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個人線量計

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

₉⊖₁ GPS個人線量計　JB₄₀₅₀CsGP　別途問合　₁ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

₁₂⊖₂ 放射線検出器　JB₆₀₀₀MAX　別途問合　₁．₅ヵ月 （株）JBジャパン・ブランド

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：0.01～100μSv/h
累積線量：0.01μSv～999.9mSv
エネルギー応答：50keV～3MeV
相対固有誤差：±20％
測定時間：AUTO／1／5／10／15／30／60 sec
警報設定：0.5／1.0／2.5／10／30／50 μSv/h

GPS位置精度：±3～4m（郊外）、
　　　　　　　±5～10m（市内）
　　　　　　　※当社調べ
電源： リチウムイオン電池（50時間稼働可）

※GPS非稼動時200時間稼動可
寸法：58（W）×28（T）×126（L）（mm）
重量：200g

検出器：NaI（Tl）シンチレーション（エネルギー補償型）
　　　　φ75×75L（mm）
遮蔽体：鉛 50mm（150mmまで増設可能）
測定核種：137Cs（134Cs合算）、131I、40K
測定下限：2.6Bq/kg（137Cs、3hrBG＋1hr測定）
エネルギー応答：48keV～3MeV
相対固有誤差：±30％（測定下限時）
チャンネル数：2,048ch　MCA
分解能：7.5％

マリネリ容器：1L（別売可）
電源：100V
寸法： 830（L）×610（W）×830

（H）（mm）
重量：280kg
備考：PC別売
　　　カスタマイズ承ります

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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₅⊖₆ H₂ダストサンプラ　TH⊖D₀₅₀₁₀₆₀　₁₂．₁万円　₃ヵ月 ㈱千代田テクノル

₅︲₆ 可変流量型ダストサンプラ　TH︲D₀₅₀₁₀₅₂　₈₁．₉万円　約₂．₅ヵ月 ㈱千代田テクノル

吸引性能：650L/min（20℃、1気圧）
捕集濾紙：HE-40T（φ105、φ110（mm））
構成：ブロア；単相直巻整流子モータ
　　　　　　　（耐久性：連続運転にて700時間以上）
　　　過昇温防止器；自動復帰式、定格温度 80℃
　　　ヒューズ；10A
電源：AC 100V±10V、50Hz/60Hz
消費電力：620W
外形寸法： 165（W）×190（H）×173（D）（mm）（突起物を含ま

ず）
重量：約3kg（電源コード含まず）
特長： 小型で軽量な高流量ダストサ

ンプラです
　　　 取っ手があるので持ち運びが

容易です
　　　 特注品としてタイマー付も用

意しております

捕集対象：空気中に浮遊する放射性塵埃および放射性ヨウ素
補修濾紙：HE-40T、CP-20、CHC-50　外径φ60mm
電源：AC 100V±10V、60Hz
寸法：190（W）×323（H）×285（D）（mm）（突起物を含まず）
流量：20～120L/min
重量：約8kg（電源ケーブル、付属品を除く）
安全装置：過負荷防止機能、過湿度防止機能付
付属品：CP-20用アダプタ、HE-40T用アダプタ；各1個

₁₀︲₂ 個人モニタリングサービス（ガラスリング） ㈱千代田テクノル
名称：X・γ線用ガラスリング（JP、JK小・大2サイズ）
　　　β線用ガラスリング（JB、JL小・大2サイズ）
検出子：銀活性リン酸塩ガラス
測定エネルギー範囲：X・γ線　25keV～3.0MeV
　　　　　　　　　　β線　1.5～3.0MeV
測定線量範囲：X・γ線　0.1～1,000mSv
　　　　　　　β線　0.2～1,000mSv
目的：末端部の個人線量の測定

₂⊖₃ 放射線モニタリングシステム「ラジプローブ」　車載PCタイプ
スマートフォン版　₅₈₀万円〜

₂₈₀万円〜 　約₃ヵ月 ㈱千代田テクノル
「ラジプローブ」は、（独）放射線医学総合研究所が開発し千代
田テクノルが商品化した、スペクトルサーベイ、GPS、Web
カメラを連動させた放射線モニタリングシステムです
Android版のスマートフォンタイプも用意しており、難しい
設定が必要なく、原子力災害の初動対応に必要な機能を搭載
しています
携帯電話データカードだけでなく、衛星通信も利用可能です
測定現場と対策本部がリアルタイムに結ばれ緊急メッセージ
を発信できます

また、通信が遮断されて
も復旧時からレジューム
送信が可能です（特許申
請中）
測定線種： γ線（線量率、

28核種、積算
線量）

　　　　　中性子（計数率）
計測器同時接続数：最大3台（スマフォ版は1台）

₉⊖₁ 半導体式電子ポケット線量計
マイドーズデュオ 　TH⊖C₀₂₀₁₀₄₉　₁₀．₉万円　₁ヵ月 ㈱千代田テクノル
検出放射線：γ（X）線、β線
表示範囲：Hp（10）、Hp（0.07）　0.001～9,999mSv
有効測定範囲：0.01～9,999mSv
　　　　　　　（137Cs、ファントムを用いて校正）
エネルギー特性：γ（X）線　 20keV～1.5MeV

Hp（10）　±30％以内
　　　　　　　　β線　 0.5～2.2MeV

Hp（0.07）　±30％以内
使用電池：コイン型リチウム電池

寸法：30（W）×145（H）×12（D）（mm）（クリップを除く）
重量：約50g（電池を含む）
特長： 1cm線量当量及び70μm線量当量を計り、積算表示可

能（アラーム付）
　　　 読取装置によりトレンドデータ表示や簡易的な放射線

管理が可能
　　　読取装置（別売）

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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₉︲₁ 超小型警報付個人線量計　SOR/T　₁₁万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₉︲₁ 警報付個人線量計リーダー　LDM₂₂₀　₂₃万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

γ線および中性子測定用SOR線量計
IEC 1283、ANSI 4220､ NATO D104準拠
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
選べる測定単位：cGy；cGy/h、およびmSv；mSv/h
エネルギー特性：（γ）　±20％以内（60keV～2MeV）
　　　　　　　　　　　±50％以内（2～6MeV）
　　　　　　　　（中性子）　±30％以内（～14MeV）
γ線量測定範囲：1μGy～10Gy

γ線量率測定範囲：0.1μGy/h～10Gy/h
表示：4桁液晶デジタル表示
警報音：80～90dB
寸法：48（W）×80.4（H）×9（D）（mm）
重量：55g（電池込）
電源：コイン型リチウム電池（CR2450）

LDM220リーダーは、専用ソフトウェアDOSIMASSを使っ
て、電子線量計（DMC2000シリーズ、SORシリーズ）と非
接触データ交換モードで通信します
電源：PCのUSBポートから供給
線量計との通信：短距離高周波双方向データ通信
　　　　　　　　（5～30cm）
寸法：80（W）×32（H）×70（D）（mm）
重量：120g

₁₀︲₃ TLD線量計システム（TLD素子/リーダー）　別途見積　₃ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

個人、末端部、環境、治療・診断の各線量測定
測定線種：X、β、γ線、中性子
測定範囲：10μGy～10Gy（10μSv～10Sv）
検出素子：LIF
フェーディング：3%／30日
TLDリーダー：RE‒2000A、RE‒2000S
・1回のローディングで200バッジまたは800TL素子を
　読取（RE‒2000A）
・ホールコードまたはバーコードによるバッジの識別

・ 完全にプログラム化されたプレヒ
ート、測定、アニールのサイクル

ソフトウェアパッケージ：WinTLD
・TLDリーダー制御用ソフト

₁₀︲₄ 固体式線量計　DIS︲₁　別途見積　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

DIS線量計は超小型電離箱とMOS型電界効果トランジスタを
組み合わせた構造の新しい原理の線量計
専用リーダーに差し込むだけで瞬時にHp（10）及び
Hp（0.07）が表示される
検出部：超小型電離箱とDirect Ion Storage（DIS）
　　　　メモリセルで構成
測定対象線種：X・γ・β線
β線用ウィンドウ：アルミ蒸着プラスチック

エネルギー特性：
　X・γ　Hp（10） ±30% 15keV～9MeV
　　　　　Hp（0.07） ±30% 6keV～9MeV
　β　Hp（0.07） ＋10～－50%
　　　　0.06～0.80MeV（Emean）
測定範囲：Hp（10）　1μSv～40Sv
　　　　　Hp（0.07）　10μSv～40Sv
寸法：44（W）×41（H）×12（D）（mm）
重量：25g（ホルダー無し）

₉︲₁ 超小型警報付個人線量計　SOR/R　₈．₇万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

多くのNATO加盟国の軍事施設で正式に採用されている低レ
ベル放射能およびγ線選測定用戦術的線量計で浸水、落下、
衝撃等の対応性に優れている
検出器：シリコン半導体検出器
測定対象線種：X・γ線
選べる測定単位：cGy；cGy/h、およびmSv；mSv/h
エネルギー特性：±20％以下（60keV～2MeV）
　　　　　　　　±50％以下（2～6MeV）
線量測定範囲：1μGy～10Gy

線量率測定範囲：0.1μGy/h～10Gy/h
表示：4桁液晶デジタル表示
警報音：80～90dB
寸法：48（W）×80.4（H）×9（D）（mm）
重量：55g（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
オプション：専用リーダー
　　　　　　ソフトウェア

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

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
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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

₉︲₁＊ ポケット線量計マイドーズミニXA　PDM⊖₂₂₇B︲SZ　₄．₄万円　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以上）
エネルギー特性：30～200keV（±30％以内）
測定範囲：1μSv～10Sv（1μSv/h～100mSv/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
特長：測定値リセット

₉︲₁＊ マイドーズアラーム　N＋γ（X）　ADM⊖₃₅₃B　₁₃．₅万円　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線及び中性子
エネルギー範囲：γ線　　40keV～
　　　　　　　　中性子　0.025eV～15MeV
測定レンジ：0.01～999.9mSv
表示：γ線＋中性子の合計積算線量を4桁液晶表示
　　　0.01～99.99mSv
　　　100.0～999.9mSvの自動切換え
アラーム設定範囲：設定器（オプション）により任意設定

アラーム方式：音、光、振動による
寸法：約52（W）×110（H）×18（D）（mm）
　　　（クリップ除く）
質量：約100g
電源：主回路用；コイン型リチウム電池
　　　　　　　　（CR2450B）
　　　　　　　　連続で約2週間使用可能
　　　アラーム用；アルカリボタン電池（LR44）
　　　　　　　　　連続で約10分使用可能

₉⊖₁＊ ポケット線量計マイドーズミニV　PDM⊖₂₂₂VB　₃．₈万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱

₉⊖₁ ポケット線量計マイドーズミニG₂　PDM⊖₅₀₁　₄．₂万円　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（137Cs基準）
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）
　　　連続で約800時間使用可能

質量：約55g
特長： 音、光、振動による警報

発呼
　　　IP54生活防水
　　　電源OFF後の測定値保持

検出器：シリコン半導体検出器
測定線種：γ（X）線 （60keV以上）
エネルギー特性：70keV～1.5MeV　±30％以内（137Cs基準）
測定範囲：0.01μSv～1Sv（0.01μSv/h～10mSv/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62（W）×85（H）×23（D）（mm）（クリップ除く）
電源：単4アルカリ乾電池またはニッケル水素電池×1
　　　連続で約800時間使用可能

質量：約100g
特長： 音、光、振動による警報

発呼
　　　IP54生活防水
　　　電源OFF後の測定値保持

₉︲₁＊ ポケット線量計マイドーズミニN　PDM⊖₃₁₃　₁₀．₆万円　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：中性子（0.025eV～15MeV）
測定範囲：0.01～99.99mSv
表示：4桁液晶デジタル表示
ゼロリセット：電源ON時の長押しによる
γ線感度：約100mSv/hまで不感
その他：データ保持機能
　　　　バッテリーダウン表示
　　　　オーバーフロー表示

寸法：約30（W）×145（H）×12（D）（mm）
　　　（クリップ除く）
質量：約70g
電源：コイン形リチウム電池（CR2450B）
　　　連続で約700時間使用可能
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₉︲₁＊ ポケット線量計マイドーズミニXA　PDM⊖₂₂₇B︲SZ　₄．₄万円　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以上）
エネルギー特性：30～200keV（±30％以内）
測定範囲：1μSv～10Sv（1μSv/h～100mSv/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
特長：測定値リセット

₉︲₁＊ マイドーズアラーム　N＋γ（X）　ADM⊖₃₅₃B　₁₃．₅万円　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線及び中性子
エネルギー範囲：γ線　　40keV～
　　　　　　　　中性子　0.025eV～15MeV
測定レンジ：0.01～999.9mSv
表示：γ線＋中性子の合計積算線量を4桁液晶表示
　　　0.01～99.99mSv
　　　100.0～999.9mSvの自動切換え
アラーム設定範囲：設定器（オプション）により任意設定

アラーム方式：音、光、振動による
寸法：約52（W）×110（H）×18（D）（mm）
　　　（クリップ除く）
質量：約100g
電源：主回路用；コイン型リチウム電池
　　　　　　　　（CR2450B）
　　　　　　　　連続で約2週間使用可能
　　　アラーム用；アルカリボタン電池（LR44）
　　　　　　　　　連続で約10分使用可能

₉⊖₁＊ ポケット線量計マイドーズミニV　PDM⊖₂₂₂VB　₃．₈万円　₁ヵ月 日立アロカメディカル㈱

₉⊖₁ ポケット線量計マイドーズミニG₂　PDM⊖₅₀₁　₄．₂万円　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（137Cs基準）
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）
　　　連続で約800時間使用可能

質量：約55g
特長： 音、光、振動による警報

発呼
　　　IP54生活防水
　　　電源OFF後の測定値保持

検出器：シリコン半導体検出器
測定線種：γ（X）線 （60keV以上）
エネルギー特性：70keV～1.5MeV　±30％以内（137Cs基準）
測定範囲：0.01μSv～1Sv（0.01μSv/h～10mSv/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62（W）×85（H）×23（D）（mm）（クリップ除く）
電源：単4アルカリ乾電池またはニッケル水素電池×1
　　　連続で約800時間使用可能

質量：約100g
特長： 音、光、振動による警報

発呼
　　　IP54生活防水
　　　電源OFF後の測定値保持

₉︲₁＊ ポケット線量計マイドーズミニN　PDM⊖₃₁₃　₁₀．₆万円　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：中性子（0.025eV～15MeV）
測定範囲：0.01～99.99mSv
表示：4桁液晶デジタル表示
ゼロリセット：電源ON時の長押しによる
γ線感度：約100mSv/hまで不感
その他：データ保持機能
　　　　バッテリーダウン表示
　　　　オーバーフロー表示

寸法：約30（W）×145（H）×12（D）（mm）
　　　（クリップ除く）
質量：約70g
電源：コイン形リチウム電池（CR2450B）
　　　連続で約700時間使用可能

₉︲₁＊ 電子式個人線量計 DOSE i︲γ　CPXANRFA︲₃₀　₃．₂万円　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：0.001～999.9mSv
　　　　　0.001～999.9mSv/h
表示方式：有機ELディスプレイ
重量：約57g（電池、クリップ含む）
外形寸法：約30（W）×110（H）×12（D）（mm）
電源：コイン型リチウム電池（CR2450）×1個

特長： 本体で警報等の各種設定
が可能

　　　 パソコンによるデータ管
理が可能（オプション）

₁₂︲₃ 食品放射能測定システム　NMU　₄₅₂万円〜　約2ヵ月 富士電機㈱
測定線種：γ線
測定対象核種：放射性セシウム（134Cs/137Cs）、放射性よう素（131I）
検出方式：NaI（Tl）シンチレーション検出器
測定時間：全数測定　約12秒、精密測定　約150秒
　　　　　 ［専用パレット：530（W）×365（D）×205（H）（mm）使用

時］
検出限界：18Bq/kg
　　　　　（お米30kg、精密測定モード、BG 0.05μSv/hの時）
測定可能寸法：1,000（W）×500（D）×500（H）（mm）以下

測定可能重量：5～30kg
重量：約150kg（コンベアを除く）
外形寸法： 約360（W）×865（D）×
　1,350（H）（mm）（コンベアを除く）
電源：AC100V、50/60Hz
特長：専門知識は不要／ 簡単操作で全数・全量測定／ 警報機能あり
　　　付属ソフトウェアによるデータ管理が可能（PCは別途）
　　　 オプションで、サンプル測定モードに対応（ハイパック容

器1L）

₁₁︲₁ チェア式ホールボディカウンタ　別途問合　₆ヵ月 富士電機㈱
検出器：甲状腺カウンタ　 φ2″×2″ NaI（Tl）シンチレーショ

ン検出器
　　　　体幹部カウンタ　 3″×5″×16″ 角型NaI（Tl）シンチ

レーション検出器
測定線種：γ線
遮蔽体：甲状腺カウンタ　鉛15mm
　　　　体幹部カウンタ　鉛30mm
最高検出感度：甲状腺カウンタ　1分計測で約100Bq
　　　　　　　体幹部カウンタ　10分計測で約400Bq（137Cs）

測定ジオメトリ： スタンダード・チェア、ジオメトリを採用
（体幹部カウンタ）

ソフトウェア：甲状腺カウンタ、体幹部カウンタの測定
　　　　　　　核種同定、被ばく線量当量演算
　　　　　　　データ保存等の機能
重量：1,500kg

₁₃︲₅ RIキャリブレータ　NKA₁　₂₁₆万円　₃ヵ月 富士電機㈱
測定線種：γ線
検出方式：アルゴン電離箱（鉛遮蔽付）
測定核種：8種類
　　　　　 （18F、67Ga、201Tl、99mTc、111In、123I、131I、90Sr）
　　　　　押しボタンスイッチで選択する
　　　　　 その他はロットスイッチで測定核種の校正定数を

入力して測定する（90Y等）
測定範囲：
　　Bq単位　0.1MBq～99.99GBq（99mTc）
　　　　　　 0. 1MBq～40.0GBq以上（67Ga、201Tl、111In、

123I、131I、133Xe、18F、11C、13N）
　　測定範囲上限は核種により異なる
　　4桁デジタル表示、レンジと自動切換
測定精度：±5％（50μCiまたは0.5MBq） 
エネルギーレンジ：30keV～3MeV 
外形寸法：検出部　φ165×442（H）（mm）
　　　　　測定部　350（W）×135（H）×270（D）（mm）
重量：検出部　約25kg
　　　測定部　約2.5kg

₁₃︲₂ ピコベータ　種々の機器構成があります　別途問合　₆ヵ月 富士電機㈱
測定対象：微量の放射線試料からのβ線
測定線種：β線（35keV～3.5MeV）
検査方式： GM計数管とプラスチックシンチレータの同時計

数方式
エネルギー分解能：16％以下
対数直線性：±0.025デカード以下
・基本ユニット　　　ピコベータ F0　700万円
・低バックグラウンド計数装置
　　　　　　　　　　ピコベータ F1　750万円

・自動サンプルチェンジ式
　　　　　　　　　　ピコベータ F3　1,400万円
　低バックグラウンド計数装置
・低バックグラウンドβ線スペクトロメータ
　　　　　　　　　　ピコベータ F4　1,300万円
・自動サンプルチェンジ式　　ピコベータ F5　2,100万円
　低バックグラウンドβ線スペクトロメータ
・演算装置付　　　　ピコベータ F6　2,000万円
　他にも別の構成あり

₉︲₁ 電子式個人線量計　ZP⊖₁₄₄P　₅万円（税抜）　₁ヵ月以内 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

₉︲₁ 警報付ポケット線量計　ZP⊖₁₄₆₀
ZP⊖₁₄₆₁ 　 ₉．₃万円（税抜）

₁₁．₉万円（税抜）　₄ヵ月 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

₉︲₁ X線用電子式個人線量計　ZP⊖₁₄₅P　₅．₁万円（税抜）　₁ヵ月以内 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

測定核種：X線、γ線
検出器：半導体
表示範囲：0.001～999.9mSv
　　　　　0分～9,999時間
エネルギー範囲：40keV～6MeV
電源：リチウム電池 CR2477
外形寸法：54（W）×91（H）×14（D）（mm）
重量：80g（電池含む）

特徴：赤外線でパソコンと簡単通信
　　　トレンド600データ記憶可能
　　　連続使用3ヵ月可能の長寿命
　　　過去3回の線量データを記憶
　　　線量表示、使用時間の表示

検出線量：X線及びγ線（50keV～6MeV）
　 　　　β線、中性子線も測定できる他線種用APDも有
エネルギー特性：60keV～6MeV ±20%
線量率特性：0.1mSv/h～1Sv/h ±10%
表示：0.01～999.9mSv（レンジ自動切換）
設定機能：外部設定器にて、警報設定線量、APD番号、
　　　　　使用時間、校正定数を任意に設定可
使用電池：リチウムイオン電池
　　　　　（専用充電器にて／連続使用時間16時間以上）

使用温度：0～50℃、40～90%RH
外形寸法／重量：59（W）×88（H）×15（D）（mm）／約100g
関連機器：APD充電器（10台用）　ZP‒512P
　　　　　APD設定器　　　　　 ZP667PE11
　　　　　　　　　　　　　　　（別途パソコンが必要）
特徴： シリコン半導体検出器を用い線量率範囲が広く、耐衝

撃性に優れ、検出器が長寿命で小型軽量警報機能付
　　　トレンド機能付

検出器：Si半導体
表示範囲：線量　0.001～9.999mSv（0.001mSv単位）
　　　　　　　　10.00～99.99mSv（0.01mSv単位）
　　　　　　　　100.0～999.9mSv（0.1mSv単位）
　　　　　時間　00:00～99:59（1分単位）
　　　　　　　　100～9,999（1時間単位）
検出範囲：20keV～6MeV
電源：リチウム電池（CR2032）1個で約9ヵ月

特徴：耐衝撃性、耐電磁波性を強化
　　　ブザーとランプで警報を通知
　　　過去3回の線量データを記憶
　　　電池切れ後も継続測定が可能（約10時間）
　　　連続使用3ヵ月の長寿命
　　　 赤外線でパソコンと簡単通信（オプションの通信ユニ

ット要）
　　　カレンダー／時計機能付

₉︲₁ 警報付ポケット線量計　PSD⊖₆₀₂₁A（L）　₉．₅万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
東京スペクトロン㈱

₉︲₂ 放射線線量率警報機　BleeperⅢ　₁₀．₁万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業
Vertec社

測定線種：X線、γ線
検出器：ハロゲンGM管
測定範囲：Ｌタイプ　1～999μSv/h
　　　　　　　　　　1～999μSv
　　　　　Mタイプ　0.01～9.99mSv/h
　　　　　（特注）　 0.01～9.99mSv
エネルギー特性：±30%
外形寸法：約60（W）×102（L）×18（D）（mm）
重量：約107g

電源：単4電池×2個
特長： サーベイメータ、積算線量、アラーム計の3機能を持ち、

超小型です

エネルギー範囲：45keV～60MeV
直線性：～50mSv
電源：単4アルカリ乾電池 2本
電池寿命：約1年間
使用温度：-20～50℃
寸法：27（W）×22（H）×148（L）（mm）（クリップ含む）
重量：78g（電池含む）
備考：1～999,999μSv積算表示可能のBleeperSvも有

特長： BleeperⅢは検出器にGM管を使用した線量率警報機
です

　　　 大音量アラーム音の吹鳴間隔が線量に応じて変化する
ので、線量率の目安を耳で判断できます



個人線量計

資―67

₉︲₁ 電子式個人線量計　ZP⊖₁₄₄P　₅万円（税抜）　₁ヵ月以内 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

₉︲₁ 警報付ポケット線量計　ZP⊖₁₄₆₀
ZP⊖₁₄₆₁ 　 ₉．₃万円（税抜）

₁₁．₉万円（税抜）　₄ヵ月 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

₉︲₁ X線用電子式個人線量計　ZP⊖₁₄₅P　₅．₁万円（税抜）　₁ヵ月以内 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

測定核種：X線、γ線
検出器：半導体
表示範囲：0.001～999.9mSv
　　　　　0分～9,999時間
エネルギー範囲：40keV～6MeV
電源：リチウム電池 CR2477
外形寸法：54（W）×91（H）×14（D）（mm）
重量：80g（電池含む）

特徴：赤外線でパソコンと簡単通信
　　　トレンド600データ記憶可能
　　　連続使用3ヵ月可能の長寿命
　　　過去3回の線量データを記憶
　　　線量表示、使用時間の表示

検出線量：X線及びγ線（50keV～6MeV）
　 　　　β線、中性子線も測定できる他線種用APDも有
エネルギー特性：60keV～6MeV ±20%
線量率特性：0.1mSv/h～1Sv/h ±10%
表示：0.01～999.9mSv（レンジ自動切換）
設定機能：外部設定器にて、警報設定線量、APD番号、
　　　　　使用時間、校正定数を任意に設定可
使用電池：リチウムイオン電池
　　　　　（専用充電器にて／連続使用時間16時間以上）

使用温度：0～50℃、40～90%RH
外形寸法／重量：59（W）×88（H）×15（D）（mm）／約100g
関連機器：APD充電器（10台用）　ZP‒512P
　　　　　APD設定器　　　　　 ZP667PE11
　　　　　　　　　　　　　　　（別途パソコンが必要）
特徴： シリコン半導体検出器を用い線量率範囲が広く、耐衝

撃性に優れ、検出器が長寿命で小型軽量警報機能付
　　　トレンド機能付

検出器：Si半導体
表示範囲：線量　0.001～9.999mSv（0.001mSv単位）
　　　　　　　　10.00～99.99mSv（0.01mSv単位）
　　　　　　　　100.0～999.9mSv（0.1mSv単位）
　　　　　時間　00:00～99:59（1分単位）
　　　　　　　　100～9,999（1時間単位）
検出範囲：20keV～6MeV
電源：リチウム電池（CR2032）1個で約9ヵ月

特徴：耐衝撃性、耐電磁波性を強化
　　　ブザーとランプで警報を通知
　　　過去3回の線量データを記憶
　　　電池切れ後も継続測定が可能（約10時間）
　　　連続使用3ヵ月の長寿命
　　　 赤外線でパソコンと簡単通信（オプションの通信ユニ

ット要）
　　　カレンダー／時計機能付

₉︲₁ 警報付ポケット線量計　PSD⊖₆₀₂₁A（L）　₉．₅万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
東京スペクトロン㈱

₉︲₂ 放射線線量率警報機　BleeperⅢ　₁₀．₁万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業
Vertec社

測定線種：X線、γ線
検出器：ハロゲンGM管
測定範囲：Ｌタイプ　1～999μSv/h
　　　　　　　　　　1～999μSv
　　　　　Mタイプ　0.01～9.99mSv/h
　　　　　（特注）　 0.01～9.99mSv
エネルギー特性：±30%
外形寸法：約60（W）×102（L）×18（D）（mm）
重量：約107g

電源：単4電池×2個
特長： サーベイメータ、積算線量、アラーム計の3機能を持ち、

超小型です

エネルギー範囲：45keV～60MeV
直線性：～50mSv
電源：単4アルカリ乾電池 2本
電池寿命：約1年間
使用温度：-20～50℃
寸法：27（W）×22（H）×148（L）（mm）（クリップ含む）
重量：78g（電池含む）
備考：1～999,999μSv積算表示可能のBleeperSvも有

特長： BleeperⅢは検出器にGM管を使用した線量率警報機
です

　　　 大音量アラーム音の吹鳴間隔が線量に応じて変化する
ので、線量率の目安を耳で判断できます

₉⊖₁ 個人線量計　ZP⊖₁₄₄　₅．₁₈万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
パナソニック㈱

検出器：シリコン半導体
測定線種：X、γ線
エネルギー範囲：40keV～6MeV
表示可能範囲：0.001～9.999mSv（0.001mSv単位）
　　　　　　　10.00～99.99mSv（0.01mSv単位）
　　　　　　　100.0～999.9mSv（0.1mSv単位）
電源：リチウム電池 CR2477、連続使用時間：約3ヵ月
使用温度／湿度：0～45℃／20～90％（結露なし）
寸法：54（W）×91（H）×17（D）（mm）（突起部除く）

重量：約80g（電池含む）
オプション：光通信

₉︲₃ 直読式ポケット線量計　MWシリーズ　₂．₁₈万円　₁ヵ月 MEASURE WORKS㈱
測定線種：X線、γ線（16KeV～6MeV）
検出器：導電性プラスチック電離箱
測定範囲：0-2mSv～
使用環境：温度　-20～50℃、湿度　90％以下
外形寸法：直径15×長さ124（mm）
重量：25g
オプション：荷電器

₉︲₂ Bleeper（ブリーパー）シリーズ　BleeperⅢ
BleeperSv︲Sw　₆．₄₈万円

₈．₁万円　BleeperSv⊖Swは積算線量が
表示可能なLCD表示付です 　₁ヵ月 MEASURE WORKS㈱

英国VERTEC社
（BleeperSv‒Swの場合）
線量率に反応してブリープ音が鳴動します
ブリープ音は92dBの大音量です
検出器：GM検出器
測定範囲：0～999,999μSv
エネルギー範囲：45keV～6MeV
使用温度範囲：-20～50℃
電池寿命：標準1年間
寸法：35（W）×152（H）×23（D）（mm）

重量：106g（アルカリ電池3本含む）

₁₂︲₂
₁₃⊖₄  食品放射能検査装置　ANNA　₂₁₆万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱

独国SEA社

₁₂︲₂ 簡易セシウム測定装置　EL₂₅　₆₄．₈万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
独国SEA社

検出器：NaI（Tl）シンチレーション検出器
　　　　直径51×51(mm）
表示単位：Bq/kg、Bq/L、Bq、cps
登録核種：131I、134Cs、137Cs
電源：AC105～260V、49～61Hz、15VA
使用温度：5～35℃
使用湿度：80%未満（結露なし）
寸法：372（W）×101（H）×302（D）（mm）
重量：鉛遮蔽体 50kg（25mm）、150kg（50mm）

測定時間：任意設定可能
　　　　　（1～99,999秒）
遮蔽体：25mm厚鉛、50mm厚鉛
付属品： マリネリビーカー×2個、

ラベルプリンタ、計量器

検出器：NaI（Tl）シンチレーション検出器
　　　　直径50×19(mm）
表示単位：Bq、Bq/L、Bq/kg、cps
核種設定：137Cs、131I
電源：AC230V、12V電源アダプター又は単3電池×2本
使用温度：5～40℃
寸法：200（W）×80（H）×175（D）（mm）
　　　（鉛遮蔽体を含まず）
重量：装置本体 約7kg

測定時間：任意設定可能（1～999秒） 
遮蔽体： サンプルビーカー用10mm

厚鉛、検出器用SUS遮蔽
付属品：400mLビーカー×2個
オプション：ラベルプリンター、
　　　　　　追加遮蔽体

₉︲₁ 電子式個人線量計　ZP⊖₁₄₄P　₅万円（税抜）　₁ヵ月以内 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

₉︲₁ 警報付ポケット線量計　ZP⊖₁₄₆₀
ZP⊖₁₄₆₁ 　 ₉．₃万円（税抜）

₁₁．₉万円（税抜）　₄ヵ月 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

₉︲₁ X線用電子式個人線量計　ZP⊖₁₄₅P　₅．₁万円（税抜）　₁ヵ月以内 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

測定核種：X線、γ線
検出器：半導体
表示範囲：0.001～999.9mSv
　　　　　0分～9,999時間
エネルギー範囲：40keV～6MeV
電源：リチウム電池 CR2477
外形寸法：54（W）×91（H）×14（D）（mm）
重量：80g（電池含む）

特徴：赤外線でパソコンと簡単通信
　　　トレンド600データ記憶可能
　　　連続使用3ヵ月可能の長寿命
　　　過去3回の線量データを記憶
　　　線量表示、使用時間の表示

検出線量：X線及びγ線（50keV～6MeV）
　 　　　β線、中性子線も測定できる他線種用APDも有
エネルギー特性：60keV～6MeV ±20%
線量率特性：0.1mSv/h～1Sv/h ±10%
表示：0.01～999.9mSv（レンジ自動切換）
設定機能：外部設定器にて、警報設定線量、APD番号、
　　　　　使用時間、校正定数を任意に設定可
使用電池：リチウムイオン電池
　　　　　（専用充電器にて／連続使用時間16時間以上）

使用温度：0～50℃、40～90%RH
外形寸法／重量：59（W）×88（H）×15（D）（mm）／約100g
関連機器：APD充電器（10台用）　ZP‒512P
　　　　　APD設定器　　　　　 ZP667PE11
　　　　　　　　　　　　　　　（別途パソコンが必要）
特徴： シリコン半導体検出器を用い線量率範囲が広く、耐衝

撃性に優れ、検出器が長寿命で小型軽量警報機能付
　　　トレンド機能付

検出器：Si半導体
表示範囲：線量　0.001～9.999mSv（0.001mSv単位）
　　　　　　　　10.00～99.99mSv（0.01mSv単位）
　　　　　　　　100.0～999.9mSv（0.1mSv単位）
　　　　　時間　00:00～99:59（1分単位）
　　　　　　　　100～9,999（1時間単位）
検出範囲：20keV～6MeV
電源：リチウム電池（CR2032）1個で約9ヵ月

特徴：耐衝撃性、耐電磁波性を強化
　　　ブザーとランプで警報を通知
　　　過去3回の線量データを記憶
　　　電池切れ後も継続測定が可能（約10時間）
　　　連続使用3ヵ月の長寿命
　　　 赤外線でパソコンと簡単通信（オプションの通信ユニ

ット要）
　　　カレンダー／時計機能付

₉︲₁ 警報付ポケット線量計　PSD⊖₆₀₂₁A（L）　₉．₅万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業㈱
東京スペクトロン㈱

₉︲₂ 放射線線量率警報機　BleeperⅢ　₁₀．₁万円（税抜）　₁ヵ月 ポニー工業
Vertec社

測定線種：X線、γ線
検出器：ハロゲンGM管
測定範囲：Ｌタイプ　1～999μSv/h
　　　　　　　　　　1～999μSv
　　　　　Mタイプ　0.01～9.99mSv/h
　　　　　（特注）　 0.01～9.99mSv
エネルギー特性：±30%
外形寸法：約60（W）×102（L）×18（D）（mm）
重量：約107g

電源：単4電池×2個
特長： サーベイメータ、積算線量、アラーム計の3機能を持ち、

超小型です

エネルギー範囲：45keV～60MeV
直線性：～50mSv
電源：単4アルカリ乾電池 2本
電池寿命：約1年間
使用温度：-20～50℃
寸法：27（W）×22（H）×148（L）（mm）（クリップ含む）
重量：78g（電池含む）
備考：1～999,999μSv積算表示可能のBleeperSvも有

特長： BleeperⅢは検出器にGM管を使用した線量率警報機
です

　　　 大音量アラーム音の吹鳴間隔が線量に応じて変化する
ので、線量率の目安を耳で判断できます

₉⊖₁ 個人線量計　ZP⊖₁₄₄　₅．₁₈万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
パナソニック㈱

検出器：シリコン半導体
測定線種：X、γ線
エネルギー範囲：40keV～6MeV
表示可能範囲：0.001～9.999mSv（0.001mSv単位）
　　　　　　　10.00～99.99mSv（0.01mSv単位）
　　　　　　　100.0～999.9mSv（0.1mSv単位）
電源：リチウム電池 CR2477、連続使用時間：約3ヵ月
使用温度／湿度：0～45℃／20～90％（結露なし）
寸法：54（W）×91（H）×17（D）（mm）（突起部除く）

重量：約80g（電池含む）
オプション：光通信

₉︲₃ 直読式ポケット線量計　MWシリーズ　₂．₁₈万円　₁ヵ月 MEASURE WORKS㈱
測定線種：X線、γ線（16KeV～6MeV）
検出器：導電性プラスチック電離箱
測定範囲：0-2mSv～
使用環境：温度　-20～50℃、湿度　90％以下
外形寸法：直径15×長さ124（mm）
重量：25g
オプション：荷電器

₉︲₂ Bleeper（ブリーパー）シリーズ　BleeperⅢ
BleeperSv︲Sw　₆．₄₈万円

₈．₁万円　BleeperSv⊖Swは積算線量が
表示可能なLCD表示付です 　₁ヵ月 MEASURE WORKS㈱

英国VERTEC社
（BleeperSv‒Swの場合）
線量率に反応してブリープ音が鳴動します
ブリープ音は92dBの大音量です
検出器：GM検出器
測定範囲：0～999,999μSv
エネルギー範囲：45keV～6MeV
使用温度範囲：-20～50℃
電池寿命：標準1年間
寸法：35（W）×152（H）×23（D）（mm）

重量：106g（アルカリ電池3本含む）

₁₂︲₂
₁₃⊖₄  食品放射能検査装置　ANNA　₂₁₆万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱

独国SEA社

₁₂︲₂ 簡易セシウム測定装置　EL₂₅　₆₄．₈万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
独国SEA社

検出器：NaI（Tl）シンチレーション検出器
　　　　直径51×51(mm）
表示単位：Bq/kg、Bq/L、Bq、cps
登録核種：131I、134Cs、137Cs
電源：AC105～260V、49～61Hz、15VA
使用温度：5～35℃
使用湿度：80%未満（結露なし）
寸法：372（W）×101（H）×302（D）（mm）
重量：鉛遮蔽体 50kg（25mm）、150kg（50mm）

測定時間：任意設定可能
　　　　　（1～99,999秒）
遮蔽体：25mm厚鉛、50mm厚鉛
付属品： マリネリビーカー×2個、

ラベルプリンタ、計量器

検出器：NaI（Tl）シンチレーション検出器
　　　　直径50×19(mm）
表示単位：Bq、Bq/L、Bq/kg、cps
核種設定：137Cs、131I
電源：AC230V、12V電源アダプター又は単3電池×2本
使用温度：5～40℃
寸法：200（W）×80（H）×175（D）（mm）
　　　（鉛遮蔽体を含まず）
重量：装置本体 約7kg

測定時間：任意設定可能（1～999秒） 
遮蔽体： サンプルビーカー用10mm

厚鉛、検出器用SUS遮蔽
付属品：400mLビーカー×2個
オプション：ラベルプリンター、
　　　　　　追加遮蔽体



資―68

個人線量計

₉⊖₁ 個人線量計　ZP⊖₁₄₄　₅．₁₈万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
パナソニック㈱

検出器：シリコン半導体
測定線種：X、γ線
エネルギー範囲：40keV～6MeV
表示可能範囲：0.001～9.999mSv（0.001mSv単位）
　　　　　　　10.00～99.99mSv（0.01mSv単位）
　　　　　　　100.0～999.9mSv（0.1mSv単位）
電源：リチウム電池 CR2477、連続使用時間：約3ヵ月
使用温度／湿度：0～45℃／20～90％（結露なし）
寸法：54（W）×91（H）×17（D）（mm）（突起部除く）

重量：約80g（電池含む）
オプション：光通信

₉︲₃ 直読式ポケット線量計　MWシリーズ　₂．₁₈万円　₁ヵ月 MEASURE WORKS㈱
測定線種：X線、γ線（16KeV～6MeV）
検出器：導電性プラスチック電離箱
測定範囲：0-2mSv～
使用環境：温度　-20～50℃、湿度　90％以下
外形寸法：直径15×長さ124（mm）
重量：25g
オプション：荷電器

₉︲₂ Bleeper（ブリーパー）シリーズ　BleeperⅢ
BleeperSv︲Sw　₆．₄₈万円

₈．₁万円　BleeperSv⊖Swは積算線量が
表示可能なLCD表示付です 　₁ヵ月 MEASURE WORKS㈱

英国VERTEC社
（BleeperSv‒Swの場合）
線量率に反応してブリープ音が鳴動します
ブリープ音は92dBの大音量です
検出器：GM検出器
測定範囲：0～999,999μSv
エネルギー範囲：45keV～6MeV
使用温度範囲：-20～50℃
電池寿命：標準1年間
寸法：35（W）×152（H）×23（D）（mm）

重量：106g（アルカリ電池3本含む）

₁₂︲₂
₁₃⊖₄  食品放射能検査装置　ANNA　₂₁₆万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱

独国SEA社

₁₂︲₂ 簡易セシウム測定装置　EL₂₅　₆₄．₈万円　在庫あり MEASURE WORKS㈱
独国SEA社

検出器：NaI（Tl）シンチレーション検出器
　　　　直径51×51(mm）
表示単位：Bq/kg、Bq/L、Bq、cps
登録核種：131I、134Cs、137Cs
電源：AC105～260V、49～61Hz、15VA
使用温度：5～35℃
使用湿度：80%未満（結露なし）
寸法：372（W）×101（H）×302（D）（mm）
重量：鉛遮蔽体 50kg（25mm）、150kg（50mm）

測定時間：任意設定可能
　　　　　（1～99,999秒）
遮蔽体：25mm厚鉛、50mm厚鉛
付属品： マリネリビーカー×2個、

ラベルプリンタ、計量器

検出器：NaI（Tl）シンチレーション検出器
　　　　直径50×19(mm）
表示単位：Bq、Bq/L、Bq/kg、cps
核種設定：137Cs、131I
電源：AC230V、12V電源アダプター又は単3電池×2本
使用温度：5～40℃
寸法：200（W）×80（H）×175（D）（mm）
　　　（鉛遮蔽体を含まず）
重量：装置本体 約7kg

測定時間：任意設定可能（1～999秒） 
遮蔽体： サンプルビーカー用10mm

厚鉛、検出器用SUS遮蔽
付属品：400mLビーカー×2個
オプション：ラベルプリンター、
　　　　　　追加遮蔽体

₁₀︲₁ 個人被ばく線量測定　クイクセルバッジサービス　別途見積 長瀬ランダウア㈱

₁₀︲₃ 手指被ばく線量測定　リングバッジサービス　別途見積 長瀬ランダウア㈱

₂₅︲₁ 放射線管理区域入退管理システム　GATE　別途見積 長瀬ランダウア㈱

₁₀︲₁ microStarキット　₃₈₈．₈万円 長瀬ランダウア㈱

₂₅︲₁ 放射線取扱者総合管理システム　EASY⊖₂₀₀₁　別途見積 長瀬ランダウア㈱

クイクセルバッジ　Sタイプ
（X・γ線、β線用）
クイクセルバッジ　Kタイプ
（X・γ線、β線、熱中性子線、高速中性子線用）
測定エネルギー範囲
　Ｘ・γ線　　：5keV～10MeV
　β線　　　　：150keV～10MeV
　熱中性子線　：0.025～0.5eV
　高速中性子線：100keV～10MeV

測定線量範囲
　Ｘ・γ線　　：0.1mSv～10Sv
　β線　　　　：0.1mSv～10Sv
　熱中性子線　：0.1～6.0mSv
　高速中性子線：0.2～50mSv

リングバッジ　Ｒタイプ　
（X・γ線、またはβ線用）
検出素子：LiF（フッ化リチウム）
測定線量範囲
　　Ｘ・γ線：0.2～1,000mSv
　　β線　　：0.4～1,000mSv
エネルギー依存性：10keV～数MeVまでほぼ一定
生体等価比：LiF／生体組織＝1.096

・リング本体に名前など直接レー
ザー印字しており、消毒液に浸
したり、あるいは手洗いしても
印字は消えません

・リングを装着したまま簡単に手
袋の装着を行うことができます

・着用期間毎にリングの色（3色使用）を変えてご提供しま
す

本管理システムGATEは、放射線管理専用に設計開発された
入退管理システムです
多種のリーダ端末が用意されており、お客様の希望に対応す
るシステムを構築することができます
・クイクセルバッジ／磁気・ICカード等、各種のIDメディ
アに対応

・健康診断、教育訓練など資格、期限との照合
・貯蔵庫、HFCMとの接続連携で確実な管理を実現
・現在の入域者の情報をリアルタイムに表示

・被ばく計算など、様々な用途に利用できる帳票類
・区域毎に施解錠のスケジューリング管理が可能
・フラッパーゲートなどのへの組み込みも可能

＊非密封RI管理データ処理システムRIMAとの個人情報マス
タの共有を行うこともできます

microStar（マイクロスター）は新たに開発したOSL線量計
測定システムです
コンパクトなサイズ設計で、取り扱いが非常に簡単、設置場
所を問いません
microStarキットは測定器、線量計、管理用PC、バーコード
リーダ、そして専用のキャリーケースから構成されています
個人被ばく線量測定をはじめ、患者線量の評価、さらには、
キャリーケースでどこへでも持ち運ぶことができるので、災
害等の緊急時に現場にmicroStarを運び込み、測定管理を行

う等、緊急時の対応にも有
用です

EASY-2001は、放射性物質などを取り扱う事業所（研究所、
製薬会社、大学等）における放射線業務従事者の全般的な情
報管理を統合し、被ばく管理業務の省力化・効率化を目的と
したコンピュータシステムです
開発言語にJava2を採用しており、多種のOS（Windows、
UNIX、Mac等）上で動作可能なシステムです
またLAN上での運用も対応可能です
外部被ばく測定データの一括入力、特殊健康診断結果の取り
込み等に対応でき、種々の帳票作成を行うことができます

また、リストや統計データをCSV形式で簡単に出力できるの
で、事業所独自の様式での帳票作成にも利用できます

₅⊖₆ H₂ダストサンプラ　TH⊖D₀₅₀₁₀₆₀　₁₂．₁万円　₃ヵ月 ㈱千代田テクノル

₅︲₆ 可変流量型ダストサンプラ　TH︲D₀₅₀₁₀₅₂　₈₁．₉万円　約₂．₅ヵ月 ㈱千代田テクノル

吸引性能：650L/min（20℃、1気圧）
捕集濾紙：HE-40T（φ105、φ110（mm））
構成：ブロア；単相直巻整流子モータ
　　　　　　　（耐久性：連続運転にて700時間以上）
　　　過昇温防止器；自動復帰式、定格温度 80℃
　　　ヒューズ；10A
電源：AC 100V±10V、50Hz/60Hz
消費電力：620W
外形寸法： 165（W）×190（H）×173（D）（mm）（突起物を含ま

ず）
重量：約3kg（電源コード含まず）
特長： 小型で軽量な高流量ダストサ

ンプラです
　　　 取っ手があるので持ち運びが

容易です
　　　 特注品としてタイマー付も用

意しております

捕集対象：空気中に浮遊する放射性塵埃および放射性ヨウ素
補修濾紙：HE-40T、CP-20、CHC-50　外径φ60mm
電源：AC 100V±10V、60Hz
寸法：190（W）×323（H）×285（D）（mm）（突起物を含まず）
流量：20～120L/min
重量：約8kg（電源ケーブル、付属品を除く）
安全装置：過負荷防止機能、過湿度防止機能付
付属品：CP-20用アダプタ、HE-40T用アダプタ；各1個

₁₀︲₂ 個人モニタリングサービス（ガラスリング） ㈱千代田テクノル
名称：X・γ線用ガラスリング（JP、JK小・大2サイズ）
　　　β線用ガラスリング（JB、JL小・大2サイズ）
検出子：銀活性リン酸塩ガラス
測定エネルギー範囲：X・γ線　25keV～3.0MeV
　　　　　　　　　　β線　1.5～3.0MeV
測定線量範囲：X・γ線　0.1～1,000mSv
　　　　　　　β線　0.2～1,000mSv
目的：末端部の個人線量の測定

₂⊖₃ 放射線モニタリングシステム「ラジプローブ」　車載PCタイプ
スマートフォン版　₅₈₀万円〜

₂₈₀万円〜 　約₃ヵ月 ㈱千代田テクノル
「ラジプローブ」は、（独）放射線医学総合研究所が開発し千代
田テクノルが商品化した、スペクトルサーベイ、GPS、Web
カメラを連動させた放射線モニタリングシステムです
Android版のスマートフォンタイプも用意しており、難しい
設定が必要なく、原子力災害の初動対応に必要な機能を搭載
しています
携帯電話データカードだけでなく、衛星通信も利用可能です
測定現場と対策本部がリアルタイムに結ばれ緊急メッセージ
を発信できます

また、通信が遮断されて
も復旧時からレジューム
送信が可能です（特許申
請中）
測定線種： γ線（線量率、

28核種、積算
線量）

　　　　　中性子（計数率）
計測器同時接続数：最大3台（スマフォ版は1台）

₉⊖₁ 半導体式電子ポケット線量計
マイドーズデュオ 　TH⊖C₀₂₀₁₀₄₉　₁₀．₉万円　₁ヵ月 ㈱千代田テクノル
検出放射線：γ（X）線、β線
表示範囲：Hp（10）、Hp（0.07）　0.001～9,999mSv
有効測定範囲：0.01～9,999mSv
　　　　　　　（137Cs、ファントムを用いて校正）
エネルギー特性：γ（X）線　 20keV～1.5MeV

Hp（10）　±30％以内
　　　　　　　　β線　 0.5～2.2MeV

Hp（0.07）　±30％以内
使用電池：コイン型リチウム電池

寸法：30（W）×145（H）×12（D）（mm）（クリップを除く）
重量：約50g（電池を含む）
特長： 1cm線量当量及び70μm線量当量を計り、積算表示可

能（アラーム付）
　　　 読取装置によりトレンドデータ表示や簡易的な放射線

管理が可能
　　　読取装置（別売）

₁₀⊖₂ 個人モニタリングサービス（ガラスバッジ）　FX・FS・NS ㈱千代田テクノル

モニタ商品名 モニタコード 測定線種
X線用ガラスバッジ FX X線
広範囲用ガラスバッジ FS X・γ線・β線
中性子広範囲用ガラスバッジ NS X・γ線・β線・中性子

線種 測定エネルギー範囲 測定線量範囲
X線 10～80keV 0.1～2,000mSv
X・γ線 10keV～10MeV 0.1～10,000mSv
β線 130keV～3MeV 0.1～10,000mSv
中性子 0.025keV～15MeV 0.1～60mSv

₁₈︲₂ 核医学準備フード　TH⊖F₀₁₀₆₀₀₁〜F₀₁₀₆₀₀₃　₃₁₅〜₄₂₀万円　₁．₅ヵ月 ㈱千代田テクノル

₁₈︲₂ RIフード（オークリッジ型）　₁₂₆万円（本体）〜　₁．₅ヵ月 ㈱千代田テクノル

材質：本体　鋼板
　　　作業面　上面；トレスパ6mmt、下；Pb2mmt
　　　本体外部　鋼板
　　　本体内部　ステンレス鋼板
付加機能（TH‒F0106001の場合）： 照明、ダンバー、ダスト

シュート（3個）、引き出し
（6個）、コンセント（4個）

特長：横スライド方式扉で広い開口部により作業性が向上
寸法：F0106003 1,200（W）×2,200（H）×750（D）（mm）

　　　F0106002  1,500（W）×2,200（H）
×750（D）（mm）

　　　F0106001  1,800（W）×2,200（H）
×750（D）（mm）

材質：本体普通鋼、内装及び流しは種類によって異なる
付加機能： 照明、バッフル板、メインダンパー、補助ダンパ

ー付、給水栓、給ガス栓、排水トラップ、バイパ
スグリル、コンセント付

寸法：※̶12型　1,200（W）×2,200（H）×750（D）（mm）
　　　※̶15型　1,500（W）×2,200（H）×750（D）（mm）
　　　※̶18型　1,800（W）×2,200（H）×750（D）（mm）
　　　※̶9型　900（W）×2,200（H）×750（D）（mm）

種類： ※ 内装 流し
 A SUS SUS
 C Pb Pb
 M PVC Pb
　　　 室内排気バランス調整用エアカー

テン式もあります

₁₀︲₂＊ ガラス線量計小型素子システムDose Ace⊖S　FGD⊖₁₀₀₀S
TH⊖C₀₅₀₁₀₂₆　₇₃₅万円　別途打合 ㈱千代田テクノル

用途： 治療・診断線量測定、動物実験の線量測定、微細な線量分
布測定、他

線量計：GD‒301、GD‒302M、GD‒351、GD‒352M
測定線種：X線、γ線
線量表示範囲：1μGy～10Gy（1μSv～10Sv）
　　　　　　　※オプションで500Gy（500Sv）まで
読取再現性：変動係数　5％以内（137Cs‒γ線 0.1mGy）
　　　　　　　　　　　2％以内（137Cs‒γ線 1mGy）
読取時間：6秒以内／個
連続読取能力：20個
校正方法：内部キャリブレーションガラスによる感度校正
寸法：リーダ本体　360（W）×270（H）×550（D）（mm）

重量：リーダ本体　約25kg
備考：コントローラ付
特長： 低線量から高線量までの広範囲

を高精度で測定できます
　　　 素子を一度に20個までセットで

き、短時間で再現性のよい測定
ができます

　　　 ※10Gy（10Sv）以上測定の場合
は、オプションの高線量対応システムが必要です

　　　固体紫外線レーザー装置を採用

₁₀︲₂＊ Dose Ace用ガラス線量計素子　GD⊖₃₀₁
GD⊖₃₀₂M ID付　TH⊖C₀₅₀₁₀₁₆

TH⊖C₀₅₀₁₀₁₈ 　₀．₃万円〜　別途打合 ㈱千代田テクノル
用途： 治療・診断線量測定、動物実験の線量測定、微細な線

量分布測定、他
測定線種：X線、γ線
測定範囲：10μGy～10Gy（10μSv～10Sv）
　　　　　※オプションで500Gy（500Sv）まで
素子間の感度ばらつき： 変動係数　4.5％以内（γ線 1mGy）
寸法（ガラス素子）：
　GD‒301　φ1.5×8.5（mm）
　GD‒302M　φ1.5×12（mm）

　　（ID付、番号のマーキング付）
　GD-351　φ1.5×8.5（mm）
　　（エネルギー補償フィルタ付）
　GD-352M　φ1.5×12（mm）
　　（ID付、エネルギー補償フィルタ付）
重量：数10mg
特長：超小型素子で空気吸収線量を直接測定できます
　　　ガラスの均一性により、素子間のばらつきが僅少です
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₁₀⊖₂ 個人モニタリングサービス（ガラスバッジ）　FX・FS・NS ㈱千代田テクノル

モニタ商品名 モニタコード 測定線種
X線用ガラスバッジ FX X線
広範囲用ガラスバッジ FS X・γ線・β線
中性子広範囲用ガラスバッジ NS X・γ線・β線・中性子

線種 測定エネルギー範囲 測定線量範囲
X線 10～80keV 0.1～2,000mSv
X・γ線 10keV～10MeV 0.1～10,000mSv
β線 130keV～3MeV 0.1～10,000mSv
中性子 0.025keV～15MeV 0.1～60mSv

₁₈︲₂ 核医学準備フード　TH⊖F₀₁₀₆₀₀₁〜F₀₁₀₆₀₀₃　₃₁₅〜₄₂₀万円　₁．₅ヵ月 ㈱千代田テクノル

₁₈︲₂ RIフード（オークリッジ型）　₁₂₆万円（本体）〜　₁．₅ヵ月 ㈱千代田テクノル

材質：本体　鋼板
　　　作業面　上面；トレスパ6mmt、下；Pb2mmt
　　　本体外部　鋼板
　　　本体内部　ステンレス鋼板
付加機能（TH‒F0106001の場合）： 照明、ダンバー、ダスト

シュート（3個）、引き出し
（6個）、コンセント（4個）

特長：横スライド方式扉で広い開口部により作業性が向上
寸法：F0106003 1,200（W）×2,200（H）×750（D）（mm）

　　　F0106002  1,500（W）×2,200（H）
×750（D）（mm）

　　　F0106001  1,800（W）×2,200（H）
×750（D）（mm）

材質：本体普通鋼、内装及び流しは種類によって異なる
付加機能： 照明、バッフル板、メインダンパー、補助ダンパ

ー付、給水栓、給ガス栓、排水トラップ、バイパ
スグリル、コンセント付

寸法：※̶12型　1,200（W）×2,200（H）×750（D）（mm）
　　　※̶15型　1,500（W）×2,200（H）×750（D）（mm）
　　　※̶18型　1,800（W）×2,200（H）×750（D）（mm）
　　　※̶9型　900（W）×2,200（H）×750（D）（mm）

種類： ※ 内装 流し
 A SUS SUS
 C Pb Pb
 M PVC Pb
　　　 室内排気バランス調整用エアカー

テン式もあります

₁₀︲₂＊ ガラス線量計小型素子システムDose Ace⊖S　FGD⊖₁₀₀₀S
TH⊖C₀₅₀₁₀₂₆　₇₃₅万円　別途打合 ㈱千代田テクノル

用途： 治療・診断線量測定、動物実験の線量測定、微細な線量分
布測定、他

線量計：GD‒301、GD‒302M、GD‒351、GD‒352M
測定線種：X線、γ線
線量表示範囲：1μGy～10Gy（1μSv～10Sv）
　　　　　　　※オプションで500Gy（500Sv）まで
読取再現性：変動係数　5％以内（137Cs‒γ線 0.1mGy）
　　　　　　　　　　　2％以内（137Cs‒γ線 1mGy）
読取時間：6秒以内／個
連続読取能力：20個
校正方法：内部キャリブレーションガラスによる感度校正
寸法：リーダ本体　360（W）×270（H）×550（D）（mm）

重量：リーダ本体　約25kg
備考：コントローラ付
特長： 低線量から高線量までの広範囲

を高精度で測定できます
　　　 素子を一度に20個までセットで

き、短時間で再現性のよい測定
ができます

　　　 ※10Gy（10Sv）以上測定の場合
は、オプションの高線量対応システムが必要です

　　　固体紫外線レーザー装置を採用

₁₀︲₂＊ Dose Ace用ガラス線量計素子　GD⊖₃₀₁
GD⊖₃₀₂M ID付　TH⊖C₀₅₀₁₀₁₆

TH⊖C₀₅₀₁₀₁₈ 　₀．₃万円〜　別途打合 ㈱千代田テクノル
用途： 治療・診断線量測定、動物実験の線量測定、微細な線

量分布測定、他
測定線種：X線、γ線
測定範囲：10μGy～10Gy（10μSv～10Sv）
　　　　　※オプションで500Gy（500Sv）まで
素子間の感度ばらつき： 変動係数　4.5％以内（γ線 1mGy）
寸法（ガラス素子）：
　GD‒301　φ1.5×8.5（mm）
　GD‒302M　φ1.5×12（mm）

　　（ID付、番号のマーキング付）
　GD-351　φ1.5×8.5（mm）
　　（エネルギー補償フィルタ付）
　GD-352M　φ1.5×12（mm）
　　（ID付、エネルギー補償フィルタ付）
重量：数10mg
特長：超小型素子で空気吸収線量を直接測定できます
　　　ガラスの均一性により、素子間のばらつきが僅少です

₁₃︲₅ ATOMLAB ₅₀₀　SK⊖₃₅₀₀　別途見積　₆₀日 産業科学㈱

ATOMLAB 500
測 定 核 種 Single Photon核種、Positron核種
検 出 方 式 アルゴンガス封入ウェル型電離箱
プリセット
核 種

99mTc、201Tl、99Mo、123I、133Xe、
67Ga、111In、131I、90Y、18F、57Co、137Cs
表示キー12核種、内蔵88核種テーブル
その他：任意の核種を25種登録可能

測定レンジ 0.001MBq～1,500GBq
（0.01μCi～40Ci）

測 定 範 囲 25keV～3MeV
測 定 精 度 ±3%以内
そ の 他 オプションのプリンターでレポート、ラ

ベルの発行等が行えます
RS‒232ポートを有しています

₁₀︲₃ TLDバッジ測定サービス　別途見積 産業科学㈱
・高い測定精度
　 権威ある機関による技術テストで、当社の測定精度は高い水準
であると評価されております

・行き届いたサービス
　 着用ずみのバッジは到着次第直ちに測定し、直ちに結果をご報
告するとともに、記録は永く保存します

　 当社では、すべての業務を正確、迅速、親切をモットーとして
行き届いたサービスを心がけております

TLDバッジの特徴：・広い測定範囲
　　　　　　　　　・退行現象が少ない

有効測定範囲 Li2B4O7　　0.05mSv～1Sv
LiF　　　  0.05mSv～1Sv

検 出 限 界 0.05mSv±0.01mSv

エネルギー特性 低エネルギー領域においても、
60Coγ線に対して相対感度1.2以下

退 行 現 象 90日で数％
方 向 依 存 性 γ（X）線に対し±90°で-25％
機 械 的 強 度 着用中の落下等の衝撃には耐える
線 量 直 線 性 0.05～10mSvで直線性
測 定 時 間 150名分を90分で全自動測定
※中性子用アルベドバッジも用意しております

₁₈︲₂ オークリッジフード　SK⊖₄₂₁、₄₂₂、₄₂₃、
₄₂₄、₄₂₅ 　別途見積　₆₀日 産業科学㈱

₂₂︲₃ 据置型貯留槽　SK⊖₄₅₈　別途見積　₆₀日 産業科学㈱

上下スライド式扉の開閉と関連して常に一定風量が得られる
ように間口寸法（A）に準じて1個または2個の給気グリルを備
えています
バッフル板との併用により軽、重ガスを任意の風量で排気で
きるように風量調節用のダンパを2ヵ所に備えています
使用時の保安を考慮にいれて水、ガス、真空などの供給弁は
すべて前面からの遠隔操作方式になっています
ラックまたはPBブロックの裏面でも作業にさしつかえない
ように、ご希望によって本体内壁に鏡を取りつけます

寸法幅
（mm） 仕　様

SK‒421 　900 給水口、ガス口、電気コンセ
ント各1ヵ所
内部照明付、給気グリル1ヵ所SK‒422 1,200

SK‒423 1,500 給水口、ガス口、電気コンセ
ント各2ヵ所
内部照明付、給気グリル2ヵ所

SK‒424 1,800
SK‒425 2,100

・ステンレス（SUS444）使用
　さらに各種防錆加工により、サビをシャットアウト
・ステンレスの抗張力は軟鋼板の1.5倍、FRPの6倍に相当し、
耐震、耐風圧、耐衝撃性に優れている

・ステンレスは消防法、建築基準法等で要求される不燃性か
つ有毒ガス無発生建築資材に適合する

・樹脂タンクに見られる藻の発生がない
・1.5～2mmの薄板を使用しているので、鋼板製の1/5の重
量

・容量は1～2,000m3の範囲で1m3刻みで製作可能
・1m角のパネルタンクユニットなので、狭い所や高所での
現場組立が容易

₁₈︲₁ バキュームグローブボックス　SK⊖₄₈₀　別途見積　₆₀日 産業科学㈱

真 空 度 本 体 13.3Pa（1×10-1Torr）以下
サイドボックス 6.65Pa（5×10-2Torr）以下

寸 法・材 質（mm）本 体 700（W）×900（L）×580（H） SUS304
サイドボックス 225（W）×500（L）×320（H） SUS304

覗 窓 寸 法（mm） 750×400　焼き入れ強化ガラス使用
本体内部コンセント AC100V　15A　1口
自 動 内 圧 調 整 器 フートスイッチ付（オプション）
照 明 用 蛍 光 灯 20W
グ ロ ー ブ 天然ゴム（標準仕様）、ブチル、バイトン、ネオブレン
設 置 面 積（mm） 950（W）×1,600（L）

₉︲₁ 超小型警報付個人線量計　SOR/T　₁₁万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₉︲₁ 警報付個人線量計リーダー　LDM₂₂₀　₂₃万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

γ線および中性子測定用SOR線量計
IEC 1283、ANSI 4220､ NATO D104準拠
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
選べる測定単位：cGy；cGy/h、およびmSv；mSv/h
エネルギー特性：（γ）　±20％以内（60keV～2MeV）
　　　　　　　　　　　±50％以内（2～6MeV）
　　　　　　　　（中性子）　±30％以内（～14MeV）
γ線量測定範囲：1μGy～10Gy

γ線量率測定範囲：0.1μGy/h～10Gy/h
表示：4桁液晶デジタル表示
警報音：80～90dB
寸法：48（W）×80.4（H）×9（D）（mm）
重量：55g（電池込）
電源：コイン型リチウム電池（CR2450）

LDM220リーダーは、専用ソフトウェアDOSIMASSを使っ
て、電子線量計（DMC2000シリーズ、SORシリーズ）と非
接触データ交換モードで通信します
電源：PCのUSBポートから供給
線量計との通信：短距離高周波双方向データ通信
　　　　　　　　（5～30cm）
寸法：80（W）×32（H）×70（D）（mm）
重量：120g

₁₀︲₃ TLD線量計システム（TLD素子/リーダー）　別途見積　₃ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

個人、末端部、環境、治療・診断の各線量測定
測定線種：X、β、γ線、中性子
測定範囲：10μGy～10Gy（10μSv～10Sv）
検出素子：LIF
フェーディング：3%／30日
TLDリーダー：RE‒2000A、RE‒2000S
・1回のローディングで200バッジまたは800TL素子を
　読取（RE‒2000A）
・ホールコードまたはバーコードによるバッジの識別

・ 完全にプログラム化されたプレヒ
ート、測定、アニールのサイクル

ソフトウェアパッケージ：WinTLD
・TLDリーダー制御用ソフト

₁₀︲₄ 固体式線量計　DIS︲₁　別途見積　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

DIS線量計は超小型電離箱とMOS型電界効果トランジスタを
組み合わせた構造の新しい原理の線量計
専用リーダーに差し込むだけで瞬時にHp（10）及び
Hp（0.07）が表示される
検出部：超小型電離箱とDirect Ion Storage（DIS）
　　　　メモリセルで構成
測定対象線種：X・γ・β線
β線用ウィンドウ：アルミ蒸着プラスチック

エネルギー特性：
　X・γ　Hp（10） ±30% 15keV～9MeV
　　　　　Hp（0.07） ±30% 6keV～9MeV
　β　Hp（0.07） ＋10～－50%
　　　　0.06～0.80MeV（Emean）
測定範囲：Hp（10）　1μSv～40Sv
　　　　　Hp（0.07）　10μSv～40Sv
寸法：44（W）×41（H）×12（D）（mm）
重量：25g（ホルダー無し）

₉︲₁ 超小型警報付個人線量計　SOR/R　₈．₇万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

多くのNATO加盟国の軍事施設で正式に採用されている低レ
ベル放射能およびγ線選測定用戦術的線量計で浸水、落下、
衝撃等の対応性に優れている
検出器：シリコン半導体検出器
測定対象線種：X・γ線
選べる測定単位：cGy；cGy/h、およびmSv；mSv/h
エネルギー特性：±20％以下（60keV～2MeV）
　　　　　　　　±50％以下（2～6MeV）
線量測定範囲：1μGy～10Gy

線量率測定範囲：0.1μGy/h～10Gy/h
表示：4桁液晶デジタル表示
警報音：80～90dB
寸法：48（W）×80.4（H）×9（D）（mm）
重量：55g（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
オプション：専用リーダー
　　　　　　ソフトウェア

₁₀︲₁ 個人被ばく線量測定　クイクセルバッジサービス　別途見積 長瀬ランダウア㈱

₁₀︲₃ 手指被ばく線量測定　リングバッジサービス　別途見積 長瀬ランダウア㈱

₂₅︲₁ 放射線管理区域入退管理システム　GATE　別途見積 長瀬ランダウア㈱

₁₀︲₁ microStarキット　₃₈₈．₈万円 長瀬ランダウア㈱

₂₅︲₁ 放射線取扱者総合管理システム　EASY⊖₂₀₀₁　別途見積 長瀬ランダウア㈱

クイクセルバッジ　Sタイプ
（X・γ線、β線用）
クイクセルバッジ　Kタイプ
（X・γ線、β線、熱中性子線、高速中性子線用）
測定エネルギー範囲
　Ｘ・γ線　　：5keV～10MeV
　β線　　　　：150keV～10MeV
　熱中性子線　：0.025～0.5eV
　高速中性子線：100keV～10MeV

測定線量範囲
　Ｘ・γ線　　：0.1mSv～10Sv
　β線　　　　：0.1mSv～10Sv
　熱中性子線　：0.1～6.0mSv
　高速中性子線：0.2～50mSv

リングバッジ　Ｒタイプ　
（X・γ線、またはβ線用）
検出素子：LiF（フッ化リチウム）
測定線量範囲
　　Ｘ・γ線：0.2～1,000mSv
　　β線　　：0.4～1,000mSv
エネルギー依存性：10keV～数MeVまでほぼ一定
生体等価比：LiF／生体組織＝1.096

・リング本体に名前など直接レー
ザー印字しており、消毒液に浸
したり、あるいは手洗いしても
印字は消えません

・リングを装着したまま簡単に手
袋の装着を行うことができます

・着用期間毎にリングの色（3色使用）を変えてご提供しま
す

本管理システムGATEは、放射線管理専用に設計開発された
入退管理システムです
多種のリーダ端末が用意されており、お客様の希望に対応す
るシステムを構築することができます
・クイクセルバッジ／磁気・ICカード等、各種のIDメディ
アに対応

・健康診断、教育訓練など資格、期限との照合
・貯蔵庫、HFCMとの接続連携で確実な管理を実現
・現在の入域者の情報をリアルタイムに表示

・被ばく計算など、様々な用途に利用できる帳票類
・区域毎に施解錠のスケジューリング管理が可能
・フラッパーゲートなどのへの組み込みも可能

＊非密封RI管理データ処理システムRIMAとの個人情報マス
タの共有を行うこともできます

microStar（マイクロスター）は新たに開発したOSL線量計
測定システムです
コンパクトなサイズ設計で、取り扱いが非常に簡単、設置場
所を問いません
microStarキットは測定器、線量計、管理用PC、バーコード
リーダ、そして専用のキャリーケースから構成されています
個人被ばく線量測定をはじめ、患者線量の評価、さらには、
キャリーケースでどこへでも持ち運ぶことができるので、災
害等の緊急時に現場にmicroStarを運び込み、測定管理を行

う等、緊急時の対応にも有
用です

EASY-2001は、放射性物質などを取り扱う事業所（研究所、
製薬会社、大学等）における放射線業務従事者の全般的な情
報管理を統合し、被ばく管理業務の省力化・効率化を目的と
したコンピュータシステムです
開発言語にJava2を採用しており、多種のOS（Windows、
UNIX、Mac等）上で動作可能なシステムです
またLAN上での運用も対応可能です
外部被ばく測定データの一括入力、特殊健康診断結果の取り
込み等に対応でき、種々の帳票作成を行うことができます

また、リストや統計データをCSV形式で簡単に出力できるの
で、事業所独自の様式での帳票作成にも利用できます
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₁₀︲₃ TLD素子　UD⊖₂₀₀S（₁₀個入）　₈．₄万円（税抜）　₄ヵ月 ポニー工業㈱

₁₀︲₃ TLD素子　UD⊖₁₇₀A（₂₅個入）　₆．₃万円（税抜）　₄ヵ月 ポニー工業㈱

₁₀︲₃ TLD素子　UD⊖₁₁₀S（₂₅個入）　₆．₃万円（税抜）　₄ヵ月 ポニー工業㈱

用途：個人線量モニタ、環境測定用
測定線種：X線、γ線
測定範囲：1μSv～200mSv
蛍光材料：CaSO4（Tm）
エネルギー依存性：±40%（＞30keV）
フェーディング特性：8%／6ヵ月
寸法：φ11×60（mm）

用途：治療線量測定用、中低線量測定用
測定線種：X線、γ線
測定範囲：20μSv～2Sv
蛍光材料：BeO
エネルギー依存性：±35%（＞15keV）
フェーディング特性：6%／1ヵ月
寸法：φ2×12（mm）

用途：高感度、実験用
測定線種：X線、γ線
測定範囲：1μSv～200mSv
蛍光材料：CaSO4（Tm）
エネルギー依存性：±20%（＞200keV）
フェーディング特性：8%／6ヵ月
寸法：φ2×12（mm）

₁₀︲₃ TLB素子　UD⊖₈₀₀シリーズ　₁．₄〜₂．₁万円（税抜）/₁個（最小発注単位：₅₀個）　₄ヵ月 ポニー工業㈱

₁₀︲₃ TLD熱処理炉　UD⊖₆₀₆P　₂₃．₁万円（税抜）　₄ヵ月 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

測定線種：X線、γ線、β線
測定範囲：10μSv～10Sv
個人コード：光電読取式　7桁
蛍光材料：CaSO4（Tm）、nLi2nB4O7（Cu）、
　　　　　6Li210B4O7（Cu）、7Li211B4O7（Cu）
フェーディング特性：Li2B4O7（Cu） 10%／月
　　　　　　　　　　CaSO4（Tm） 1%／月
寸法：49×23×6（mm）
重量：5～8g

注　n：自然存在比

使用前のTLD素子の残留線量を消去する専用熱処理炉
熱処理能力：UD‒200S　15個／回
　　　　　　アンプル状素子　200個／回
使用温度範囲：100～450℃
温度調節器：電子式温度可変設定調節器
温度安定精度：100℃設定で±7℃以内
　　　　　　　450℃設定で±10℃以内
ヒーター温度：20℃より450℃までの上昇時間は約30分
異常加熱保護回路：温度ヒューズ内蔵

温度表示：内蔵水銀温度計
使用周囲温度：10～35℃
電源：AC100V、50/60Hz、550W
寸法：560（W）×175（H）×325（D）（mm）
重量：約8kg
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₁₀︲₃ TLD手動読取装置　UD⊖₇₀₆P　₄₅₁．₅万円（税抜）　₄ヵ月 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

用途：個人モニタ・入退管理
測定範囲：1μSv～999Sv
測定時間：1エレメント7秒以内
校正：内蔵校正光源（CAL）による自動補正
プリンタ：17倍放電式プリンタ内蔵
外部出力：伝達出力RS‒232C
ID番号：TLB素子No.7桁まで自動読み取り
アニール機能：アニール機能付（アニール炉不要）
電源：AC100V、50/60Hz、150W（最大）

寸法：493（W）×237（H）×366（D）（mm）
システム： 個人被ばく用簡易評価システムも取り扱っており

ます
　　　　　個人被ばく管理のお役に立ちます
特徴： 当社独自の光加熱方式とマイクロコンピューターの採

用により、被ばく線量を高精度にすばやく測定

₁₀︲₃ TLB自動測定装置　UD⊖₇₁₆P　₇₄₅．₅万円（税抜）　₄ヵ月 ポニー工業㈱
パナソニックコミュニケーションズ㈱

特徴：
1. 光加熱方式の採用により、短時間での再現性の良い高精度
の測定が可能

2. TLBのID番号を自動的に読取り、測定値と共にRS‒232Cへ
出力

　 コンピューターと接続すれば、個人被ばく管理が容易に行
える

3. グローカーヴの表示及びグローカーヴデータの出力グロー
カーヴ表示部があり、グローカーヴの表示及びグローカー

ヴデータを出力（RS‒232C）できる
4. マガジンチェンジャーUD‒736P（別売）と接続すれば、
200バッヂ以上の連続測定が可能

₁₀︲₃ 放射線熱蛍光線量計
読取装置 　UD⊖₅₁₂₀PGL　₂₉₀．₉万円（税抜）　₄ヵ月 ポニー工業㈱

パナソニックコミュニケーションズ㈱
表示： デジタル8桁、4レンジ自動切換えレンジオーバー表示

付、グローカーヴ液晶表示
表示範囲：0.1～999μSv（使用素子により測定範囲は異なる）
測定時間：標準10秒（熱風加熱方式）
校正：内蔵校正光源（CAL）による自動補正
データ処理：データ記憶　　　　999データ
　　　　　　素子感度補正係数　999データ
　　　　　　出力補正係数　　　　1点
プリンタ：17桁放電式プリンタ内蔵

外部出力：伝送出力　　　RS‒232C
　　　　　グロー出力　　5Vフルスケール
電源：AC100V、50/60Hz、最大350W
寸法：480（W）×315（H）×450（D）（mm）（突起部を除く）
重量：約26kg

₁₂︲₂ 高感度γ線食品・土壌モニタ　SX⊖SPA　₁₅₀万円（税抜）　別途問合 ポニー工業㈱
Thermo Scientific社

₁₅︲₁ ハンドヘルド蛍光X線分析計　DELTAシリーズ　別途見積　別途問合 ポニー工業㈱
Olympus⊖NDT社

測定対象：食品、土壌（放射能汚染スクリーニング）
検出器：2×2″ NaI（Tl）　60keV～2MeV
エネルギーウィンドウ：γ線（2ROI）
試料容器：1L（マリネリ容器使用）
電源：単4乾電池 2本
寸法： 300（W）×300（D）×450（H）（mm）
重量：計測部　14kg
　　　鉛遮蔽体　25kg
特長： 2×2″のNaI（Tl）シンチレータを使用し、2つのエネル

ギー窓を持ち、134Csと137Csの放
射能量を短時間計測

　　　 省スペースモデルで持ち運びが
可能

測定元素：Mg～U（モデル・アプリケーションにより選択）
Ⅹ線源： 最大40kV、最大200μA（Rh、Ta、Ag、Auターゲ

ット）
重量：1.7kg（バッテリー含む）
検出器：Silicon Drift Detector、又はSi-PIN
電源：Li-ionバッテリー（4～6時間使用可能）
データ保存：150,000データ以上
特長： サンプルを切り出すことなく、あらゆる現場での分析

が可能

　　　 数秒でアルミ合金等の定
量分析が可能

₉︲₁ 超小型警報付個人線量計　SOR/T　₁₁万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₉︲₁ 警報付個人線量計リーダー　LDM₂₂₀　₂₃万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

γ線および中性子測定用SOR線量計
IEC 1283、ANSI 4220､ NATO D104準拠
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
選べる測定単位：cGy；cGy/h、およびmSv；mSv/h
エネルギー特性：（γ）　±20％以内（60keV～2MeV）
　　　　　　　　　　　±50％以内（2～6MeV）
　　　　　　　　（中性子）　±30％以内（～14MeV）
γ線量測定範囲：1μGy～10Gy

γ線量率測定範囲：0.1μGy/h～10Gy/h
表示：4桁液晶デジタル表示
警報音：80～90dB
寸法：48（W）×80.4（H）×9（D）（mm）
重量：55g（電池込）
電源：コイン型リチウム電池（CR2450）

LDM220リーダーは、専用ソフトウェアDOSIMASSを使っ
て、電子線量計（DMC2000シリーズ、SORシリーズ）と非
接触データ交換モードで通信します
電源：PCのUSBポートから供給
線量計との通信：短距離高周波双方向データ通信
　　　　　　　　（5～30cm）
寸法：80（W）×32（H）×70（D）（mm）
重量：120g

₁₀︲₃ TLD線量計システム（TLD素子/リーダー）　別途見積　₃ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

個人、末端部、環境、治療・診断の各線量測定
測定線種：X、β、γ線、中性子
測定範囲：10μGy～10Gy（10μSv～10Sv）
検出素子：LIF
フェーディング：3%／30日
TLDリーダー：RE‒2000A、RE‒2000S
・1回のローディングで200バッジまたは800TL素子を
　読取（RE‒2000A）
・ホールコードまたはバーコードによるバッジの識別

・ 完全にプログラム化されたプレヒ
ート、測定、アニールのサイクル

ソフトウェアパッケージ：WinTLD
・TLDリーダー制御用ソフト

₁₀︲₄ 固体式線量計　DIS︲₁　別途見積　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

DIS線量計は超小型電離箱とMOS型電界効果トランジスタを
組み合わせた構造の新しい原理の線量計
専用リーダーに差し込むだけで瞬時にHp（10）及び
Hp（0.07）が表示される
検出部：超小型電離箱とDirect Ion Storage（DIS）
　　　　メモリセルで構成
測定対象線種：X・γ・β線
β線用ウィンドウ：アルミ蒸着プラスチック

エネルギー特性：
　X・γ　Hp（10） ±30% 15keV～9MeV
　　　　　Hp（0.07） ±30% 6keV～9MeV
　β　Hp（0.07） ＋10～－50%
　　　　0.06～0.80MeV（Emean）
測定範囲：Hp（10）　1μSv～40Sv
　　　　　Hp（0.07）　10μSv～40Sv
寸法：44（W）×41（H）×12（D）（mm）
重量：25g（ホルダー無し）

₉︲₁ 超小型警報付個人線量計　SOR/R　₈．₇万円（税抜）　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

多くのNATO加盟国の軍事施設で正式に採用されている低レ
ベル放射能およびγ線選測定用戦術的線量計で浸水、落下、
衝撃等の対応性に優れている
検出器：シリコン半導体検出器
測定対象線種：X・γ線
選べる測定単位：cGy；cGy/h、およびmSv；mSv/h
エネルギー特性：±20％以下（60keV～2MeV）
　　　　　　　　±50％以下（2～6MeV）
線量測定範囲：1μGy～10Gy

線量率測定範囲：0.1μGy/h～10Gy/h
表示：4桁液晶デジタル表示
警報音：80～90dB
寸法：48（W）×80.4（H）×9（D）（mm）
重量：55g（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
オプション：専用リーダー
　　　　　　ソフトウェア

₁₀︲₄ 固体式線量計　EDIS︲₁　別途見積　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₁₀︲₄ 固体式線量計　DBR︲₁リーダー　別途見積　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₁₀︲₄ 固体式線量計　DBR︲₂リーダー　別途見積　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₁₂︲₁ 食品放射能測定システム　SPIR︲Quanta　別途見積　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

環境モニタリング用DIS線量計
検出部：超小型電離箱とDirect Ion Storage（DIS）
　　　　メモリセルで構成
測定対象線種：X・γ線
エネルギー特性：X・γ　Hp*（10） ±30% 15keV～9MeV
測定範囲：1㎝線量当量Hp＊（10）　1μSv～40Sv
寸法：41（W）×44（H）×12（D）（mm）
重量：25g（ホルダー無し）

DIS‒1およびEDIS‒1バッジをDBR‒1リーダーに挿入するだ
けで、2～3秒後に1cm線量等量および70μm線量等量が表示
される
パソコンに接続しデータの記録が可能
線量読取後、リーダのハードリセット機能により積算
線量をゼロにすることが可能
線量表示：Hp（10）、Hp（0.07）、Hp*（10）
寸法：250（W）×265（H）×210（D）（mm）
重量：8.5kg

電源： 100～240VAC、50/60Hz、
0.2A

ソフトウェア：WinELD
インターフェース：
　・EIA RS‒232Cシリアルポート
　・10Base‒T Ethernet LAN

DIS-1およびEDIS‒1バッジをDBR‒2リーダーに挿入するだけ
で、2～3秒後に1cm線量等量および70μm線量等量が表示さ
れる
パソコンに接続しデータの記録が可能
線量表示：Hp（10）、Hp（0.07）、Hp*（10）
寸法：250（W）×80（H）×280（D）（mm）
重量：3.1kg
電源：15DAC、1.5mA
バックアップバッテリー：8時間

ソフトウェア：WinELD
インターフェース：
　・ EIA RS‒232Cシリアルポー

ト
　・10Base‒T Ethernet LAN

高感度大型検出器、マリネリ・ジオメトリ、専用計数式など
で構成される
食品・液状試料等の放射能汚染測定システム
検出器：3″×3″ Nal（Tl）
分解能：7.5％ 標準（137Cs）
分光計：高速処理デジタルMCA
　　　　25keVから3MeVまでの1,024ch
測定範囲：10～1,000,000Bq/LまたはBq/kg
温度範囲：0～45℃

寸法：430（W）×280（D）×560（H）（mm）
重量：68kg
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₁₀︲₄ 固体式線量計　EDIS︲₁　別途見積　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₁₀︲₄ 固体式線量計　DBR︲₁リーダー　別途見積　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₁₀︲₄ 固体式線量計　DBR︲₂リーダー　別途見積　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

₁₂︲₁ 食品放射能測定システム　SPIR︲Quanta　別途見積　₁〜₂ヵ月 テクノヒル㈱
Mirion Technologies社

環境モニタリング用DIS線量計
検出部：超小型電離箱とDirect Ion Storage（DIS）
　　　　メモリセルで構成
測定対象線種：X・γ線
エネルギー特性：X・γ　Hp*（10） ±30% 15keV～9MeV
測定範囲：1㎝線量当量Hp＊（10）　1μSv～40Sv
寸法：41（W）×44（H）×12（D）（mm）
重量：25g（ホルダー無し）

DIS‒1およびEDIS‒1バッジをDBR‒1リーダーに挿入するだ
けで、2～3秒後に1cm線量等量および70μm線量等量が表示
される
パソコンに接続しデータの記録が可能
線量読取後、リーダのハードリセット機能により積算
線量をゼロにすることが可能
線量表示：Hp（10）、Hp（0.07）、Hp*（10）
寸法：250（W）×265（H）×210（D）（mm）
重量：8.5kg

電源： 100～240VAC、50/60Hz、
0.2A

ソフトウェア：WinELD
インターフェース：
　・EIA RS‒232Cシリアルポート
　・10Base‒T Ethernet LAN

DIS-1およびEDIS‒1バッジをDBR‒2リーダーに挿入するだけ
で、2～3秒後に1cm線量等量および70μm線量等量が表示さ
れる
パソコンに接続しデータの記録が可能
線量表示：Hp（10）、Hp（0.07）、Hp*（10）
寸法：250（W）×80（H）×280（D）（mm）
重量：3.1kg
電源：15DAC、1.5mA
バックアップバッテリー：8時間

ソフトウェア：WinELD
インターフェース：
　・ EIA RS‒232Cシリアルポー

ト
　・10Base‒T Ethernet LAN

高感度大型検出器、マリネリ・ジオメトリ、専用計数式など
で構成される
食品・液状試料等の放射能汚染測定システム
検出器：3″×3″ Nal（Tl）
分解能：7.5％ 標準（137Cs）
分光計：高速処理デジタルMCA
　　　　25keVから3MeVまでの1,024ch
測定範囲：10～1,000,000Bq/LまたはBq/kg
温度範囲：0～45℃

寸法：430（W）×280（D）×560（H）（mm）
重量：68kg

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

₁₁⊖₁ スクリーニング用簡易型体内放射能測定装置　AZ－S．I．M．　別途見積　別途問合 安西メディカル㈱
検出器：φ5″×4″ NaI（Tl）シンチレーション（体幹部）
　　　　φ2″×2″ NaI（Tl）シンチレーション（甲状腺）
測定核種：137Cs、134Cs、131I
寸法：650（W）×1,300（H）×1,250（D）（mm）（突起部含まず）
重量：約900kg
その他：体幹部と甲状腺を一度に測定可能
　　　　必要に応じて遮蔽体を追加可能

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




