₁₄万円　₁ヵ月 応用光研工業㈱

₈︲₂ β線用サーベイメータ　SPS︲₂₀₆︲F₁　₇₅．₆万円　₁ヵ月 応用光研工業㈱

検出器：φ50mm プラスチックシンチ検出器
測定対象：β（γ）線を放出する放射性物質の検出
機器効率：30％以上（at 5mm/36Cl 標準線源にて）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）

時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長： 薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

検出器：100cm2 プラスチックシンチ検出器
測定対象：β（γ）線を放出する放射性物質の検出
機器効率：30％以上（at 5mm/36Cl 標準線源にて）
　　　　　16％以上（at 5mm/60Co 標準線源にて）
　　　　　（但し、当社硬質遮光膜装着時）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

 　　　　 　（7段切換）
時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

検出器：φ50mm プラスチックシンチレータ
測定対象：β（γ）線を放出する放射性物質の検出
機器効率：25％以上（at 5mm/36Cl 標準線源にて）
　　　　　25％以上（at 5mm/60Co 標準線源にて）
　　　　　（但し、当社硬質遮光膜装着時）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）
時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

₈︲₂ β線用サーベイメータ　SPS︲₂₁₀︲F₁　₇₆．₁₄万円　₁ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：100cm2 プラスチックシンチ検出器
測定対象：β（γ）線を放出する放射性物質の検出
機器効率：30％以上（at 5mm/36Cl 標準線源にて）
　　　　　（但し、当社硬質遮光膜装着時）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）
時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×210（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

₈︲₁ α線用サーベイメータ　SZS︲₂₁₀︲F₁　₇₆．₁₄万円　₂ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：100cm2 ZnS（Ag）シンチ検出器
測定対象：α線を放出する放射性物質の検出
機器効率：20％以上（at 5mm/ウラン標準線源にて）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）

時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×210（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

₇︲₃ 中性子サーベイメータ　PNM⊖₂₀₀/S
（中性子サーベイメータ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社
検出器：He‒3、球状ポリエチレンモデレータ使用
測定エネルギーレンジ：2keV～15MeV
線量率レンジ：2μSv/h～200mSv/h
積算線量レンジ：2μSv～200mSv
LCD表示
寸法：φ200×310（L）（mm）
重量：6.4kg

₈︲₁ α線用プローブ　SA⊖₂₀︲₂　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

₈︲₂ β線用プローブ　SB⊖₂₀　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

₈︲₁ 大面積α線用プローブ　SA⊖₁₀₀　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

α線コンタミ測定用
検出面積：19.62cm2

検出器タイプ：ZnSシンチレーション（3mm厚PMMA上）
α線検出効率（2π）：239Pu＞45％、241Am＞39％、238U＞36％
単位表示：c/s、BqもしくはBq/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

α線エネルギーレンジ：＞3MeV
測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

β線コンタミ測定用
検出面積：19.62cm2

検出器タイプ： 0.25mm厚プラスチックシンチレーション
（3mm厚PMMA上）

β線検出効率（2π）：36Cl＞37％、90Sr＋90Y＞40％
窓厚：24μm厚アルミニウム
単位表示：c/s、BqもしくはBq/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

β線エネルギー
レンジ：
　＞150keV

α線専用コンタミ測定
検出面積：102cm2

検出器タイプ：ZnS（Ag）付着薄型PMMA、
　　　　　　　交換式6μmマイラー窓
α検出効率（2π）：241Am＞36％、239Pu＞36％
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

エネルギーレンジ：
　α ＞3MeV

₈︲₂ 大面積β線用プローブ　SB⊖₁₀₀A/B　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

β線専用コンタミ測定
検出面積：102cm2

検出器タイプ： 0.25mm厚プラスチックシンチレーション付
3mm厚PMMA

交換式入射窓：SB‒100A　6μm厚マイラー
　　　　　　　SB‒100B　24μm厚アルミニウム
β検出効率（2π）：
　SB‒100A　14C＞7.6％、60Co＞23％、36Cl＞35％、
　　　　　　90Sr＋90Y＞35％

　SB‒100B　90Sr＋90Y＞28％、
　　　　　　60Co＞12％、
　　　　　　36Cl＞28％
単位表示： c/s、Bq（eq）もしく

はBq（eq）/cm2

　　　　　 （表示はRadiagem
2000、Avior 2000やMIP 10を使用）

エネルギーレンジ：SB‒100A　＞50keV
　　　　　　　　　SB‒100B　＞150keV

₈︲₁＊ α線用シンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₂₃₂B　₅₁万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：ZnS（Ag）シンチレータ
測定線種：α線
測定レンジ：0～100、300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

時定数：3、10、30s
デジタル表示：レート表示　0～99.9kmin-1

　　　　　　　スケーラ表示　0～999,999カウント
　　　　　　　レート／スケーラ切換スイッチ付
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
寸法：約110（W）×160（H）×290（D）（mm）

質量：約1.9kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続100時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能
特長：使いやすいデジ・アナサーベイ

₈︲₂＊ β線用ラギッドシンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₃₁₆H　₆₂万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：大面積遮光膜一体型プラスチックシンチレータ
測定線種：β（γ）線
測定レンジ：0～300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

時定数：3、10、30s
デジタル表示：レート表示　0～99.9kmin-1

　　　　　　　スケーラ表示　0～999,999カウント
　　　　　　　レート／スケーラ切換スイッチ付
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
その他：記録計出力、デジタルデータ出力付

寸法： 約110（W）×160（H）×300（D）
（mm）

質量：約1.6kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続60時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能

₈︲₂＊ ₃H／₁₄Cサーベイメータ　TPS⊖₃₁₃　₁₁₄万円　₃ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：大面積薄窓形ガスフローカウンタ
　　　　窓厚　約0.15mg/cm2

測定線種：3H以上のエネルギーを有するβ線
計数ガス：PRガス、1Lボンベ　約8気圧
　　　　　連続使用 4.5時間
測定レンジ：0～300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

　　　　　　6段切換
寸法：約140（W）×270（H）×430（D）（mm）
質量：約5kg

電源：単2乾電池 4本
　　　電池寿命；連続50時間
　　　ACアダプタ（オプション）

₈︲₂＊ GMサーベイメータ　TGS⊖₁₄₆B　₃₆万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：大面積端窓形有機GM計数管
測定線種：β（γ）線
測定レンジ：0～100、300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

時定数：3、10、30s
警報：警報設定レベル以上でLED点滅、警報音
デジタル表示：レート表示　1～99.9 kmin-1

　　　　　　　 スケーラ表示　0～999,999カウント
　　　　　　　スケーラ切換スイッチ付
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
モニタ：電子ブザー内蔵　1音／1カウント

記録計出力：DC 0～＋10mV/F.S
デジタルデータ出力：有
寸法： 約110（W）×180（H）×210（D）

（mm）
質量：約1.5kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続100時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能

₈⊖₂ β線用丸型ラギッドシンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₃₁₉H　₄₄万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器： 遮光膜一体型プラスチックシンチレータ（丸型

50mmφ）
測定線種：β（γ）線
測定レンジ：0～300、1k、3k、10k、30k、100k、300kmin-1

時定数：3、10、30s
警報：警報設定レベル以上にてLED点滅、警報音
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
データメモリ：本体内に約3,000データ保存可能
記録計出力：DC 0～＋10mV/F.S

計数音： 電子ブザー内蔵（1音／1カ
ウント）

電源： 単2アルカリ乾電池 4本
電池寿命：連続約80時間以上
寸法： 約120（W）×180（H）×210（D）

（mm）
質量：約1.3kg
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₈︲₁ α線サーベイメータ　RA︲₄A　₁₇．₉万円（税抜）　₂ヵ月 ㈱レイテック

₁₃︲₄ γ（X）線
スペクトロメーター　System₄₀₀₄X　₂₀₀万円（税抜）　検出器

（HPGe or Si（Li））別　₂〜₂．₅ヵ月 ㈱レイテック
米国BNC社（旧PGT社）

₁₇︲₁ シリコンサーフェスバリア検出素子　SSB　₅．₄〜₄₀．₈万円（税抜）　₁〜₃ヵ月 ㈱レイテック

₁₃︲₄ γ線
スペクトロメーター　System₈₀₁₆G　₁₉₀万円（税抜）　Ge検出器別　₂〜₂．₅ヵ月 ㈱レイテック

米国BNC社（旧PGT社）

検出器：シリコンサーフェスバリア検出素子
表示：LCD4桁デジタル表示（0～9,999カウント）
　　　検知ランプ、小型スピーカー
測定時間レンジ：3段切換え（1、10、60秒）
　　　　　　　　スタート／リセットスイッチ
電源：006P乾電池（9V） 1個
外形寸法：102（W）×33（58）（H）×191（D）（mm）
重量：約350g（電池含）

特長：・ 検出器として半導体素子（シリコン）の採用により、
高効率、高精度の測定が可能

　　　・ α線以外（β、γ線等）の放射線には感じにくく、
α線のみの検知に有効

　　　・ アラーム、検知ランプにより、計数の増減を音と光
で感知

　　　・取り扱いが容易で、耐久性に優れる

高圧電源（±1kV）、パルスプロセッサー、ADCを一体化し
た完全コンピュータコントロール（Windows 95/98/2000/
ME/XP）高速MCA
ビン電源不要
スペクトルメモリ：4,000ch、32ビット
アンプシェーピングタイム：3、12、24μs
ADC：連続近似型　2.7μs
入出力：RS‒232、GPIB
サイズ：267（W）×115（H）×318（D）（mm）

重量：3.3kg
機能：・ ネットエリア、積算、エネルギー校正、スムージン

グ、自動測定
　　　・定量X線分析ソフトExcalibur（新製品）内蔵

高純度シリコンを用いた半導体検出器で、α線、重イオン線
等のスペクトル測定用
有効面積：25～400mm2

有効厚さ：100､ 200μm
分解能：20～90keV（241Am 5.5MeVα線に対して）
測定エネルギー範囲：α線で ～20MeV
　　　　　　　　　　陽子線で ～5MeV

特長：・荷電粒子の高分解能測定に最適
　　　・標準形状はリードタイプとBNCタイプ
　　　・透過型全空乏層タイプも可能
　　　・極薄検出器（～20μmt）も可能
　　　・国産により低価格化実現
　　　・使用目的に応じた特殊仕様に対応可能

高圧電源（±5kV）、パルスプロセッサー、ADCを一体化し
た完全コンピュータコントロール（Windows 95/98/2000/
ME/XP）高速MCA
ビン電源不要
スペクトルメモリ：16,000ch、32ビット
アンプシェーピングタイム：2、4、8μs
ADC：連続近似型　8.12μs
入出力：RS‒232、GPIB、イーサネット
サイズ：267（W）×115（H）×318（D）（mm）

重量：3.3kg
機能：・ ネットエリア、積算、エネルギー校正、スムージン

グ、自動測定
　　　・Quantum MCAソフト内蔵

₁₇︲₃ Si（Li）型検出素子　SL　₁₀．₃〜₁₀₀万円（税抜）　₁〜₃ヵ月 ㈱レイテック
リチウムイオンをシリコンにドリフトすることによって得ら
れた真性領域を用いて、サーフェスバリアタイプに素子化し
た検出器
有効面積：25～9,000mm2

有効厚さ：0.5～3mm（8mmまで可能）
分解能：30～100keV（241Am 5.5MeVα線に対して）
測定エネルギー範囲：β線で ～1.5MeV

特長：・ β線、陽子線、重イオン線など高エネルギー荷電粒
子の測定に最適

　　　・弊社独自の製法による室温型Si（Li）検出器
　　　・冷却タイプも可能
　　　・国産により低価格化実現
　　　・使用目的に応じた特殊仕様に対応可能

₈︲₂ β線用サーベイメータ　SPS︲₂₀₆Z　₆₄．₈万円　₁ヵ月 応用光研工業㈱

₈︲₂ β線用サーベイメータ　SPS︲₂₁₀Z　₇₆．₁₄万円　₁ヵ月 応用光研工業㈱

₈︲₂ β線用サーベイメータ　SPS︲₂₀₆︲F₁　₇₅．₆万円　₁ヵ月 応用光研工業㈱

検出器：φ50mm プラスチックシンチ検出器
測定対象：β（γ）線を放出する放射性物質の検出
機器効率：30％以上（at 5mm/36Cl 標準線源にて）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）

時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長： 薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

検出器：100cm2 プラスチックシンチ検出器
測定対象：β（γ）線を放出する放射性物質の検出
機器効率：30％以上（at 5mm/36Cl 標準線源にて）
　　　　　16％以上（at 5mm/60Co 標準線源にて）
　　　　　（但し、当社硬質遮光膜装着時）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

 　　　　 　（7段切換）
時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

検出器：φ50mm プラスチックシンチレータ
測定対象：β（γ）線を放出する放射性物質の検出
機器効率：25％以上（at 5mm/36Cl 標準線源にて）
　　　　　25％以上（at 5mm/60Co 標準線源にて）
　　　　　（但し、当社硬質遮光膜装着時）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）
時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×175（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

₈︲₂ β線用サーベイメータ　SPS︲₂₁₀︲F₁　₇₆．₁₄万円　₁ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：100cm2 プラスチックシンチ検出器
測定対象：β（γ）線を放出する放射性物質の検出
機器効率：30％以上（at 5mm/36Cl 標準線源にて）
　　　　　（但し、当社硬質遮光膜装着時）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）
時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×210（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる

₈︲₁ α線用サーベイメータ　SZS︲₂₁₀︲F₁　₇₆．₁₄万円　₂ヵ月 応用光研工業㈱
検出器：100cm2 ZnS（Ag）シンチ検出器
測定対象：α線を放出する放射性物質の検出
機器効率：20％以上（at 5mm/ウラン標準線源にて）
指針・警報表示：赤色LEDの点滅､ 点灯による区別
　　　　　　　　点滅（計数表示）＜警報設定値≦点灯
　　　　　　　　（警報状態）
測定目盛：min‒1

測定レンジ：100､ 300､ 1k､ 3k､ 10k､ 30k､ 100k min‒1

　　　　　　（7段切換）

時定数：3､ 10､ 30秒（3段切換）
電源：2way方式（乾電池､ AC100V）
外部出力：記録計出力､ 計数パルス出力
概略寸法：120（W）×210（H）×210（D）（mm）
特長：薄暗い環境下でも検出器のLED点滅具合にて
　　　指針の振れの様子が分かる
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₇︲₃ 中性子サーベイメータ　PNM⊖₂₀₀/S
（中性子サーベイメータ）　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社
検出器：He‒3、球状ポリエチレンモデレータ使用
測定エネルギーレンジ：2keV～15MeV
線量率レンジ：2μSv/h～200mSv/h
積算線量レンジ：2μSv～200mSv
LCD表示
寸法：φ200×310（L）（mm）
重量：6.4kg

₈︲₁ α線用プローブ　SA⊖₂₀︲₂　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

₈︲₂ β線用プローブ　SB⊖₂₀　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

₈︲₁ 大面積α線用プローブ　SA⊖₁₀₀　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

α線コンタミ測定用
検出面積：19.62cm2

検出器タイプ：ZnSシンチレーション（3mm厚PMMA上）
α線検出効率（2π）：239Pu＞45％、241Am＞39％、238U＞36％
単位表示：c/s、BqもしくはBq/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

α線エネルギーレンジ：＞3MeV
測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

β線コンタミ測定用
検出面積：19.62cm2

検出器タイプ： 0.25mm厚プラスチックシンチレーション
（3mm厚PMMA上）

β線検出効率（2π）：36Cl＞37％、90Sr＋90Y＞40％
窓厚：24μm厚アルミニウム
単位表示：c/s、BqもしくはBq/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

β線エネルギー
レンジ：
　＞150keV

α線専用コンタミ測定
検出面積：102cm2

検出器タイプ：ZnS（Ag）付着薄型PMMA、
　　　　　　　交換式6μmマイラー窓
α検出効率（2π）：241Am＞36％、239Pu＞36％
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

エネルギーレンジ：
　α ＞3MeV

₈︲₂ 大面積β線用プローブ　SB⊖₁₀₀A/B　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

β線専用コンタミ測定
検出面積：102cm2

検出器タイプ： 0.25mm厚プラスチックシンチレーション付
3mm厚PMMA

交換式入射窓：SB‒100A　6μm厚マイラー
　　　　　　　SB‒100B　24μm厚アルミニウム
β検出効率（2π）：
　SB‒100A　14C＞7.6％、60Co＞23％、36Cl＞35％、
　　　　　　90Sr＋90Y＞35％

　SB‒100B　90Sr＋90Y＞28％、
　　　　　　60Co＞12％、
　　　　　　36Cl＞28％
単位表示： c/s、Bq（eq）もしく

はBq（eq）/cm2

　　　　　 （表示はRadiagem
2000、Avior 2000やMIP 10を使用）

エネルギーレンジ：SB‒100A　＞50keV
　　　　　　　　　SB‒100B　＞150keV

₇⊖₁
₁₂⊖₂ 多機能放射線検出器　JB₅₀₀₀PLUS⊖S　別途問合　₁ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

₇⊖₁ サーベイメータ　JB₅₀₀₀カスタム　別途問合　₁ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

₆⊖₁ ゲート式放射能検知システム　JB₃₁₀₀　別途問合　₃ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

₇⊖₁ サーベイメータ　JB₄₀₅₀　別途問合　₁ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

₈⊖₂ 表面汚染測定器　JB₄₀₆₀カスタム　別途問合　₁ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

※放射性セシウムスクリーニング法　新基準対応製品
検出器：NaI（Tl）シンチレーション（エネルギー補償型）、φ50×50L（mm）
＜一般食品スクリーニング用＞
遮蔽体：鉛 30mm
測定核種：137Cs（134Cs含）、131I
測定下限：5Bq/kg（10hrBG＋4hr測定）
相対固有誤差：±20％（20Bq/kg以上）
マリネリ容器：0.5L（別売可）
ベース寸法：530（H）×φ300（mm）
総重量：40kg、電源：リチウムイオン電池
特長：これ1台で食品スクリーニングと環境線量率測定が可能です
　　　 食品スクリーニング時は、測定器本体とベース（鉛遮蔽含）を組

合せて使用します

＜環境測定用＞
測定線種：X線、γ線
測定範囲：0.01～50μSv/h
エネルギー応答：48keV～3MeV
相対固有誤差：±15％
表示単位：μSv/h、μGy/h、cps
測定器寸法：100（W）×140（H）×300（L）（mm）
重量：2kg（測定器）
電源：リチウムイオン電池

※JIS Z 4333：2006準拠
検出器：NaI（Tl）シンチレーション（エネルギー補償型）
　　　　φ30×25L（mm）
測定線種：X線、γ線
測定範囲：0.01～200μSv/h
エネルギー応答：48keV～3MeV
相対固有誤差：±15％
測定単位：μSv/h、cps
センサー接続：一体型（写真参照）、分離型の2ウェイ方式

寸法：126（L）×96（W）×232（L）（mm）
重量：1.7kg
電源：単3電池 3本（15時間稼働可）
備考：カスタマイズ承ります

検出器：プラスチックシンチレータ（HND-S2）
測定線種：X線、γ線
感度：20,000～80,000cps（1μSv/h時）137Cs
測定範囲：0.01～15.0μSv/h
エネルギー範囲：50keV～3MeV
相対固有誤差：±15％
防水・防塵レベル：IP54対応
寸法（シンチレータ）：525（W）×140（T）×1,670（H）（mm）
検出器体積：4L～16.5L（選択可能）

重量：65～150kg（検出器1個につき）
電源：100V

※JIS Z 4333：2006準拠
検出器：CsI（Tl）シンチレーション（エネルギー補償型）
測定線種：X線、γ線
測定範囲：0.01～　μSv/h（別途問合）
エネルギー応答：50keV～3MeV
相対固有誤差：±15％
測定単位：μSv/h
電源：単3電池 1本（12時間稼働可）
寸法：96（W）×126（H）×232（L）（mm）

備考：カスタマイズ承ります

検出器：端窓型GM管（雲母型）
検出器サイズ：φ44.5mm
検出器エリア：15.5cm2（検出面積コンバート機能有り）
測定単位：cps、Bq/cm2（ワンプッシュ表示切替機能有り）
相対固有誤差：±25％
電源：単3電池 3本（40時間稼働可）
寸法／重量：96（L）×100（W）×190（L）（mm）／1.7kg
備考：カスタマイズ承ります

₈︲₂＊ ワンハンド型GM汚染サーベイメータ　アララサーベイ　JERSV⊖₁₀₂　₂₇万円　₁ヵ月 ㈱日本環境調査研究所

₁₂︲₁ γ線放射能モニタ　AT⊖1320A　別途見積　別途問合 ㈱日本環境調査研究所
㈱ラド・ソリューションズ

₁₉︲₅＊ 配管遮蔽用鉛板マット　アララパイプシールド　APS　別途見積　₁ヵ月 ㈱日本環境調査研究所

窓径φ50mmパンケーキ型GM管を内蔵した片手操作による
ハンディ型β（γ）線用サーベイメータ
測定線種：β（γ）線
機器効率（中心値）：13％ 14C、26％ 60Co、48％ 36Cl、
　　　　　　　　　63％ 90Sr（90Y）
測定範囲：10～100kcpm
寸法：65（W）×51（H）×190（D）（mm）
特長：・小型軽量；総重量365g
　　　・自動汚染検知・判定機能

　　　・レンジ切替不要
　　　・カウントmin-1とBq/cm2の同時表示
　　　・USBインターフェース搭載
東電工業㈱殿共同開発品

放射線検出器：φ63×63mm（φ2.5×2.5″）NaIシンチレータ
波高分析装置：512ch
測定可能核種：131I、134Cs、137Cs、40K
使用温度範囲：0～40℃
測定対象容器：1Lマリネリ、0.5L平型、0.1L容器
データ保存：（検出器内記憶媒体に）299件
　　　　　　別途PCとの接続可能
セットアップ時間：電源起動時に約10分の自己診断
必要電力：100V（50/60Hz）、8VA以内

外形寸法：約600φ×700（H）（mm）
重量：約130（kg）

配管等の放射線源に対して、専用固縛ベルトで迅速かつ安全、
確実に遮蔽します
鉛板なのにフレキシブル、小さな力で柔軟に取り付けができ
ます
特長：・ 遮蔽効果が高い；60Co線源で照射線量は約1/2まで

低減します
　　　・ 遮蔽の適用範囲が広い；垂直部、側面部等、様々な

場所へ取り付けができます
　　　・寸法、サイズ、印字等別途、ご相談に応じます

₁₉︲₅ 移動型遮蔽衝立　アララスクリーンシールド　別途見積　₁ヵ月 ㈱日本環境調査研究所

₂₀︲₃ PET施設向け鉛遮蔽衝立　JERLO⊖₁₀₁S　都度見積　₁ヵ月〜 ㈱日本環境調査研究所

少ない労力で（仮設の）遮蔽壁が簡単に設置できます
寸法：収納時600（W）×1,740（H）×600（D）（mm）
　　　伸長時600（W）×2,140（H）×600（D）（mm）
重量：衝立重量 約36kg、材質：ステンレス
専用マット：300（W）×1,000（D）×3mmPb、約11（kg/枚）
特徴：・ 遮蔽材及び衝立本体が分解・組立式で運搬・保管が

容易です
　　　・ 低線量エリアで組立ててから移動、設置できますの

で、遮蔽取り付けに伴う被ばくを低減します

　　　・ 遮蔽マットは除染しやすいポリコーティング鉛板を
セットします

　　　・ 頂点部に吊ピース、脚部には特製アジャスターを設
置し、転倒防止を図っています

　　　・ 上部部材はスライド式ですので、任意の高さに調整
することが可能です

東電工業㈱殿共同開発品

処置室用（写真左）
　有効遮蔽寸法：600（W）×500（H）（mm）
　鉛遮蔽厚：30mm、重量：約150kg
　外形寸法：610（W）×440（D）×1,000（H）（mm）
カメラ室用（写真右）
　有効遮蔽寸法：800（W）×800（H）（mm）
　鉛遮蔽厚：30mm、重量：約350kg
　外形寸法：810（W）×840（D）×1,500（H）（mm）

₈︲₁＊ α線用シンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₂₃₂B　₅₁万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：ZnS（Ag）シンチレータ
測定線種：α線
測定レンジ：0～100、300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

時定数：3、10、30s
デジタル表示：レート表示　0～99.9kmin-1

　　　　　　　スケーラ表示　0～999,999カウント
　　　　　　　レート／スケーラ切換スイッチ付
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
寸法：約110（W）×160（H）×290（D）（mm）

質量：約1.9kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続100時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能
特長：使いやすいデジ・アナサーベイ

₈︲₂＊ β線用ラギッドシンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₃₁₆H　₆₂万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：大面積遮光膜一体型プラスチックシンチレータ
測定線種：β（γ）線
測定レンジ：0～300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

時定数：3、10、30s
デジタル表示：レート表示　0～99.9kmin-1

　　　　　　　スケーラ表示　0～999,999カウント
　　　　　　　レート／スケーラ切換スイッチ付
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
その他：記録計出力、デジタルデータ出力付

寸法： 約110（W）×160（H）×300（D）
（mm）

質量：約1.6kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続60時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能

₈︲₂＊ ₃H／₁₄Cサーベイメータ　TPS⊖₃₁₃　₁₁₄万円　₃ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：大面積薄窓形ガスフローカウンタ
　　　　窓厚　約0.15mg/cm2

測定線種：3H以上のエネルギーを有するβ線
計数ガス：PRガス、1Lボンベ　約8気圧
　　　　　連続使用 4.5時間
測定レンジ：0～300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

　　　　　　6段切換
寸法：約140（W）×270（H）×430（D）（mm）
質量：約5kg

電源：単2乾電池 4本
　　　電池寿命；連続50時間
　　　ACアダプタ（オプション）

₈︲₂＊ GMサーベイメータ　TGS⊖₁₄₆B　₃₆万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：大面積端窓形有機GM計数管
測定線種：β（γ）線
測定レンジ：0～100、300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

時定数：3、10、30s
警報：警報設定レベル以上でLED点滅、警報音
デジタル表示：レート表示　1～99.9 kmin-1

　　　　　　　 スケーラ表示　0～999,999カウント
　　　　　　　スケーラ切換スイッチ付
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
モニタ：電子ブザー内蔵　1音／1カウント

記録計出力：DC 0～＋10mV/F.S
デジタルデータ出力：有
寸法： 約110（W）×180（H）×210（D）

（mm）
質量：約1.5kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続100時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能

₈⊖₂ β線用丸型ラギッドシンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₃₁₉H　₄₄万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器： 遮光膜一体型プラスチックシンチレータ（丸型

50mmφ）
測定線種：β（γ）線
測定レンジ：0～300、1k、3k、10k、30k、100k、300kmin-1

時定数：3、10、30s
警報：警報設定レベル以上にてLED点滅、警報音
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
データメモリ：本体内に約3,000データ保存可能
記録計出力：DC 0～＋10mV/F.S

計数音： 電子ブザー内蔵（1音／1カ
ウント）

電源： 単2アルカリ乾電池 4本
電池寿命：連続約80時間以上
寸法： 約120（W）×180（H）×210（D）

（mm）
質量：約1.3kg
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₈︲₁＊ α線用シンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₂₃₂B　₅₁万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：ZnS（Ag）シンチレータ
測定線種：α線
測定レンジ：0～100、300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

時定数：3、10、30s
デジタル表示：レート表示　0～99.9kmin-1

　　　　　　　スケーラ表示　0～999,999カウント
　　　　　　　レート／スケーラ切換スイッチ付
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
寸法：約110（W）×160（H）×290（D）（mm）

質量：約1.9kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続100時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能
特長：使いやすいデジ・アナサーベイ

₈︲₂＊ β線用ラギッドシンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₃₁₆H　₆₂万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：大面積遮光膜一体型プラスチックシンチレータ
測定線種：β（γ）線
測定レンジ：0～300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

時定数：3、10、30s
デジタル表示：レート表示　0～99.9kmin-1

　　　　　　　スケーラ表示　0～999,999カウント
　　　　　　　レート／スケーラ切換スイッチ付
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
その他：記録計出力、デジタルデータ出力付

寸法： 約110（W）×160（H）×300（D）
（mm）

質量：約1.6kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続60時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能

₈︲₂＊ ₃H／₁₄Cサーベイメータ　TPS⊖₃₁₃　₁₁₄万円　₃ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：大面積薄窓形ガスフローカウンタ
　　　　窓厚　約0.15mg/cm2

測定線種：3H以上のエネルギーを有するβ線
計数ガス：PRガス、1Lボンベ　約8気圧
　　　　　連続使用 4.5時間
測定レンジ：0～300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

　　　　　　6段切換
寸法：約140（W）×270（H）×430（D）（mm）
質量：約5kg

電源：単2乾電池 4本
　　　電池寿命；連続50時間
　　　ACアダプタ（オプション）

₈︲₂＊ GMサーベイメータ　TGS⊖₁₄₆B　₃₆万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：大面積端窓形有機GM計数管
測定線種：β（γ）線
測定レンジ：0～100、300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1

時定数：3、10、30s
警報：警報設定レベル以上でLED点滅、警報音
デジタル表示：レート表示　1～99.9 kmin-1

　　　　　　　 スケーラ表示　0～999,999カウント
　　　　　　　スケーラ切換スイッチ付
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
モニタ：電子ブザー内蔵　1音／1カウント

記録計出力：DC 0～＋10mV/F.S
デジタルデータ出力：有
寸法： 約110（W）×180（H）×210（D）

（mm）
質量：約1.5kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続100時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能

₈⊖₂ β線用丸型ラギッドシンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₃₁₉H　₄₄万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器： 遮光膜一体型プラスチックシンチレータ（丸型

50mmφ）
測定線種：β（γ）線
測定レンジ：0～300、1k、3k、10k、30k、100k、300kmin-1

時定数：3、10、30s
警報：警報設定レベル以上にてLED点滅、警報音
プリセットタイム：0～999sまたは0～999.9min
データメモリ：本体内に約3,000データ保存可能
記録計出力：DC 0～＋10mV/F.S

計数音： 電子ブザー内蔵（1音／1カ
ウント）

電源： 単2アルカリ乾電池 4本
電池寿命：連続約80時間以上
寸法： 約120（W）×180（H）×210（D）

（mm）
質量：約1.3kg

₇︲₃＊ 中性子レムカウンタ　NSN₂　₁₉₅万円　₂ヵ月 富士電機㈱
測定線種：熱中性子～高速中性子
検出方式：球形 3He比例計数管
測定範囲：0.001μSv/h～9.999mSv/h
表示方式：4桁デジタル表示、夜間照明付
中性子感度：3.6s-1/（μSv/h） ±20％
エネルギー特性：0.025eV～15MeVの範囲で
　　　　　　　　ICRP 74レスポンスに準拠
方向依存性：0～135°において±10％以内
重量：約7kg

電源： 一次電池（市販単2アルカリ乾電池×2本）、商用電源（AC
アダプタ使用）、専用Ni‒Cd充電池（オプション）

外部出力：パルス出力3V以上の正電圧パルス
特長：測定レンジおよび時定数自動切換
　　　タイマー／スケーラ機能付
　　　防滴構造
　　　中性子線量当量を直読可能

₇︲₃＊ 中性子サーベイメータ　NSN₃　₁₀₃万円　₂ヵ月 富士電機㈱
測定線種：熱中性子～高速中性子
検出方式：有機混合ガス計数管
測定範囲：0.01μSv/h～9.99mSv/h
表示方式：有機ELカラーディスプレイ
中性子感度：約0.3s‒1/（μSv/h）
方向依存性：0～135°において±10％以内
通信機能：USB通信
トレンドデータ：1,200件
重量：約2kg

電源： 一次電源（市販単3アルカリ乾電池×6本）、商用電源（AC
アダプタ使用）、Ni‒MH充電地（オプション）

特長：軽量、コンパクト
　　　広範のエネルギー特性（0.025eV～15MeV）
　　　 メモリ機能により、測定値と時間を記録
　　　USB接続でパソコンへのデータ転送

₇⊖₁＊ 携帯型環境ガンマ線測定器　PEGASUS（ペガサス）　NHL　₁₃万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：γ（X）線
検出方式：シリコン半導体検出器
測定範囲：0.01μSv/h～99.9mSv/h
表示内容：線量率表示、メータ表示、バッテリー残量、時刻
重量：約180g
外形寸法：約60（W）×120（H）×27（D）（mm）
電源：単3乾電池×2本
連続使用時間：72時間以上

特長：JIS Z 4333（2006）に適合
　　　生活防水仕様

₈⊖₂＊ GMサーベイメータ　NHJ₁₂₀　₄₂万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：β（γ）線
検出方式：GM計数管（窓径φ50mm）
測定範囲：0～9,999×103カウント
　　　　　0～99.99×103min-1

　　　　　0～9,999Bq/cm2

表示内容：アナログおよびデジタル表示
重量：約1.4kg
外形寸法：約98（W）×170（H）×207（D）（mm）
電源：単3乾電池×6本

連続使用時間：100時間以上
特長： JIS Z 4329（2004）に適合
　　　 BluetoothおよびUSB通

信

₈⊖₃＊ 表面汚染測定用サーベイメータ　NHJ₂　₅₄万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：α線、β線、γ線
検出方式：シリコン半導体検出器
測定範囲：0～9,999×103カウント
　　　　　0～99.99×103min-1

　　　　　0～9,999Bq/cm2

　　　　　0.00μSv/h～999.9mSv/h
表示内容：デジタル表示
重量：約1kg
外形寸法：約120（W）×56（H）×293（D）（mm）

電源：単3乾電池×6本
連続使用時間：4時間以上
特長：JIS Z 4329（2004）に適合
　　　USB通信

₈︲₂
₈︲₄  βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂B　₉₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

₈︲₃ αβコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂A　₈₅万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₈︲₂
₈︲₄  βγ軽量ポータブル

コンタミネーションモニター　LB ₁₂₄B　₆₆万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：-15～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品と

比べ最も広いため、感度が
非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラー
がワンタッチで取り外せま
す

測定対象：α線及びβ線
検出器：PRガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：0.3mg/cm2 マイラーフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；17%、90Sr；34%、241Am；14%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：0～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品

と比べ最も広いため、感
度が非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラ
ーがワンタッチで取り外
せます

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：150cm2、80%トランスミッション
キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
測定モード：サーチ、レートメーター、クリアランス、
　　　　　　スケーラータイマー、半減期
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
使用温度範囲：-15～＋50℃
動作時間：100時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）

重量：1,620g（バッテリー含む）
特長： LB122Bをさらに軽量化し、

新機能を加えたモデルです
　　　 主な新機能として、250ポ

イント測定データメモリ、
5つの測定モード、双方向
RS232ポートを介したデー
タ通信機能などが加わりま
した

₈︲₅ βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₃B　₈₇万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₇︲₃ 中性子等価ドーズレートモニター　LB ₁₂₃N　₁₉₀万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：大面積キセノンガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%（59keV）
使用温度範囲：-15～＋50℃
サイズ：140（W）×160（H）×240（D）（mm）
重量：1,500g（検出器、アダプター含む）

特長： LB123BはUMO本体と検出器
が独立しているため、検出器
を取り替えるだけで簡単に目
的に応じた測定器に組み合わ
せられます

　　　 βγのみならず、αβ、ドーズレート、中性子ドーズ
レート、トリチウム、プルトニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意されています

測定対象：中性子線
検出器：3He比例計数管
エネルギー範囲：0.025eV（Thermal）～20MeV
測定範囲：10nSv/h～100mSv/h（ICRP 60レスポンス準拠）
方向依存性：±10％以下（1～20MeV）
使用温度範囲：-10～＋50℃
重量：9.2kg
特長： LB123NはUMO本体と検出器が独立しているため、

検出器を取り替えるだけで簡単に目的に応じた測定器

に組み合わせられます
　　　 中性子ドーズレートのみな

らず、αβ、βγ、ドーズ
レート、トリチウム、プル
トニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意
されています
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₈︲₂
₈︲₄  βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂B　₉₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

₈︲₃ αβコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂A　₈₅万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₈︲₂
₈︲₄  βγ軽量ポータブル

コンタミネーションモニター　LB ₁₂₄B　₆₆万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：-15～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品と

比べ最も広いため、感度が
非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラー
がワンタッチで取り外せま
す

測定対象：α線及びβ線
検出器：PRガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：0.3mg/cm2 マイラーフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；17%、90Sr；34%、241Am；14%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：0～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品

と比べ最も広いため、感
度が非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラ
ーがワンタッチで取り外
せます

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：150cm2、80%トランスミッション
キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
測定モード：サーチ、レートメーター、クリアランス、
　　　　　　スケーラータイマー、半減期
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
使用温度範囲：-15～＋50℃
動作時間：100時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）

重量：1,620g（バッテリー含む）
特長： LB122Bをさらに軽量化し、

新機能を加えたモデルです
　　　 主な新機能として、250ポ

イント測定データメモリ、
5つの測定モード、双方向
RS232ポートを介したデー
タ通信機能などが加わりま
した

₈︲₅ βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₃B　₈₇万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₇︲₃ 中性子等価ドーズレートモニター　LB ₁₂₃N　₁₉₀万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：大面積キセノンガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%（59keV）
使用温度範囲：-15～＋50℃
サイズ：140（W）×160（H）×240（D）（mm）
重量：1,500g（検出器、アダプター含む）

特長： LB123BはUMO本体と検出器
が独立しているため、検出器
を取り替えるだけで簡単に目
的に応じた測定器に組み合わ
せられます

　　　 βγのみならず、αβ、ドーズレート、中性子ドーズ
レート、トリチウム、プルトニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意されています

測定対象：中性子線
検出器：3He比例計数管
エネルギー範囲：0.025eV（Thermal）～20MeV
測定範囲：10nSv/h～100mSv/h（ICRP 60レスポンス準拠）
方向依存性：±10％以下（1～20MeV）
使用温度範囲：-10～＋50℃
重量：9.2kg
特長： LB123NはUMO本体と検出器が独立しているため、

検出器を取り替えるだけで簡単に目的に応じた測定器

に組み合わせられます
　　　 中性子ドーズレートのみな

らず、αβ、βγ、ドーズ
レート、トリチウム、プル
トニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意
されています

₈︲₂ GM管式サーベイメーター　MODEL₃/
MODEL₄₄︲₉　₁₅．₆₆万円　cpmと

μSv/hの併記　在庫あり MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

₈︲₄ 放射線サーベイメーター　DGM︲₁₅₀₀　₆．₀₄万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
フィンランドKATA Electronics

メーター表示：0～6kcpm、0～20μSv/h、BAT TEST
測定レンジ切替：×0.1、×1、×10、×100
レスポンス切替：Fast（4秒）又はSlow（22秒）
電源：単1電池×2本
　　　（2,000時間連続使用、自然放射線レベルの場合）
寸法：89（W）×165（H）×216（D）（mm）
重量：1.6kg

測定線種：X、γ線 
検出範囲：線量率　0.01～100,000μSv/h
　　　　　積算線量　0.001～1,000mSv
検出器：エネルギー補償形 ネオン／ハロゲンGM管 
表示：μSv/h、mSv 
測定モード：自動測定モード、精密測定モード
寸法：91（W）×32（H）×147（D）（mm）
重量：300g（電池含む） 
電池電源：9V電池（300時間動作、自然放射線レベルの場合）

　　　　　AC電源（アダプタ要）
使用温度範囲：-30～55℃
付属品： AC電源アダプタ、皮製キャ

リングケース

₈︲₅ ポータブル汚染モニター　CoMo₁₇₀/₃₀₀　₅₄万円〜　₂ヵ月 MEASURE WORKS㈱
独国SEA社

₈︲₅ GMサーベイメーター　MODEL₂₆︲₁　₁₄．₀₄万円　₂ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

検出器： ZnSコーティングプラスチックシンチレーション検
出器

測定線種：α線、β／γ線　分離測定可能
検出器サイズ：検出器面積；170cm2（CoMo170）
　　　　　　　　　　　　　300cm2（CoMo300）
測定値表示：cps 又はBq、Bq/cm2

核種登録：25核種校正定数設定、2混合核種定義可能
測定時間：自動連続測定、又は設定時間測定
電源：単3電池×2本、動作時間：約25時間

使用温度範囲： －10～40℃（結露
なし）

寸法： 280（L）×125（W）×135（H）
（mm）（CoMo170）

　　　 318（L）×157（W）×172（H）
（mm）（CoMo300）

重量：約750g（CoMo170）
　　　約1,000g（CoMo300）

検出器：パンケーキ型GM管検出器 ステンレススクリーン
測定線種：α線、β線、γ線
効率：α線　11％（239Pu）
　　　β線　18％（99Tc）、25％（32P）
　　　γ線　5.5cps/（μSv/h）（137Cs）
アラーム機能：計数率、スケーラーアラームを任意設定可能
表示：3.5桁液晶ディスプレイ高12.7mm
　　　（k）cps、（k）cpm、low‒battery、MAX、ALARM
測定範囲：0.1～1.99kcps、又は1～99.9kcpm

電源： 単3電池×2本、連続使用時間約1,000時間（バ
ックライト常時ONでない場合）

外形寸法：46（H）×69（W）×272（L）（mm）
重量：約450g

₈︲₅ GMサーベイメーター　Inspector/Inspector USB　₉．₇₂万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
米国SE International社

検出器：ハロゲン消滅形GM管検出器（直径45mm）
測定線種：α線、β線、γ線、X線
測定範囲：0.001～100mR、0.01～1,000μSv/h
　　　　　0～300,000cpm、0～5,000cps
　　　　　0～9,999,000counts
使用環境：－10～50℃
使用電源：9Vアルカリ乾電池、
　　　　　2,160時間使用可能（自然放射線レベル）
本体寸法：150×80×30（mm）

オプション：ワイプテストプレート
　　　　　　エクストリームブート

₈︲₃ 大面積α/β線用プローブ　SAB⊖₁₀₀　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

α/β線同時もしくはα線・β線単独コンタミ測定用
検出面積：102cm2

検出器タイプ：薄型プラスチック付着 ZnS（Ag）、
　　　　　　　交換式6μm厚マイラー窓
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

エネルギーレンジ：β ＞150keV、α ＞3MeV
測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

₈︲₃ パンケーキ型α/β線もしくは
α線・β線用プローブ 　SPAB⊖₁₅　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社
α/β線もしくはα線・β線専用コンタミ測定
検出器タイプ：シリコンPIPS検出器
検出器サイズ：1,700mm2PIPS
検出面積：15cm2

α検出効率（2π）：239Pu＞27％
β検出効率（2π）：90Sr＋90Y＞33％、36Cl＞33％
β＋γ検出効率（2π）：60Co＞11％
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や

MIP 10を使用）
測定レンジ：0～10,000c/s、
　　　　　　0～600kcpm
エネルギーレンジ：α ＞3MeV
　　　　　　　　　β ＞100keV

₈︲₄ X線用プローブ　SX⊖₂R　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

₈︲₄ γ線用プローブ　SG⊖R　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

X線／低エネルギーγ線測定用
検出器タイプ：φ1.5″×3mm厚 NaI（Tl）検出器
検出面積：8cm2、0.2mm厚Be窓
X検出効率（2π）：129I＞51％
エネルギーレンジ：5～200keV
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

γ線用測定用
検出器タイプ：NaI（Tl）検出器
　　　　　　　SG‒1R　1″×1″ NaI（Tl）
　　　　　　　SG‒2R　2″×2″ NaI（Tl）
単位表示：c/s、Sv（eq）/h
　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や

MIP 10を使用）
エネルギーレンジ：40keV～1.5MeV
測定レンジ：0～50μSv/h（SG‒2R）

　　　　　　0～200μSv/h（SG‒1R）

SG‒1R SG‒2R

₈⊖₄ 低線量用γプローブ　SVLD　別途見積　別途問合 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

測定レンジ：10nSv/h～1mSv/h
γ感度（137Cs ）：70cps/（μSv/h）
単位表示：Sv/h、Sv
　　　　　 （表示はRadiagem 2000、Colibri、Avoir 2000、

またはMIP 10を使用）
寸法：104.4（L）×80（W）×26（H）（mm）
　　　（コネクタ部分を含む）
重量：177g（ケーブルを含まない）

₈︲₃ α・β・γ表面汚染モニタ　RDS︲₈₀　₂₄．₅万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₉︲₁ 警報付個人線量計　DMC₂₀₀₀S　₈．₅万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

ハンディタイプで操作が簡単な履歴機能付サーベイメータ
IrDAを経由してデータはPCにダウンロードできる
検出器：端窓型GM管
測定対象線種：α＞2MeV・β＞100keV・
　　　　　　　γ＞5keV～1.3MeV
測定範囲：1～100,000cps
　　　　　又は0.01～100,000Bq/cm2

警報レベル：表面汚染状況に応じて自由に調節可能

表示：cpsまたはBq/cm2

電池： アルカリ電池IEC LR6/AA（推
奨）2本

　　　または充電可能なNi-MH電池
電池寿命：2,000時間
　　　　　（通常の操作で1年以上）
寸法：78（W）×126（H）×57（D）（mm）
重量：280g（電池なし）
オプション：CSWソフトウェア

欧米をはじめ多くの原子力発電所で使用されているベストセ
ラーのDMC2000シリーズ
検出器：シリコン半導体検出器
測定対象線種：X・γ線
エネルギー範囲：50keV～6MeV
測定範囲：線量　1μSv～10Sv
　　　　　線量率　0.1μSv/h～10Sv/h
表示：4桁液晶デジタル表示
警報音：85dBA以上（30㎝）

寸法：48（W）×84（H）×17.5（D）（mm）
重量：70g（電池込）
電源：コイン型リチウム電池
　　　（CR2450）
使用時間（通常使用）：9ヵ月～1年
その他：IEC 1283、ANSI 4220A準拠
オプション：専用リーダー
　　　　　　ソフトウェア

₉︲₁ 警報付個人線量計　DMC₂₀₀₀GN　₂₀．₅万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

大型ダイオードをベースにした特許の中性子検出技術で、
サーマルから高エネルギーの範囲までフルカバー
検出器：シリコン半導体検出器
測定対象線種：X・γ線、中性子
エネルギー範囲：X・γ　50keV～6MeV
　　　　　　　　中性子　0.025eV～15MeV
測定範囲（γ）：線量　1μSv～10Sv
　　　　　　　 線量率　0.1μSv/h～10Sv/h
測定範囲（中性子）：線量　1μSv～10Sv

　　　　　　　　　線量率　10μSv/h～10Sv/h
表示：4桁液晶デジタル表示
警報音：85dBA以上（30㎝）
寸法：48（W）×84（H）×21（D）（mm）
重量：70g（電池込）
電源：コイン型リチウム電池（CR2450）
使用時間（通常使用）：9ヵ月～1年
その他：IEC 61526 Ed2 準拠
オプション：専用リーダー、ソフトウェア

₉︲₁ 警報付個人線量計　RAD₆₀　₆．₈万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

検出器：エネルギー補償型シリコン半導体検出器
測定対象線種：X・γ線
測定範囲：線量　1μSv～9.99Sv
　　　　　線量率　5μSv/h～3Sv/h
表示：4桁液晶デジタル表示
警報音：85dBA以上（30㎝）
寸法：67（W）×78（H）×22（D）（mm）
重量：80g（電池込）

電源：AAAアルカリ電池
使用時間（通常使用）：1,800時間
オプション：専用リーダー
　　　　　　ソフトウェア

₉⊖₁ 警報付個人線量計　DMC₃₀₀₀　₆．₈万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

DMC3000は、25年の電子線量計の販売実績に基づくお客様
からのフィードバックから開発された個人用線量計
広範囲なX線、γ線の検出が可能
検出器：半導体検出器
エネルギー範囲：15keV～7MeV
測定範囲：0.1μSv/h～10Sv/h
表示：バックライト機能付の大きなLCD画面
警報音：85dBA以上（30cm）
電源：1.5V アルカリ電池（単4×1）

使用時間：9ヵ月～1年（8h／日）
　　　　　連続使用で2,500時間
その他：IEC 61526 Ed.3
　　　　ANSI 4220Aに準拠
寸法：86（H）×56（W）×21（D）（mm）
重量：89g（電池、クリップ込）
オプション： 専用リーダーソフトウェア
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サーベイメータ

₈︲₃＊ α／β線用シンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₃₆₂　₈₃万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱

₈︲₄＊ ₁₂₅I測定用シンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₁₇₃C　₆₅万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱

検出器：ZnS（Ag）＋プラスチックシンチレータ
測定線種：α線、β（γ）線
測定レンジ
　アナログ（メータ）及びデジタルLCD表示
　計数率：アナログ　0～100 kmin-1 6段切替
　　　　　　　　　　α線とβ線の切換表示
　　　　　デジタル　0～99.9kmin-1

　計数：デジタル　0～999,999カウント
時定数：3、10、30s

プリセットタイム：0～999s
寸法： 約110（W）×160（H）×260（D）

（mm）
質量：約1.6kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続80時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能

検出器：φ50.8×3（mm）NaI（Tl）シンチレーション検出器
測定線種：γ（X）線
測定レンジ：0～10、30、100、300、1k、3k、10ks-1

時定数：3、10、30s
モニタ：電子ブザー内蔵
記録計出力：DC 0～＋10mV/F.S.
測定エネルギー範囲：20～45keV
寸法：約110（W）×180（H）×210（D）（mm）
質量：約1.6kg

電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続100時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能

₉︲₁＊ ポケット線量計マイドーズミニ　PDM⊖₁₂₂B︲SHC　₂．₇万円　₁ヵ月以内 日立アロカメディカル㈱
検出器：シリコン半導体検出器
測定線種：γ（X）線 （40keV～）
エネルギー特性：50keV～1.5MeV（±30%以内）
　　　　　　　　137Cs、ファントムを用いて校正
測定範囲：0.1μSv～10Sv（1μSv/h～1Sv/h）
表示：4桁液晶デジタル表示、単位、電池残量
寸法：約30（W）×108（H）×11（D）（mm）
　　　（クリップ除く）
質量：約40g

電源：コイン形リチウム電池（CR2450B）
　　　連続で約700時間使用可能
特長：電磁波シールドカバー付属
　　　測定値保持

₉︲₁＊ ポケット線量計マイドーズミニX　PDM⊖₁₂₇B︲SZ　₃．₈万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：シリコン半導体検出器
測定線種：γ（X）線 （20keV～）
エネルギー特性：30～200keV（±30％以内）
　　　　　　　　241Amを用いて校正
測定範囲：1μSv～1Sv（1μSv/h～100mSv/h）
表示：4桁液晶デジタル表示、単位、電池残量
寸法：約30（W）×108（H）×11（D）（mm）
　　　（クリップ除く）
質量：約40g

電源： コイン形リチウム電池
（CR2450B）

　　　 連続で約350時間使用
可能

特長： 20keVから測定できる
低エネルギー用

₉︲₁＊ ポケット線量計マイドーズミニA　PDM⊖₂₂₂B︲SZ　₃．₃万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：シリコン半導体検出器
測定線種：γ（X）線 （40keV以上）
エネルギー特性：50keV～1.5MeV（±30％以内）
測定範囲：1μSv～10Sv（1μSv/h～1Sv/h）
表示：4桁液晶デジタル表示、単位、電池残量
警報：5種類設定可能
寸法：約31（W）×140（H）×13（D）（mm）（クリップ除く）
電源：コイン型リチウム電池（CR2450B）
　　　連続で700時間使用可能

質量：約55g

₇︲₃＊ 中性子レムカウンタ　NSN₂　₁₉₅万円　₂ヵ月 富士電機㈱
測定線種：熱中性子～高速中性子
検出方式：球形 3He比例計数管
測定範囲：0.001μSv/h～9.999mSv/h
表示方式：4桁デジタル表示、夜間照明付
中性子感度：3.6s-1/（μSv/h） ±20％
エネルギー特性：0.025eV～15MeVの範囲で
　　　　　　　　ICRP 74レスポンスに準拠
方向依存性：0～135°において±10％以内
重量：約7kg

電源： 一次電池（市販単2アルカリ乾電池×2本）、商用電源（AC
アダプタ使用）、専用Ni‒Cd充電池（オプション）

外部出力：パルス出力3V以上の正電圧パルス
特長：測定レンジおよび時定数自動切換
　　　タイマー／スケーラ機能付
　　　防滴構造
　　　中性子線量当量を直読可能

₇︲₃＊ 中性子サーベイメータ　NSN₃　₁₀₃万円　₂ヵ月 富士電機㈱
測定線種：熱中性子～高速中性子
検出方式：有機混合ガス計数管
測定範囲：0.01μSv/h～9.99mSv/h
表示方式：有機ELカラーディスプレイ
中性子感度：約0.3s‒1/（μSv/h）
方向依存性：0～135°において±10％以内
通信機能：USB通信
トレンドデータ：1,200件
重量：約2kg

電源： 一次電源（市販単3アルカリ乾電池×6本）、商用電源（AC
アダプタ使用）、Ni‒MH充電地（オプション）

特長：軽量、コンパクト
　　　広範のエネルギー特性（0.025eV～15MeV）
　　　 メモリ機能により、測定値と時間を記録
　　　USB接続でパソコンへのデータ転送

₇⊖₁＊ 携帯型環境ガンマ線測定器　PEGASUS（ペガサス）　NHL　₁₃万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：γ（X）線
検出方式：シリコン半導体検出器
測定範囲：0.01μSv/h～99.9mSv/h
表示内容：線量率表示、メータ表示、バッテリー残量、時刻
重量：約180g
外形寸法：約60（W）×120（H）×27（D）（mm）
電源：単3乾電池×2本
連続使用時間：72時間以上

特長：JIS Z 4333（2006）に適合
　　　生活防水仕様

₈⊖₂＊ GMサーベイメータ　NHJ₁₂₀　₄₂万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：β（γ）線
検出方式：GM計数管（窓径φ50mm）
測定範囲：0～9,999×103カウント
　　　　　0～99.99×103min-1

　　　　　0～9,999Bq/cm2

表示内容：アナログおよびデジタル表示
重量：約1.4kg
外形寸法：約98（W）×170（H）×207（D）（mm）
電源：単3乾電池×6本

連続使用時間：100時間以上
特長： JIS Z 4329（2004）に適合
　　　 BluetoothおよびUSB通

信

₈⊖₃＊ 表面汚染測定用サーベイメータ　NHJ₂　₅₄万円　約₁ヵ月 富士電機㈱
測定線種：α線、β線、γ線
検出方式：シリコン半導体検出器
測定範囲：0～9,999×103カウント
　　　　　0～99.99×103min-1

　　　　　0～9,999Bq/cm2

　　　　　0.00μSv/h～999.9mSv/h
表示内容：デジタル表示
重量：約1kg
外形寸法：約120（W）×56（H）×293（D）（mm）

電源：単3乾電池×6本
連続使用時間：4時間以上
特長：JIS Z 4329（2004）に適合
　　　USB通信

₈︲₂
₈︲₄  βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂B　₉₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

₈︲₃ αβコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂A　₈₅万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₈︲₂
₈︲₄  βγ軽量ポータブル

コンタミネーションモニター　LB ₁₂₄B　₆₆万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：-15～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品と

比べ最も広いため、感度が
非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラー
がワンタッチで取り外せま
す

測定対象：α線及びβ線
検出器：PRガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：0.3mg/cm2 マイラーフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；17%、90Sr；34%、241Am；14%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：0～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品

と比べ最も広いため、感
度が非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラ
ーがワンタッチで取り外
せます

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：150cm2、80%トランスミッション
キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
測定モード：サーチ、レートメーター、クリアランス、
　　　　　　スケーラータイマー、半減期
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
使用温度範囲：-15～＋50℃
動作時間：100時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）

重量：1,620g（バッテリー含む）
特長： LB122Bをさらに軽量化し、

新機能を加えたモデルです
　　　 主な新機能として、250ポ

イント測定データメモリ、
5つの測定モード、双方向
RS232ポートを介したデー
タ通信機能などが加わりま
した

₈︲₅ βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₃B　₈₇万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₇︲₃ 中性子等価ドーズレートモニター　LB ₁₂₃N　₁₉₀万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：大面積キセノンガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%（59keV）
使用温度範囲：-15～＋50℃
サイズ：140（W）×160（H）×240（D）（mm）
重量：1,500g（検出器、アダプター含む）

特長： LB123BはUMO本体と検出器
が独立しているため、検出器
を取り替えるだけで簡単に目
的に応じた測定器に組み合わ
せられます

　　　 βγのみならず、αβ、ドーズレート、中性子ドーズ
レート、トリチウム、プルトニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意されています

測定対象：中性子線
検出器：3He比例計数管
エネルギー範囲：0.025eV（Thermal）～20MeV
測定範囲：10nSv/h～100mSv/h（ICRP 60レスポンス準拠）
方向依存性：±10％以下（1～20MeV）
使用温度範囲：-10～＋50℃
重量：9.2kg
特長： LB123NはUMO本体と検出器が独立しているため、

検出器を取り替えるだけで簡単に目的に応じた測定器

に組み合わせられます
　　　 中性子ドーズレートのみな

らず、αβ、βγ、ドーズ
レート、トリチウム、プル
トニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意
されています

₈︲₃ αβ線ポータブル
コンタミネーションモニター　LB ₁₂₄ SCINT　₇₀万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

₈︲₅ プルトニウムサーベイメーター　LB ₁₂₃P　₁₉₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₈︲₃ αβ線ポータブルコンタミネー
ションモニター（大面積タイプ）　LB ₁₂₄ SCINT︲₃₀₀　₈₈万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

測定対象：α線及びβ（γ）線
検出器：ZnS（Ag）シンチレーター
検出器窓面積：170cm2

キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
動作時間：50時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）
重量：1,300g（バッテリー含む）
特長： ガスタイプのαβモニターに比べ、ガスの供給が不要、

簡単な操作です
　　　 また、RS232ポートを

介したデータ通信機能
など新機能が加わりま
した

測定対象：プルトニウム
検出器：3He比例計数管（モデレーター内）　
フルーエンスレスポンス：26.4cm2

検出限界：75mg（距離1m、5秒計測、信頼性95%）
中性子エネルギー範囲：10～100keV
測定範囲：30nSv/h～1,000mSv/h
バックグラウンド：0.06cps（8nSv/h 中性子ドーズ）
サイズ：180（W）×310（H）×130（D）（mm）
重量：3,850g

特長： LB123PはUMO本体と検出器が
独立しているため、検出器を取
り替えるだけで簡単に目的に応
じた測定器に組み合わせられま
す

　　　 プルトニウムのみならず、αβ、
βγ、ドーズレート、中性子ド
ーズレート、トリチウム、及びαβアクティビィティ
の各検出器が用意されています

測定対象：α線及びβ（γ）線
検出器：ZnS（Ag）シンチレーター
検出器窓面積：345cm2

キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
核種リスト：50種類以上の核種校正ファクターをセット
動作時間：50時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）
重量：1,850g（バッテリー含む）
特長： 大面積タイプのαβモニターです／ガスタイプに比べ

簡単操作、簡単なリ
ペア、ガスの供給が
不要などといった優
位点があります／ま
た、RS232ポートを
介したデータ通信機
能など新機能が多数
加わりました

₈︲₃ αβコンタミネーションモニター　LB ₁₂₃A　₈₅万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：α線及びβ線
検出器：大面積PRガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：0.4mg/cm2 マイラーフォイル
計数ガス：PRガス
検出効率：14C；17%、90Sr；34%、241Am；14%
使用温度範囲：-15～＋30℃
サイズ：140（W）×160（H）×240（D）（mm）
重量：1,500g（検出器、アダプター含む）

特長： LB123AはUMO本体と検出器
が独立しているため、検出器
を取り替えるだけで簡単に目
的に応じた測定器に組み合わ
せられます

　　　 αβのみならず、βγ、ドーズレート、中性子ドーズ
レート、トリチウム、プルトニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意されています

₁₂︲₁ γ線スペクトロメーター　LB ₂₀₄₅　₂₆₀万円〜　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

スペクトルメモリ：1,024ch
ADC：7μs
エネルギー範囲：0～254、0～1,024、0～2,048keV
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
メモリ：70スペクトル及び800 ROI値
サイズ：245×145×325（mm）
特長： 様々なタイプの検出器（NaI、CsI、BGO）に接続可

能なスペクトロメータです
　　　 新採用の320×240mmタッチパネルにより、使いやす

くなりました



サーベイメータ

資―57

₈︲₃ αβ線ポータブル
コンタミネーションモニター　LB ₁₂₄ SCINT　₇₀万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

₈︲₅ プルトニウムサーベイメーター　LB ₁₂₃P　₁₉₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₈︲₃ αβ線ポータブルコンタミネー
ションモニター（大面積タイプ）　LB ₁₂₄ SCINT︲₃₀₀　₈₈万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

測定対象：α線及びβ（γ）線
検出器：ZnS（Ag）シンチレーター
検出器窓面積：170cm2

キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
動作時間：50時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）
重量：1,300g（バッテリー含む）
特長： ガスタイプのαβモニターに比べ、ガスの供給が不要、

簡単な操作です
　　　 また、RS232ポートを

介したデータ通信機能
など新機能が加わりま
した

測定対象：プルトニウム
検出器：3He比例計数管（モデレーター内）　
フルーエンスレスポンス：26.4cm2

検出限界：75mg（距離1m、5秒計測、信頼性95%）
中性子エネルギー範囲：10～100keV
測定範囲：30nSv/h～1,000mSv/h
バックグラウンド：0.06cps（8nSv/h 中性子ドーズ）
サイズ：180（W）×310（H）×130（D）（mm）
重量：3,850g

特長： LB123PはUMO本体と検出器が
独立しているため、検出器を取
り替えるだけで簡単に目的に応
じた測定器に組み合わせられま
す

　　　 プルトニウムのみならず、αβ、
βγ、ドーズレート、中性子ド
ーズレート、トリチウム、及びαβアクティビィティ
の各検出器が用意されています

測定対象：α線及びβ（γ）線
検出器：ZnS（Ag）シンチレーター
検出器窓面積：345cm2

キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
核種リスト：50種類以上の核種校正ファクターをセット
動作時間：50時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）
重量：1,850g（バッテリー含む）
特長： 大面積タイプのαβモニターです／ガスタイプに比べ

簡単操作、簡単なリ
ペア、ガスの供給が
不要などといった優
位点があります／ま
た、RS232ポートを
介したデータ通信機
能など新機能が多数
加わりました

₈︲₃ αβコンタミネーションモニター　LB ₁₂₃A　₈₅万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：α線及びβ線
検出器：大面積PRガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：0.4mg/cm2 マイラーフォイル
計数ガス：PRガス
検出効率：14C；17%、90Sr；34%、241Am；14%
使用温度範囲：-15～＋30℃
サイズ：140（W）×160（H）×240（D）（mm）
重量：1,500g（検出器、アダプター含む）

特長： LB123AはUMO本体と検出器
が独立しているため、検出器
を取り替えるだけで簡単に目
的に応じた測定器に組み合わ
せられます

　　　 αβのみならず、βγ、ドーズレート、中性子ドーズ
レート、トリチウム、プルトニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意されています

₁₂︲₁ γ線スペクトロメーター　LB ₂₀₄₅　₂₆₀万円〜　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

スペクトルメモリ：1,024ch
ADC：7μs
エネルギー範囲：0～254、0～1,024、0～2,048keV
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
メモリ：70スペクトル及び800 ROI値
サイズ：245×145×325（mm）
特長： 様々なタイプの検出器（NaI、CsI、BGO）に接続可

能なスペクトロメータです
　　　 新採用の320×240mmタッチパネルにより、使いやす

くなりました

₁₃︲₄＊ 携帯型・γ線スペクトロメータ　RT⊖₃₀　別途見積　₁ヵ月 ㈱RSダイナミックス・ジャパン
チェコGEORADIS社

₁₂︲₁ 

₁₃︲₄＊ ベクレル測定γ線スペクトロメータ　RT⊖₅₀　別途見積　₂ヵ月 ㈱RSダイナミックス・ジャパン
チェコGEORADIS社

₈︲₄
₁₃︲₄＊ 表面放射能測定器　GT⊖₄₀　別途見積　₂ヵ月 ㈱RSダイナミックス・ジャパン

チェコGEORADIS社

検出器：NaI（Tl）φ51×51（mm）
　　　　エネルギー補償型GMチューブ（標準・オプション）
　　　　He‒3ニュートロンチューブ（オプション）
エネルギー範囲：20keV～3.0MeV、1,024ch　MCA
線量率表示： 0.1nGy/h～10mGy/h（Sv表示可）を毎秒表示

（アラーム設定可）
累積線量表示：0.1nGy/h～999Gy/h（Sv表示可）
内蔵メモリー：1GB
その他： GPSアンテナによる位置情報を同時記録、スペクト

ル分析ソフトCD
付き

特徴：核種を分析識別表示
　　　 40以上の核種を識別
電源： 単3乾電池／充電式

単3電池 4本、連続8
時間動作

寸法／重量： 260（L）×81（W）×140（H）（mm）／2kg（電池含
む）

検出器：NaI（Tl）φ76×76（mm）
エネルギー範囲：20keV～3.0MeV
エネルギー分解能：FWHM 7.5％以内
検出下限値：（Cs‒137）3Bq/kg以下
　　　　　　15分測定時（マリネリ容器）
測定時間：300秒から設定可能
基準線源：Cs‒137（付属）
分析核種数：40種類以上
内蔵遮蔽ケース：遮蔽鉛厚 85mm

測定容器： 100mL,750mL円筒容器、
500mLマリネリ容器

標準付属品： 校正用核種サンプル
1式

電源：DC5V、100mA（最大）
寸法／重量： 620（L）×360（W）×

770（H）（mm）／580kg

検出器：NaI（Tl）φ76×76（mm）
エネルギー分解能：662keVでFWHM 6.8～7.2％
エネルギーレンジ：15keV～3.0MeV
スペクトロメータ：1,024ch　MCA、線形エネルギー補償
測定成分：K,U,Th,Cs‒134,Cs‒137,Rn‒222他
測定単位：％／ppm／Bq／Bq/㎡（切替表示）
線量表示：0.1nSv/h～80μSv/h
動作温度：－10～50℃
通信：USB2.0、Bluetooth1.2、Wi-Fi（IEEE 802.11n）

その他： GPSアンテナ内蔵、スペクトル
分析用ソフトCD付き

特徴： 地表面の周辺線量率と同時に表面
の放射能量をベクレル表示するγ
線スペクトロメータ

電源：充電式Li‒ion 7.2V／6,600mAh
　　　連続動作時間　10時間以上
寸法／重量： 120（φ）×420（H）（mm）／

4kg

₇⊖₂ 可搬型大面積スペクトルサーベイメータ　identiFINDER R₅₀₀　別途見積　₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国FLIR Radiation社

R500は、R400の操作性にコンテナ等の測定に有効な大面積
検出器を採用
機能： 線量率表示、核種同定、スペクトル表示、ファインダ

ー機能
内蔵エレクトロニクス：1024chメモリ、DSP内蔵MCA
内蔵検出器：102×19mm　 NaI（Tl）検出器、GMチューブ

（‒NG）
　　　　　　 102×19mm　 NaI（Tl）検出器、GMチューブ、

He‒3検出器 （‒NGH）

寸法／重量：129×323×212（mm）／2,900g
内蔵メモリ：1.8GB
線量率範囲：0.000μSv/h～10.00mSv/h
スタビリゼーション：内蔵LED
アクセサリ： 外部バッテリチャージャ、

ACアダプタ
バッテリタイプ：外部バッテリ、単3乾電池も使用可能
ソフトウェア： WEB対応ソフトウェアによりPCへのソフト

ウェアのインストール不要

₈⊖₄ エネルギー補償型γ線用サーベイメータ　AT₁₁₂₅B 　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
ベラルーシATOMTEX社

₈⊖₅ GMサーベイメータ　₂₆　別途見積　₁．₅〜₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

₈⊖₅ GMサーベイメータ　₃/₄₄⊖₉　別途見積　₁．₅〜₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

γ線源のサーチと検出、環境周囲のγ線積算線量と線量率測
定を行うエネルギー補償型の高感度γ線用シンチレーション
サーベイメータです
また、プローブを接続することで、α線、β線の測定が可能
です
検出器：φ25×40mm NaI（Tl）シンチレータ
γおよびX線量率測定範囲：30nSv/h～300μSv/h
γおよびX線量測定範囲：10nSv～10mSv
エネルギー範囲：50keV～3MeV

γ線測定エネルギーレンジ：50keV～3MeV
連続測定時間：24時間以上
プロテクションクラス：IP54
寸法／重量：85×258×67（mm）／1kg

α、β、γ線を検出するGM管を用いた一体型サーベイメー
タ
ボタン2つの簡単操作、表面汚染測定に最適
測定モード：
　NORMALモード； BGレベルから1.99kcps、もしくは

99.9kcpmまでの計数率
　MAXモード；最大の計数率を捉えて表示
　SCALERモード；設定した時間内のカウント数を表示
検出器：パンケーキ型GM管検出器　ステンレススクリーン

検出器面積：有感面積　15cm2

測定範囲：0.1～1.99kcps　又は、
　　　　　1～99.9kcpm
電源：単3電池×2本
連続使用時間：約1,000時間
寸法／重量：46×69×272（mm）／0.45kg
IEC60325 Ed.3に準拠、JIS Z 4329に該当

Model 3はアナログサーベイメータのベストセラーです
α線、β線、γ線を計測します
検出器：パンケーキ型ハロゲン消滅GM
ウィンドウ：1.7±0.3mg/cm2 マイカ
ウィンドウエリア：アクティブ　15cm2

　　　　　　　　　オープン　12cm2

検出効率：14C；5％／90Sr/90Y；22％
　　　　　99Tc；19％／32P；32％
　　　　　239Pu；15％／125I；0.2％

感度： 3,300cpm/（mR/h）
（137Csにおいて）

寸法／重量： 165×89×216（mm）／
1.6kg

　　　　　　46×69×272（mm）／0.5kg
電源：単3電池×2本
連続使用時間：約2,000時間

₇⊖₂ 可搬型スペクトルサーベイメータ　identiFINDER R₄₀₀（U）　別途見積　₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国FLIR Radiation社

NaI（Tl）検出器を採用した水中用モデルで、水中10mまで使
用可能
機能： 線量率表示、核種同定、スペクトル表示、ファインダ

ー機能
内蔵エレクトロニクス：1024chメモリ、DSP内蔵MCA
内蔵検出器：35×51mm NaI（Tl）検出器、GMチューブ
内蔵メモリ：1.8GB
寸法／重量：270×94×82（mm）／1,360g
バッテリタイプ：外部バッテリ、単3乾電池も使用可能

線量率範囲：0.000μSv/h～
　　　　　　　10.00mSv/h
スタビリゼーション：内蔵LED
アクセサリ： 外部バッテリチャージ

ャ、ACアダプタ
ソフトウェア： WEB対応ソフトウ

ェアによりPCへの
ソフトウェアのイン
ストール不要

₈︲₃ 大面積α/β線用プローブ　SAB⊖₁₀₀　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

α/β線同時もしくはα線・β線単独コンタミ測定用
検出面積：102cm2

検出器タイプ：薄型プラスチック付着 ZnS（Ag）、
　　　　　　　交換式6μm厚マイラー窓
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

エネルギーレンジ：β ＞150keV、α ＞3MeV
測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

₈︲₃ パンケーキ型α/β線もしくは
α線・β線用プローブ 　SPAB⊖₁₅　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社
α/β線もしくはα線・β線専用コンタミ測定
検出器タイプ：シリコンPIPS検出器
検出器サイズ：1,700mm2PIPS
検出面積：15cm2

α検出効率（2π）：239Pu＞27％
β検出効率（2π）：90Sr＋90Y＞33％、36Cl＞33％
β＋γ検出効率（2π）：60Co＞11％
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や

MIP 10を使用）
測定レンジ：0～10,000c/s、
　　　　　　0～600kcpm
エネルギーレンジ：α ＞3MeV
　　　　　　　　　β ＞100keV

₈︲₄ X線用プローブ　SX⊖₂R　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

₈︲₄ γ線用プローブ　SG⊖R　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

X線／低エネルギーγ線測定用
検出器タイプ：φ1.5″×3mm厚 NaI（Tl）検出器
検出面積：8cm2、0.2mm厚Be窓
X検出効率（2π）：129I＞51％
エネルギーレンジ：5～200keV
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

γ線用測定用
検出器タイプ：NaI（Tl）検出器
　　　　　　　SG‒1R　1″×1″ NaI（Tl）
　　　　　　　SG‒2R　2″×2″ NaI（Tl）
単位表示：c/s、Sv（eq）/h
　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や

MIP 10を使用）
エネルギーレンジ：40keV～1.5MeV
測定レンジ：0～50μSv/h（SG‒2R）

　　　　　　0～200μSv/h（SG‒1R）

SG‒1R SG‒2R

₈⊖₄ 低線量用γプローブ　SVLD　別途見積　別途問合 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

測定レンジ：10nSv/h～1mSv/h
γ感度（137Cs ）：70cps/（μSv/h）
単位表示：Sv/h、Sv
　　　　　 （表示はRadiagem 2000、Colibri、Avoir 2000、

またはMIP 10を使用）
寸法：104.4（L）×80（W）×26（H）（mm）
　　　（コネクタ部分を含む）
重量：177g（ケーブルを含まない）
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サーベイメータ

₈︲₃ 大面積α/β線用プローブ　SAB⊖₁₀₀　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

α/β線同時もしくはα線・β線単独コンタミ測定用
検出面積：102cm2

検出器タイプ：薄型プラスチック付着 ZnS（Ag）、
　　　　　　　交換式6μm厚マイラー窓
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

エネルギーレンジ：β ＞150keV、α ＞3MeV
測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

₈︲₃ パンケーキ型α/β線もしくは
α線・β線用プローブ 　SPAB⊖₁₅　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社
α/β線もしくはα線・β線専用コンタミ測定
検出器タイプ：シリコンPIPS検出器
検出器サイズ：1,700mm2PIPS
検出面積：15cm2

α検出効率（2π）：239Pu＞27％
β検出効率（2π）：90Sr＋90Y＞33％、36Cl＞33％
β＋γ検出効率（2π）：60Co＞11％
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や

MIP 10を使用）
測定レンジ：0～10,000c/s、
　　　　　　0～600kcpm
エネルギーレンジ：α ＞3MeV
　　　　　　　　　β ＞100keV

₈︲₄ X線用プローブ　SX⊖₂R　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

₈︲₄ γ線用プローブ　SG⊖R　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

X線／低エネルギーγ線測定用
検出器タイプ：φ1.5″×3mm厚 NaI（Tl）検出器
検出面積：8cm2、0.2mm厚Be窓
X検出効率（2π）：129I＞51％
エネルギーレンジ：5～200keV
単位表示：c/s、Bq（eq）もしくはBq（eq）/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

測定レンジ：0～10,000c/s、0～600kcpm

γ線用測定用
検出器タイプ：NaI（Tl）検出器
　　　　　　　SG‒1R　1″×1″ NaI（Tl）
　　　　　　　SG‒2R　2″×2″ NaI（Tl）
単位表示：c/s、Sv（eq）/h
　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や

MIP 10を使用）
エネルギーレンジ：40keV～1.5MeV
測定レンジ：0～50μSv/h（SG‒2R）

　　　　　　0～200μSv/h（SG‒1R）

SG‒1R SG‒2R

₈⊖₄ 低線量用γプローブ　SVLD　別途見積　別途問合 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

測定レンジ：10nSv/h～1mSv/h
γ感度（137Cs ）：70cps/（μSv/h）
単位表示：Sv/h、Sv
　　　　　 （表示はRadiagem 2000、Colibri、Avoir 2000、

またはMIP 10を使用）
寸法：104.4（L）×80（W）×26（H）（mm）
　　　（コネクタ部分を含む）
重量：177g（ケーブルを含まない）

₈︲₃＊ α／β線用シンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₃₆₂　₈₃万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱

₈︲₄＊ ₁₂₅I測定用シンチレーションサーベイメータ　TCS⊖₁₇₃C　₆₅万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱

検出器：ZnS（Ag）＋プラスチックシンチレータ
測定線種：α線、β（γ）線
測定レンジ
　アナログ（メータ）及びデジタルLCD表示
　計数率：アナログ　0～100 kmin-1 6段切替
　　　　　　　　　　α線とβ線の切換表示
　　　　　デジタル　0～99.9kmin-1

　計数：デジタル　0～999,999カウント
時定数：3、10、30s

プリセットタイム：0～999s
寸法： 約110（W）×160（H）×260（D）

（mm）
質量：約1.6kg
電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続80時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能

検出器：φ50.8×3（mm）NaI（Tl）シンチレーション検出器
測定線種：γ（X）線
測定レンジ：0～10、30、100、300、1k、3k、10ks-1

時定数：3、10、30s
モニタ：電子ブザー内蔵
記録計出力：DC 0～＋10mV/F.S.
測定エネルギー範囲：20～45keV
寸法：約110（W）×180（H）×210（D）（mm）
質量：約1.6kg

電源：単2アルカリ乾電池 4本
　　　電池寿命；連続100時間以上
　　　ACアダプタ（オプション）
　　　接続可能

₉︲₁＊ ポケット線量計マイドーズミニ　PDM⊖₁₂₂B︲SHC　₂．₇万円　₁ヵ月以内 日立アロカメディカル㈱
検出器：シリコン半導体検出器
測定線種：γ（X）線 （40keV～）
エネルギー特性：50keV～1.5MeV（±30%以内）
　　　　　　　　137Cs、ファントムを用いて校正
測定範囲：0.1μSv～10Sv（1μSv/h～1Sv/h）
表示：4桁液晶デジタル表示、単位、電池残量
寸法：約30（W）×108（H）×11（D）（mm）
　　　（クリップ除く）
質量：約40g

電源：コイン形リチウム電池（CR2450B）
　　　連続で約700時間使用可能
特長：電磁波シールドカバー付属
　　　測定値保持

₉︲₁＊ ポケット線量計マイドーズミニX　PDM⊖₁₂₇B︲SZ　₃．₈万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：シリコン半導体検出器
測定線種：γ（X）線 （20keV～）
エネルギー特性：30～200keV（±30％以内）
　　　　　　　　241Amを用いて校正
測定範囲：1μSv～1Sv（1μSv/h～100mSv/h）
表示：4桁液晶デジタル表示、単位、電池残量
寸法：約30（W）×108（H）×11（D）（mm）
　　　（クリップ除く）
質量：約40g

電源： コイン形リチウム電池
（CR2450B）

　　　 連続で約350時間使用
可能

特長： 20keVから測定できる
低エネルギー用

₉︲₁＊ ポケット線量計マイドーズミニA　PDM⊖₂₂₂B︲SZ　₃．₃万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱
検出器：シリコン半導体検出器
測定線種：γ（X）線 （40keV以上）
エネルギー特性：50keV～1.5MeV（±30％以内）
測定範囲：1μSv～10Sv（1μSv/h～1Sv/h）
表示：4桁液晶デジタル表示、単位、電池残量
警報：5種類設定可能
寸法：約31（W）×140（H）×13（D）（mm）（クリップ除く）
電源：コイン型リチウム電池（CR2450B）
　　　連続で700時間使用可能

質量：約55g

₈︲₂
₈︲₄  βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂B　₉₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

₈︲₃ αβコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂A　₈₅万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₈︲₂
₈︲₄  βγ軽量ポータブル

コンタミネーションモニター　LB ₁₂₄B　₆₆万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：-15～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品と

比べ最も広いため、感度が
非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラー
がワンタッチで取り外せま
す

測定対象：α線及びβ線
検出器：PRガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：0.3mg/cm2 マイラーフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；17%、90Sr；34%、241Am；14%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：0～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品

と比べ最も広いため、感
度が非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラ
ーがワンタッチで取り外
せます

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：150cm2、80%トランスミッション
キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
測定モード：サーチ、レートメーター、クリアランス、
　　　　　　スケーラータイマー、半減期
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
使用温度範囲：-15～＋50℃
動作時間：100時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）

重量：1,620g（バッテリー含む）
特長： LB122Bをさらに軽量化し、

新機能を加えたモデルです
　　　 主な新機能として、250ポ

イント測定データメモリ、
5つの測定モード、双方向
RS232ポートを介したデー
タ通信機能などが加わりま
した

₈︲₅ βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₃B　₈₇万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₇︲₃ 中性子等価ドーズレートモニター　LB ₁₂₃N　₁₉₀万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：大面積キセノンガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%（59keV）
使用温度範囲：-15～＋50℃
サイズ：140（W）×160（H）×240（D）（mm）
重量：1,500g（検出器、アダプター含む）

特長： LB123BはUMO本体と検出器
が独立しているため、検出器
を取り替えるだけで簡単に目
的に応じた測定器に組み合わ
せられます

　　　 βγのみならず、αβ、ドーズレート、中性子ドーズ
レート、トリチウム、プルトニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意されています

測定対象：中性子線
検出器：3He比例計数管
エネルギー範囲：0.025eV（Thermal）～20MeV
測定範囲：10nSv/h～100mSv/h（ICRP 60レスポンス準拠）
方向依存性：±10％以下（1～20MeV）
使用温度範囲：-10～＋50℃
重量：9.2kg
特長： LB123NはUMO本体と検出器が独立しているため、

検出器を取り替えるだけで簡単に目的に応じた測定器

に組み合わせられます
　　　 中性子ドーズレートのみな

らず、αβ、βγ、ドーズ
レート、トリチウム、プル
トニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意
されています

₈︲₂ GM管式サーベイメーター　MODEL₃/
MODEL₄₄︲₉　₁₅．₆₆万円　cpmと

μSv/hの併記　在庫あり MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

₈︲₄ 放射線サーベイメーター　DGM︲₁₅₀₀　₆．₀₄万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
フィンランドKATA Electronics

メーター表示：0～6kcpm、0～20μSv/h、BAT TEST
測定レンジ切替：×0.1、×1、×10、×100
レスポンス切替：Fast（4秒）又はSlow（22秒）
電源：単1電池×2本
　　　（2,000時間連続使用、自然放射線レベルの場合）
寸法：89（W）×165（H）×216（D）（mm）
重量：1.6kg

測定線種：X、γ線 
検出範囲：線量率　0.01～100,000μSv/h
　　　　　積算線量　0.001～1,000mSv
検出器：エネルギー補償形 ネオン／ハロゲンGM管 
表示：μSv/h、mSv 
測定モード：自動測定モード、精密測定モード
寸法：91（W）×32（H）×147（D）（mm）
重量：300g（電池含む） 
電池電源：9V電池（300時間動作、自然放射線レベルの場合）

　　　　　AC電源（アダプタ要）
使用温度範囲：-30～55℃
付属品： AC電源アダプタ、皮製キャ

リングケース

₈︲₅ ポータブル汚染モニター　CoMo₁₇₀/₃₀₀　₅₄万円〜　₂ヵ月 MEASURE WORKS㈱
独国SEA社

₈︲₅ GMサーベイメーター　MODEL₂₆︲₁　₁₄．₀₄万円　₂ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

検出器： ZnSコーティングプラスチックシンチレーション検
出器

測定線種：α線、β／γ線　分離測定可能
検出器サイズ：検出器面積；170cm2（CoMo170）
　　　　　　　　　　　　　300cm2（CoMo300）
測定値表示：cps 又はBq、Bq/cm2

核種登録：25核種校正定数設定、2混合核種定義可能
測定時間：自動連続測定、又は設定時間測定
電源：単3電池×2本、動作時間：約25時間

使用温度範囲： －10～40℃（結露
なし）

寸法： 280（L）×125（W）×135（H）
（mm）（CoMo170）

　　　 318（L）×157（W）×172（H）
（mm）（CoMo300）

重量：約750g（CoMo170）
　　　約1,000g（CoMo300）

検出器：パンケーキ型GM管検出器 ステンレススクリーン
測定線種：α線、β線、γ線
効率：α線　11％（239Pu）
　　　β線　18％（99Tc）、25％（32P）
　　　γ線　5.5cps/（μSv/h）（137Cs）
アラーム機能：計数率、スケーラーアラームを任意設定可能
表示：3.5桁液晶ディスプレイ高12.7mm
　　　（k）cps、（k）cpm、low‒battery、MAX、ALARM
測定範囲：0.1～1.99kcps、又は1～99.9kcpm

電源： 単3電池×2本、連続使用時間約1,000時間（バ
ックライト常時ONでない場合）

外形寸法：46（H）×69（W）×272（L）（mm）
重量：約450g

₈︲₅ GMサーベイメーター　Inspector/Inspector USB　₉．₇₂万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
米国SE International社

検出器：ハロゲン消滅形GM管検出器（直径45mm）
測定線種：α線、β線、γ線、X線
測定範囲：0.001～100mR、0.01～1,000μSv/h
　　　　　0～300,000cpm、0～5,000cps
　　　　　0～9,999,000counts
使用環境：－10～50℃
使用電源：9Vアルカリ乾電池、
　　　　　2,160時間使用可能（自然放射線レベル）
本体寸法：150×80×30（mm）

オプション：ワイプテストプレート
　　　　　　エクストリームブート
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₇⊖₂ 可搬型大面積スペクトルサーベイメータ　identiFINDER R₅₀₀　別途見積　₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国FLIR Radiation社

R500は、R400の操作性にコンテナ等の測定に有効な大面積
検出器を採用
機能： 線量率表示、核種同定、スペクトル表示、ファインダ

ー機能
内蔵エレクトロニクス：1024chメモリ、DSP内蔵MCA
内蔵検出器：102×19mm　 NaI（Tl）検出器、GMチューブ

（‒NG）
　　　　　　 102×19mm　 NaI（Tl）検出器、GMチューブ、

He‒3検出器 （‒NGH）

寸法／重量：129×323×212（mm）／2,900g
内蔵メモリ：1.8GB
線量率範囲：0.000μSv/h～10.00mSv/h
スタビリゼーション：内蔵LED
アクセサリ： 外部バッテリチャージャ、

ACアダプタ
バッテリタイプ：外部バッテリ、単3乾電池も使用可能
ソフトウェア： WEB対応ソフトウェアによりPCへのソフト

ウェアのインストール不要

₈⊖₄ エネルギー補償型γ線用サーベイメータ　AT₁₁₂₅B 　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
ベラルーシATOMTEX社

₈⊖₅ GMサーベイメータ　₂₆　別途見積　₁．₅〜₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

₈⊖₅ GMサーベイメータ　₃/₄₄⊖₉　別途見積　₁．₅〜₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

γ線源のサーチと検出、環境周囲のγ線積算線量と線量率測
定を行うエネルギー補償型の高感度γ線用シンチレーション
サーベイメータです
また、プローブを接続することで、α線、β線の測定が可能
です
検出器：φ25×40mm NaI（Tl）シンチレータ
γおよびX線量率測定範囲：30nSv/h～300μSv/h
γおよびX線量測定範囲：10nSv～10mSv
エネルギー範囲：50keV～3MeV

γ線測定エネルギーレンジ：50keV～3MeV
連続測定時間：24時間以上
プロテクションクラス：IP54
寸法／重量：85×258×67（mm）／1kg

α、β、γ線を検出するGM管を用いた一体型サーベイメー
タ
ボタン2つの簡単操作、表面汚染測定に最適
測定モード：
　NORMALモード； BGレベルから1.99kcps、もしくは

99.9kcpmまでの計数率
　MAXモード；最大の計数率を捉えて表示
　SCALERモード；設定した時間内のカウント数を表示
検出器：パンケーキ型GM管検出器　ステンレススクリーン

検出器面積：有感面積　15cm2

測定範囲：0.1～1.99kcps　又は、
　　　　　1～99.9kcpm
電源：単3電池×2本
連続使用時間：約1,000時間
寸法／重量：46×69×272（mm）／0.45kg
IEC60325 Ed.3に準拠、JIS Z 4329に該当

Model 3はアナログサーベイメータのベストセラーです
α線、β線、γ線を計測します
検出器：パンケーキ型ハロゲン消滅GM
ウィンドウ：1.7±0.3mg/cm2 マイカ
ウィンドウエリア：アクティブ　15cm2

　　　　　　　　　オープン　12cm2

検出効率：14C；5％／90Sr/90Y；22％
　　　　　99Tc；19％／32P；32％
　　　　　239Pu；15％／125I；0.2％

感度： 3,300cpm/（mR/h）
（137Csにおいて）

寸法／重量： 165×89×216（mm）／
1.6kg

　　　　　　46×69×272（mm）／0.5kg
電源：単3電池×2本
連続使用時間：約2,000時間

₇⊖₂ 可搬型スペクトルサーベイメータ　identiFINDER R₄₀₀（U）　別途見積　₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国FLIR Radiation社

NaI（Tl）検出器を採用した水中用モデルで、水中10mまで使
用可能
機能： 線量率表示、核種同定、スペクトル表示、ファインダ

ー機能
内蔵エレクトロニクス：1024chメモリ、DSP内蔵MCA
内蔵検出器：35×51mm NaI（Tl）検出器、GMチューブ
内蔵メモリ：1.8GB
寸法／重量：270×94×82（mm）／1,360g
バッテリタイプ：外部バッテリ、単3乾電池も使用可能

線量率範囲：0.000μSv/h～
　　　　　　　10.00mSv/h
スタビリゼーション：内蔵LED
アクセサリ： 外部バッテリチャージ

ャ、ACアダプタ
ソフトウェア： WEB対応ソフトウ

ェアによりPCへの
ソフトウェアのイン
ストール不要

₈⊖₅ GMサーベイメータ　₂₂₄₁⊖₂/₄₄⊖₉　別途見積　₁．₅〜₃ヵ月 ㈱アドフューテック
米国LUDLUM MEASUREMENTS INC社

₁₁⊖₁ 簡易型ホールボディカウンタ　AT₁₃₁₆　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
ベラルーシATOMTEX社

₉⊖₁ パーソナル電子線量計　ドーズレイ₂　別途見積　₁ヵ月 ㈱アドフューテック
米国RAE Systems社

₁₂⊖₁ 食品放射能（セシウム）スクリーニングシステム　AT₁₃₂₀A　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
ベラルーシATOMTEX社

₁₂⊖₁ 食品放射能（セシウム）スクリーニングシステム　AT₁₃₂₀C　別途見積　別途問合 ㈱アドフューテック
ベラルーシATOMTEX社

Model 2241‒2は、線量率測定モードとスケーラモード機能
を有するデジタルサーベイメータです
検出器：パンケーキ型ハロゲン消滅GM
ウィンドウ：1.7±0.3mg/cm2 マイカ
ウィンドウエリア：アクティブ　15cm2

　　　　　　　　　オープン　12cm2

検出効率：14C；5％／90Sr/90Y；22％
　　　　　99Tc；19％／32P；32％
　　　　　239Pu；15％／125I；0.2％

感度： 3,300cpm/（mR/h）
（137Csにおいて）

寸法／重量： 165×89×216（mm）／
1.6kg

　　　　　　 46×69×272（mm）／
0.5kg

電源：単1電池×2本
連続使用時間：約200時間

3分間の測定で300Bqの体内のセシウム‒137を検出します
1時間に15人の測定が可能です
検出器：φ150×100mm NaI（Tl）シンチレータ
γ線測定エネルギー範囲：50keV～3MeV
測定核種（標準モード）：137Cs、40K
MCAチャンネル数：1024ch
必要電力：100～240V（50/60Hz）　200VA未満
連続測定時間：24時間以内
寸法：最少設置面積　2,000×1,500（mm）

重量：250kg

コンパクトなカードタイプのパーソナル線量計です
低線量用と高線量用の2種類のセンサーを搭載しており、幅
広い線量範囲をカバーします
検出器： 低線量用　CsI（Tl）シンチレータ＋光ダイオード
　　　　高線量用　エネルギー補正PINダイオード
エネルギー範囲：20keV～6MeV
線量率範囲：0μSv/h～10Sv/h
線量範囲：0μSv～10Sv
電源：LIR2450 充電式バッテリ

動作時間：最長200時間
プロテクションクラス：IP54
アラーム： ブザー、バイブレーショ

ン、LED
※PC接続でデータのダウンロード
可能
寸法：85×55×9.6（mm）（クリップ含まない）
重量：50g（電池とクリップ含む）

検出器：φ63×63mm NaI（Tl）シンチレータ
MCAメモリ：512ch
測定範囲：137Cs　3.7～100,000Bq/kg（Bq/L）
　　　　　134Cs　3.0～100,000Bq/kg（Bq/L）
　　　　　40K　50～20,000Bq/kg（Bq/L）
　　　　　131I　3～400,000Bq/kg（Bq/L）
エネルギー範囲：50～3,000keV
セットアップ時間：10分
寸法／重量：

　検出器部　φ98×350（mm）／3.0kg
　鉛シールド部　 φ600×700（mm）／

125kg
必要電力：100V （50/60Hz）　8VA未満
特長：
　・ 自動LEDスタビリゼーション機能装

備
　・AFT AT1320Aアシスタントプログラム（当社独自開発）
　　検出判定、スペクトル解析、帳票機能付

検出器：φ63×63mm NaI（Tl）シンチレータ
MCAメモリ：1,024ch
測定範囲：137Cs　3.7～100,000Bq/kg（Bq/L）
　　　　　134Cs　3.0～100,000Bq/kg（Bq/L）
　　　　　40K　50～20,000Bq/kg（Bq/L）
　　　　　131I　3～400,000Bq/kg（Bq/L）
　　　　　226Ra、232Th　10～10,000Bq/kg（Bq/L）
エネルギー範囲：50～3,000keV
セットアップ時間：10分

寸法／重量：
　検出器部　φ98×350（mm）／3.0kg
　鉛シールド部　 φ600×700（mm）／

125kg
必要電力：100V （50/60Hz）　8VA未満
特長：
　・自動LEDスタビリゼーション機能装備
　・AFT AT1320Aアシスタントプログラム（当社独自開発）
　　検出判定、スペクトル解析、帳票機能付

₈︲₅ 大面積α/β/γ線用プローブ　SABG⊖₁₀₀　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

₈︲₅ α/β/γ線用プローブ　SABG︲₁₅＋　別途問合　₂〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

検出器：ZnS（Ag）1.5mm厚プラスチックシンチレーション
検出面積：102cm2

α検出効率（2π）：241Am＞36％、239Pu＞33％
β検出効率（2π）：90Sr＋90Y＞39％、36Cl＞36％
β＋γ検出効率：60Co＞15％
単位表示：c/s、BqもしくはBq/cm2

　　　　　（ 表示はRadiagem 2000、Colibri、Avior 2000や
MIP 10を使用）

Radiagem 2000、Colibri、Avoir 2000、又はMIP 10に接続
して使用
測定レンジ：0.1～9999c/s
γ感度（137Cs）：6.4cps/（μGy/h）
エネルギー：α ＞2.6MeV、β ＞30keV、γ ＞5keV

₉︲₁＊ ポケット線量計　ウルトララディアック プラス　別途問合　₁〜₃ヵ月 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

₉︲₁ ポケット線量計　Dosicard、Dosiman
（X/γ線ポケット線量計）　別途問合　₀．₅〜₂ヵ月 キャンベラジャパン㈱

米国キャンベラ社

検出器：GM管検出器
測定エネルギーレンジ：60keV～1.5MeV
線量率測定レンジ：0.01μSv/h～2Sv/h
積算線量レンジ：0.001μSv～999Sv
事前設定可能な警告音と警告表示及びバイブレーション機能
過度の温度、ショック、湿度、埃、水漏れ及び高放射能場で
の使用可能
999点のデータ保存可能
オプション：CPUとの接続用赤外線ポート

検出器：シリコンピンダイオード検出器
測定エネルギーレンジ：50keV～2MeV
線量率レンジ：1μSv/h～1Sv/h
積算線量レンジ：1μSv～10Sv
アラーム設定可能
IP67プロテクション
寸法：89×57×8（mm）
重量：50g

オプション： DosicardSystem
と併用で多人数個
人管理も可能

₁₁⊖₁＊ ベッド式ホールボディカウンタ　ACCUSCAN　別途見積　別途問合 キャンベラジャパン㈱
米国キャンベラ社

リニアジオメトリで高精度
コンピュータ制御のスキャン機構ベッド
手足含む全身どこでも汚染位置の特定可能
76×127×406（mm） NaI検出器1台　標準搭載
オプションでGe検出器搭載可能
60Co LLD 150Bq、計数時間 8分
計数時間は2～200分まで可変
全方向10cm厚鉄シールド
柔軟性と操作性の高いABACOSソフトウェア
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サーベイメータ

₆︲₂ ハンドフットクロズモニタ　SK⊖₂₀₇₁　別途見積　₁₂₀日 産業科学㈱

₇︲₁ テレポールＷR　SK︲₆₅₄K　別途見積　約₆₀日 産業科学㈱
イスラエル国ローテム社

₇︲₁ 超小型GMサーベイメータ RAM GAM⊖₁　SK⊖₆₅₁　₂₃．₁万円　₆₀日 産業科学㈱
イスラエル国ローテム社

検出器：GM管検出器　有効面積19.6cm2

　　　　手8本、足6本、衣服1本、合計15本
測定線種：β（γ）線
モニタ部アラーム：各測定範囲任意設定可能
測定範囲：手及び足部　0～9,999cps、衣服部　0～9,999cps
検出限界：手部　0.3Bq/cm2、足部　0.3Bq/cm2

　　　　　衣服部　0.4Bq/cm2（使用線源204Tl）
計数方式：手及び足部　積算計数指示方式
　　　　　衣服部　計数率指示方式及び積算計数指示方式

テレポールWRは、伸縮自在のポールに検出器を取付けて、
“安全な距離”を確保し測定ができるγ線用サーベイメータで
す
ポールは、４つの節からなり107cmから337cmまで自在に伸
縮できます
ポールの先端には検出器が取付けてあり、0.5μSv/h～
10Sv/hのワイドレンジで測定できます
テレポールは、測定値を380個記憶することができ、RMVソ
フトを使用してPCへダウンロードできます

検出器：エネルギー補償型GM管　ZP1201
測定範囲：0.5～9,999μSv/h
エネルギー範囲：50keV～2.0MeV
感度：1.7cps/（μSv/h）
電源：9Vアルカリ乾電池 1個（50時間連続使用可能）
　　　電圧自動チェック
大きさ：72（W）×34（H）×130（D）（mm）
重さ：280g

・デジタル表示
・積算可能
・アラーム機能あり
　アラーム値可変
・手のひらサイズ
・強化プラスチック製　簡易防水

₈︲₅ RAM︲DAサーベイメータシリーズ　検出器の組合せによる　約₆₀日 産業科学㈱
イスラエル国ローテム社

₈︲₅ 超小型パンケーキ型GMサーベイメータ RAM GENE︲₁ markⅡ　SK⊖₆₄₉E
SK⊖₆₄₉F 　₂₅．₂万円

₂₅．₂万円　₆₀日 産業科学㈱
イスラエル国ローテム社

1台で数台分の役目をするサーベイメータ
型　　番 型　　名 種　　　　　　類 用　　　　　　　　　　途
SK-641A IC-10A-P 電離箱検出器 β、γ、X線検出用
SK-641B IC-10X-P 電離箱検出器 X線散乱・漏洩線検出用
SK-642A PA-100 エアプロポーショナル α表面汚染検出用
SK-643 PM-10 シンチレーション検出器 低エネルギーX、γ線検出用
SK-644 PM-11 シンチレーション検出器 高エネルギーγ線検出用
SK-645 GM-10 パンケーキ型GM検出器 α、β、γ表面汚染検出用
SK-646 GM-40 GM検出器 高レベル用（250μSv/h～10Sv/h）
SK-647 GM-41 GM検出器 中レベル用（ 50μSv/h～1Sv/h）
SK-648 GM-42 GM検出器 低レベル用（0.5μSv/h～10mSv/h）

・デジタル表示
・測定単位：cps（またはcpm）＆μSv/h
・手のひらサイズ
・アルミケース　簡易防水
LED：放射線パルスに対応して点滅
電源：9Vアルカリ乾電池 1個（50時間連続使用可能）
　　　バッテリー電圧自動チェック
検出器：パンケーキ型GM管（LND73118）
　　　　有効面積　15.5cm2

計数管窓：マイカ 1.5～2mg/cm2

　　　　　保護用ステンレスメッシュ付
感度：5.8cps/（μSv/h）　350cpm/（μSv/h）
筐体：強化プラスチック製（ABS樹脂）
　　　スタンドアップホルダ付
大きさ：67（W）×110（H）×74（D）（mm）
重さ：565g
オプション：コリメータ（4種）、線量率測定用アルミディスク

₇︲₄ 多目的デジタル
サーベイメータ　FH₄₀GL　約₄₂万円（税抜）〜　プローブは別途

目的に応じて選択　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱
Thermo　Scientific社

測定線種：中性子、α、β、γ、X線（使用するプローブに依存）
本体： 10nSv/h～100mSv/hの線量率に対応する比例計数管を内蔵

した携帯型デジタルサーベイメータ
エネルギー範囲：36keV～1.3MeV
電源：単3乾電池 2本
バッテリー寿命：アルカリ電池 250時間、リチウム電池 500時間
寸法／重量：195×73×42（mm）／453g（バッテリーを含む）

γ線検出器 汚染検出器 中性子検出器
プラスチックシンチレータ
NaIシンチレータ
GM管水中プローブ、GM管、
テレプローブ、比例計数管

比例計数管
GM管パンケーキ
シンチレータ

BF3検出器
He-3検出器

外部検出器： シンチレーション検出器の他、
GM管、比例計数管等を選択
可

特長：・データロギング最大256点
　　　・数値表示および対数グラフ付LCD
　　　・レスポンス時間自動調整
　　　・ Windows PCプログラムで設定・

校正
　　　・ 内蔵の検出器と外部検出器による

同時計測
　　　・軽量、丈夫な防水構造

₇⊖₄ 多目的サーベイメータ　RadEye B₂₀　約₂₅万円（税抜）　約₂週間 セイコー・イージーアンドジー㈱
Thermo Fisher Scientic社

検出器：エネルギー補償型GM管検出器
測定線種：α線、β線、γ線
測定範囲：0.05μSv/h～2mSv/h
　　　　　0.05μSv/h～100mSv/h （B20‒ER）
エネルギー範囲：17keV～1.3MeV（フィルタ時）
効率（2π）：241Am；28％、60Co；25％、90Sr/90Y；36％
表示単位：Sv/h、cps、cpm、dps、Bq
外形寸法：130×70×60（mm）（ラバー部含む）
重量：約300g

測定モード： スケーラモード、レー
トメータモード

バッテリー寿命： 400時間（標準単4
電池使用時）

オプション： H*（10）測定用フィル
タ、PC通信キット

₇︲₄ ハンドヘルドスペクトロ
サーベイメータ 　MICROSPEC⊖₂™　別途問合　プローブにより価

格が異なります 　別途問合 セイコー･イージーアンドジー㈱
カナダ国BTI社

小型MCAとプローブで構成するハンドヘルド・スペクトロスコピーシス
テムです
機能：線量測定（線量・線量率表示）、スペクトル測定
プローブ：目的に応じてプローブを選択（β線、γ線、X線、中性子線）
MICROSPEC‒2：プローブE、G、Xのうち一つを選択
MICROSPEC‒2B：プローブB内蔵
　いずれもプローブの追加が可能
プローブ E（γ） G（γ） 3E（γ） X（γ・X） B（β） N（中性子）
エネルギー
レンジ 50keV～3MeV ＜5～

200keV
＜100keV
～3MeV

thermal
～20MeV

最大線量率 100μSv/h 200μSv/h 30μSv/h 7μSv/h 15mSv/h 200μSv/h

バッテリー：NiCad単3充電池×3
寿命：＞8時間
寸法：MCA　231×159×65（mm）
　　　プローブ　152×91×254（mm）
重量：MCA　1.9kg、プローブ　1.4kg
特長：・ one‒keyコントロールの簡単操作

で高精度な線量率情報
　　　・ ユーザー編集可能なライブラリで

高速自動ピークサーチ＆核種同定
　　　・現場で汚染物質のスペクトル分析が可能
　　　・MICROSPEC‒3™（GPS付、2次元線量マッピング可能）有り

₈︲₅ β・γ線コンタミネーションメータ　Mini⊖TRACE β　₁₉万円（税抜）〜　約₂週間 セイコー･イージーアンドジー㈱
独国SAPHYMO（旧Genitron）社

表示単位：B‒30；Bq、C‒10；cps
測定レンジ：0～30kBq、0～10,000cps（60Co）
感度：0.15cps/Bq（60Co）
検出器：GMパンケーキ、有感面積 15.55cm2、
　　　　ウィンドウ 2.0mg/cm2

表示画面： 6桁LCDディスプレイ、アラーム＆ステータスメ
ッセージを5桁のアルファベットや数字で表示

検出器限界：5秒間測定後 13Bq、10秒後 9Bq、
　　　　　　60秒後 4Bq（60Co）

動作温度：-10～＋40℃
外形寸法：82（W）×24（H）×139（D）（mm）
重量：約315g（バッテリー含む）
電源：単3乾電池×2
特長：・バッテリー動作時間2,000時間
　　　・4つのアラームスレッショルド
　　　・赤外線インターフェース

₉⊖₁ 電子式個人線量計　EPD Mk₂　約₁₆万円（税抜）〜　約₂週間 セイコー・イージーアンドジー㈱
Thermo Fisher Scientic社

検出器：PINダイオード式検出器
測定線種：1cm線量当量（X／γ線）
　　　　　70μm線量当量（β線）
線量当量：0～16Sv
線量当量率：0～4Sv/h
エネルギー範囲：15keV～10MeV（X／γ線）
　　　　　　　　250keV～1.5MeV（β線）
表示単位：Sv、Sv/h
外形寸法／重量：85×63×19（mm）／95g（電池含）

動作温度：－10～40℃
オプション：PC通信キット
規格：MIL STD461D RS103

₇︲₁ シンチレーションサーベイメータ
（検出器₁×₁インチ／₂×₂インチNaI）　Model ₂₂₄₁︲₂　別途問合　₁ヵ月 東洋メディック㈱

米国Ludlum Measurements, Inc.社製

₁₆︲₁ ポータブルMCA　MCA₈₀₀₀D　別途問合　₁ヵ月 東洋メディック㈱
米国AMPTEK社

₇︲₁ 高感度電離箱サーベイメータ　Model ₉DP＊　別途問合　₁ヵ月 東洋メディック㈱
米国Ludlum Measurements, Inc.社製

₇︲₁ 高感度電離箱サーベイメータ　₄₅₁B⊖DE⊖SI　別途問合　１ヵ月 東洋メディック㈱
米国Fluke Biomedical社

₈︲₅ GMサーベイメータ　Model ₂₂₄₁︲₂　別途問合　₁ヵ月 東洋メディック㈱
米国Ludlum Measurements, Inc.社製

検出放射線：γ・X線
検出器：NaIシンチレータ（2サイズ有り）
エネルギーレンジ：50keV～1.5MeV（1″ NaI）
　　　　　　　　　50keV～3.0MeV（2″ NaI）
測定モード：線量率、カウントレート、スケーラー
測定範囲：BG～9,999Sv/h、BG～100kcps
時定数：FAST/SLOW切替え
表示：4桁デジタル表示
電源：単1アルカリ電池×2本

バッテリ寿命：約200時間
使用温度：－20～50℃
本体寸法： 89（W）×165（H）×216（D）

（mm）
本体重量：1.6kg（バッテリ含む）
プローブ重量：1″ 0.5kg
　　　　　　　2″ 1.0kg

ADC：最大8kch
インターフェース：USB、RS-232C、イーサネット
スペクトルメモリ：最大128個のスペクトル保存可
電源：USB給電／ACアダプタ
使用温度：－20～50℃
寸法：125（W）×71（H）×20（D）（mm）
重量：165g（バッテリ含む）

検出放射線：β線（1Mev以上）、γ・X線（25keV以上）
検出器：8気圧、230mL圧縮空気電離箱
測定レンジ：0～50mSv/h（自動切替え）
精度：±10%
表示：カラー液晶表示
ウォームアップ時間：約1分
電源：単3 Ni-MH充電池×8本
　　　（ACアダプタ付き）
バッテリ寿命：最大30時間

使用温度：－20～50℃
寸法： 116（W）×219（H）×245（D）（mm）
重量：1.5kg（バッテリ含む）

検出放射線：X、γ線（7keV～2MeV）
エネルギーレスポンス：1cm線量当量レスポンスカーブ準拠
　　　　　　　　　　　（ウィンドウ閉時）
　　　　　　　　　　　70μm線量当量レスポンスカーブ準拠
　　　　　　　　　　　（ウィンドウ開時）
測定範囲：0～5μSv/h　応答５秒
　　　　　0～50μSv/h　応答2秒
　　　　　0～500μSv/h　応答1.8秒
　　　　　0～5mSv/h　応答1.8秒
　　　　　0～50mSv/h　応答1.8秒
最小分解能：0.1μSv/h

正確度：±10%以内（エネルギー特性を除く）
精度：±5%以内（エネルギー特性を除く）
検出器：空気電離箱（349mL）（非圧縮空気）
表示：液晶表示（オートレンジ）
バッテリー及び寿命：9V 乾電池2個
　　　　　　　　　　連続200時間
ウォームアップ時間：約１分
使用温度：-40～70℃
寸法：100（W）×150（H）×200（D）（mm）
重量：1.1kg

検出放射線：α線、β線、γ・X線
検出器：パンケーキ型GMプローブ
窓エリア：直径5.1cm（材料マイカ）
測定モード：線量率、カウントレート、スケーラー
測定範囲：BG～9,999Sv/h、BG～100kcps
時定数：FAST/SLOW切替え
付属品：周辺線量等量フィルタ
表示：4桁デジタル表示
電源：単1アルカリ電池×2本

バッテリ寿命：約200時間
使用温度：－20～50℃
本体寸法： 89（W）×165（H）×216（D）

（mm）
本体重量：1.6kg（バッテリ含む）
プローブ重量：0.5kg

₈︲₂
₈︲₄  βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂B　₉₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

₈︲₃ αβコンタミネーションモニター　LB ₁₂₂A　₈₅万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₈︲₂
₈︲₄  βγ軽量ポータブル

コンタミネーションモニター　LB ₁₂₄B　₆₆万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：-15～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品と

比べ最も広いため、感度が
非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラー
がワンタッチで取り外せま
す

測定対象：α線及びβ線
検出器：PRガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：0.3mg/cm2 マイラーフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；17%、90Sr；34%、241Am；14%
ディスプレー：レンジ　0.000～9,999
しきい値：0.001～9,999 調整可能
使用温度範囲：0～＋50℃

使用湿度範囲：0～98%
サイズ：140×234×126（mm）
重量：2,175g（バッテリー含む）
特長： 検出器の面積が他社製品

と比べ最も広いため、感
度が非常に優れています

　　　 また、検出器とスケーラ
ーがワンタッチで取り外
せます

測定対象：β線及びγ線
検出器：キセノンガス封入型比例計数管
検出器窓面積：150cm2、80%トランスミッション
キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
測定モード：サーチ、レートメーター、クリアランス、
　　　　　　スケーラータイマー、半減期
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
使用温度範囲：-15～＋50℃
動作時間：100時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）

重量：1,620g（バッテリー含む）
特長： LB122Bをさらに軽量化し、

新機能を加えたモデルです
　　　 主な新機能として、250ポ

イント測定データメモリ、
5つの測定モード、双方向
RS232ポートを介したデー
タ通信機能などが加わりま
した

₈︲₅ βγコンタミネーションモニター　LB ₁₂₃B　₈₇万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₇︲₃ 中性子等価ドーズレートモニター　LB ₁₂₃N　₁₉₀万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：β線及びγ線
検出器：大面積キセノンガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：5mg/cm2 チタンフォイル
計数ガス：キセノンガス
検出効率：14C；3.6%、90Sr；30%、241Am；11%（59keV）
使用温度範囲：-15～＋50℃
サイズ：140（W）×160（H）×240（D）（mm）
重量：1,500g（検出器、アダプター含む）

特長： LB123BはUMO本体と検出器
が独立しているため、検出器
を取り替えるだけで簡単に目
的に応じた測定器に組み合わ
せられます

　　　 βγのみならず、αβ、ドーズレート、中性子ドーズ
レート、トリチウム、プルトニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意されています

測定対象：中性子線
検出器：3He比例計数管
エネルギー範囲：0.025eV（Thermal）～20MeV
測定範囲：10nSv/h～100mSv/h（ICRP 60レスポンス準拠）
方向依存性：±10％以下（1～20MeV）
使用温度範囲：-10～＋50℃
重量：9.2kg
特長： LB123NはUMO本体と検出器が独立しているため、

検出器を取り替えるだけで簡単に目的に応じた測定器

に組み合わせられます
　　　 中性子ドーズレートのみな

らず、αβ、βγ、ドーズ
レート、トリチウム、プル
トニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意
されています
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₈︲₃ αβ線ポータブル
コンタミネーションモニター　LB ₁₂₄ SCINT　₇₀万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

₈︲₅ プルトニウムサーベイメーター　LB ₁₂₃P　₁₉₀万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

₈︲₃ αβ線ポータブルコンタミネー
ションモニター（大面積タイプ）　LB ₁₂₄ SCINT︲₃₀₀　₈₈万円　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱

独国Berthold Technologies社

測定対象：α線及びβ（γ）線
検出器：ZnS（Ag）シンチレーター
検出器窓面積：170cm2

キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
動作時間：50時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）
重量：1,300g（バッテリー含む）
特長： ガスタイプのαβモニターに比べ、ガスの供給が不要、

簡単な操作です
　　　 また、RS232ポートを

介したデータ通信機能
など新機能が加わりま
した

測定対象：プルトニウム
検出器：3He比例計数管（モデレーター内）　
フルーエンスレスポンス：26.4cm2

検出限界：75mg（距離1m、5秒計測、信頼性95%）
中性子エネルギー範囲：10～100keV
測定範囲：30nSv/h～1,000mSv/h
バックグラウンド：0.06cps（8nSv/h 中性子ドーズ）
サイズ：180（W）×310（H）×130（D）（mm）
重量：3,850g

特長： LB123PはUMO本体と検出器が
独立しているため、検出器を取
り替えるだけで簡単に目的に応
じた測定器に組み合わせられま
す

　　　 プルトニウムのみならず、αβ、
βγ、ドーズレート、中性子ド
ーズレート、トリチウム、及びαβアクティビィティ
の各検出器が用意されています

測定対象：α線及びβ（γ）線
検出器：ZnS（Ag）シンチレーター
検出器窓面積：345cm2

キャリブレーション：ISO 7503‒1もしくはDIN 44801
核種リスト：50種類以上の核種校正ファクターをセット
動作時間：50時間以上（アルカリ電池使用時）
サイズ：240×140×110（mm）
重量：1,850g（バッテリー含む）
特長： 大面積タイプのαβモニターです／ガスタイプに比べ

簡単操作、簡単なリ
ペア、ガスの供給が
不要などといった優
位点があります／ま
た、RS232ポートを
介したデータ通信機
能など新機能が多数
加わりました

₈︲₃ αβコンタミネーションモニター　LB ₁₂₃A　₈₅万円　₁〜₂ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

測定対象：α線及びβ線
検出器：大面積PRガス充填型比例計数管
検出器窓面積：120×190（mm）（220cm2）
検出器窓厚：0.4mg/cm2 マイラーフォイル
計数ガス：PRガス
検出効率：14C；17%、90Sr；34%、241Am；14%
使用温度範囲：-15～＋30℃
サイズ：140（W）×160（H）×240（D）（mm）
重量：1,500g（検出器、アダプター含む）

特長： LB123AはUMO本体と検出器
が独立しているため、検出器
を取り替えるだけで簡単に目
的に応じた測定器に組み合わ
せられます

　　　 αβのみならず、βγ、ドーズレート、中性子ドーズ
レート、トリチウム、プルトニウム及びαβアクティ
ビィティの各検出器が用意されています

₁₂︲₁ γ線スペクトロメーター　LB ₂₀₄₅　₂₆₀万円〜　₂〜₃ヵ月 ベルトールドジャパン㈱
独国Berthold Technologies社

スペクトルメモリ：1,024ch
ADC：7μs
エネルギー範囲：0～254、0～1,024、0～2,048keV
核種リスト：50種類以上の校正値をセット
メモリ：70スペクトル及び800 ROI値
サイズ：245×145×325（mm）
特長： 様々なタイプの検出器（NaI、CsI、BGO）に接続可

能なスペクトロメータです
　　　 新採用の320×240mmタッチパネルにより、使いやす

くなりました

₆︲₆ 放射線検出モニタリングシステム　ASM₃₀₀₀GSE　別途見積　₃〜₄ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

₆︲₆ 放射線検出モニタリングシステム　ASMⅣ ₆KE　別途見積　₃〜₄ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

車両の自動放射線検出用に開発された装置であり、2個のプ
ラスチックシンチレータを対向または横と上に設置し、車両
に搭載された放射性物質を高感度に検出します
検出器：プラスチックシンチレータ
検出器外寸法：457（L）×1,829（H）×305（D）（mm）
コントロールユニット：容易かつシンプルな操作性
診断機能：電源投入時にセルフテストを実行

特徴： 周囲のバックグラウンド放射線レベルの継続的なモニ
タ

　　　車両通過をし始めると、自動的に測定モードへ切換
　　　放射線を検出した場合、自動的にアラーム発生
　　　スキャン及びアラームのデータロギング（オプション）

車両の自動放射線検出用に開発された装置であり、2個のプ
ラスチックシンチレータを対向または横と上に設置し、車両
に搭載された放射性物質を高感度に検出します
検出器外寸法：914（L）×1,829（H）×305（D）（mm）
重量：340kg（1検出器当たり）
コントロールユニット： パーソナルコンピューター及び外部

ネットワークアクセスのためのイン
ターフェース（プリンタオプション）

特徴：アラーム状態を表示、プリントアウト
　　　放射線アラームレベルは3段階に任意に設定可能
　　　容易な操作性

₇︲₁ サーベイメータ　RadEye PRD　₃₄．₄万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

シンチレーションサーベイメータ
測定線種：Ｘ線、γ線
測定範囲：0.01～250μSv/ｈ
エネルギー範囲：60keV～1.3MkeV
外観寸法：96×61×31（mm）
重量：約160g
電源：単4アルカリ乾電池 2本
特長： アラーム機能を持ち、μSv（線量当量）、cps（計数率）

による測定対応

　　　 ポケットサイズ

₇︲₄ GPS連動型空間線量率自動記録システム
HOT SPOT FINDER 　₁₁₈万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
検出器：大容量Csl（Tl）シンチレータ
　　　　＋MPPC（半導体型光検出器）
エネルギー範囲：30keV～2MeV
重量：320g
特徴： 空間線量率・測定日時・GPSデータを1秒毎にデータ

を自動保存
　　　 データを全国マップ上に表示し、線量率マップが作成

できます
　　　 GPSマップ表示モードで現在地を確認しながら線量率

測定ができます

₈︲₅ 多目的サーベイメータ　RadEye B₂₀⊖ER　₂₄．₄万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

測定線種：α線、β線、Ⅹ線、γ線
検出器：パンケーキ型GM管
測定範囲：計数率　0～500kcps
　　　　　線量率　0～100ｍSv/h
エネルギー範囲：17keV～1.3MeV（フィルタ有）
アラーム方式：LED、警報音、バイブレーション
外観寸法：130×70×60（mm）
重量：300g
電源：単4乾電池 2本

GM検出器サイズ：φ44ｍｍ
特長： Bq、Bq/cm2、cps、μSv/h、

μSvによる対応可能で検出
器と読み取り部が一体となり
超小型です

₈︲₂ GM管式サーベイメーター　MODEL₃/
MODEL₄₄︲₉　₁₅．₆₆万円　cpmと

μSv/hの併記　在庫あり MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

₈︲₄ 放射線サーベイメーター　DGM︲₁₅₀₀　₆．₀₄万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
フィンランドKATA Electronics

メーター表示：0～6kcpm、0～20μSv/h、BAT TEST
測定レンジ切替：×0.1、×1、×10、×100
レスポンス切替：Fast（4秒）又はSlow（22秒）
電源：単1電池×2本
　　　（2,000時間連続使用、自然放射線レベルの場合）
寸法：89（W）×165（H）×216（D）（mm）
重量：1.6kg

測定線種：X、γ線 
検出範囲：線量率　0.01～100,000μSv/h
　　　　　積算線量　0.001～1,000mSv
検出器：エネルギー補償形 ネオン／ハロゲンGM管 
表示：μSv/h、mSv 
測定モード：自動測定モード、精密測定モード
寸法：91（W）×32（H）×147（D）（mm）
重量：300g（電池含む） 
電池電源：9V電池（300時間動作、自然放射線レベルの場合）

　　　　　AC電源（アダプタ要）
使用温度範囲：-30～55℃
付属品： AC電源アダプタ、皮製キャ

リングケース

₈︲₅ ポータブル汚染モニター　CoMo₁₇₀/₃₀₀　₅₄万円〜　₂ヵ月 MEASURE WORKS㈱
独国SEA社

₈︲₅ GMサーベイメーター　MODEL₂₆︲₁　₁₄．₀₄万円　₂ヵ月 MEASURE WORKS㈱
米国Ludlum Measurements Inc

検出器： ZnSコーティングプラスチックシンチレーション検
出器

測定線種：α線、β／γ線　分離測定可能
検出器サイズ：検出器面積；170cm2（CoMo170）
　　　　　　　　　　　　　300cm2（CoMo300）
測定値表示：cps 又はBq、Bq/cm2

核種登録：25核種校正定数設定、2混合核種定義可能
測定時間：自動連続測定、又は設定時間測定
電源：単3電池×2本、動作時間：約25時間

使用温度範囲： －10～40℃（結露
なし）

寸法： 280（L）×125（W）×135（H）
（mm）（CoMo170）

　　　 318（L）×157（W）×172（H）
（mm）（CoMo300）

重量：約750g（CoMo170）
　　　約1,000g（CoMo300）

検出器：パンケーキ型GM管検出器 ステンレススクリーン
測定線種：α線、β線、γ線
効率：α線　11％（239Pu）
　　　β線　18％（99Tc）、25％（32P）
　　　γ線　5.5cps/（μSv/h）（137Cs）
アラーム機能：計数率、スケーラーアラームを任意設定可能
表示：3.5桁液晶ディスプレイ高12.7mm
　　　（k）cps、（k）cpm、low‒battery、MAX、ALARM
測定範囲：0.1～1.99kcps、又は1～99.9kcpm

電源： 単3電池×2本、連続使用時間約1,000時間（バ
ックライト常時ONでない場合）

外形寸法：46（H）×69（W）×272（L）（mm）
重量：約450g

₈︲₅ GMサーベイメーター　Inspector/Inspector USB　₉．₇₂万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
米国SE International社

検出器：ハロゲン消滅形GM管検出器（直径45mm）
測定線種：α線、β線、γ線、X線
測定範囲：0.001～100mR、0.01～1,000μSv/h
　　　　　0～300,000cpm、0～5,000cps
　　　　　0～9,999,000counts
使用環境：－10～50℃
使用電源：9Vアルカリ乾電池、
　　　　　2,160時間使用可能（自然放射線レベル）
本体寸法：150×80×30（mm）

オプション：ワイプテストプレート
　　　　　　エクストリームブート




