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組⽴例と自作キット
注1) 「自作キット」 は必要な部品⼀式が未組⽴で出荷され
る製品であるのに対して、「組⽴例」は、部品製品の組合せ情
報であり、⼀式としては販売されません。

注2) 組⽴例には、当社の部品製品だけでなく、他社製品や
付属品以外のネジなども⼀部使用します。これらの部品製品
は原則的にお客様自身で入手されるようお願いします。(詳しく
は営業までご相談ください。)

注3)組⽴例も自作キットも、顕微鏡として使用するためには、
観察・録画用PCが必要となります。お手持ちのWindows 
OSのPCをご使用ください。

注4)組⽴例も自作キットも、各部品の未組⽴状態での出荷
されますので、お客様自身での部品組込やソフトウエア組込を
お願いします。組⽴⽅法の資料およびYoutube動画をご利
用ください。(詳しくは営業までご相談ください。)

注5)組⽴例も自作キットも、組⽴済み製品としてご購入をご
希望される場合は「特注対応」となりますので、営業までご相
談ください。

注6)組⽴例も自作キットも、主要機能を損なわない範囲で、
部品構成が予告なく変更されることがあります。
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顕微鏡自作キット1 CU-Mini-DIY1

注1) 本キットを顕微鏡としてご使用頂くためには、観察・録画用のWindows PCが別途必要となりますので、お⼿持ちのノートパソコン等をご利用ください。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。(オンラインマニュアルや動画をご参照ください。)
注3) キット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

コアユニット部品などを後日追加して頂くことで、蛍光観察や光ピンセットなどの機能拡張が可能となります。
御相談は営業までご連絡ください。

⼩型倒⽴顕微鏡をお客様⾃⾝の⼿で構築するために必要な部
品一式(パソコンを除く)が梱包されたキット製品です。
低価格なスターター製品の１つであり、組⽴作業を実際に体験
することが、新しい光学系や実験系を⾃ら考え、発展させていくこ
とに繋がります。

1) ＮA0.3(10倍)の対物レンズと簡易LEDを用いた明視野顕微鏡です。
(画像取得および録画にはお⼿持ちのWindows PCをご利用ください。)

2) 研究用のコアユニット顕微鏡や組⽴例CU-Mini2-BFとは、対物レンズ等
の部品構成が異なります。必要に応じて後日、追加部品のご購⼊および
機能強化も可能です。

3) 後日、コアユニット部品を追加して頂いた場合には、蛍光観察や
光ピンセットなど様々な機能拡張も可能です。¥495,000(税込)

機能拡張例

培養皿対応＆暗視野観察 レーザユニット導入

光ピンセット (1064 nm)
局所加熱 (1462 nm)
細胞刺激 (405 nm)

LED蛍光観察

CU-Mini-DIY1 CUS-BF

100 µm 100 µm

10 µm

絞りなし

絞りあり

付属対物 100倍

対物交換
10倍

対物レンズが同じ場合はCUS-BFと同等の明視野観察が可能

本製品の取扱説明書(ダウンロード版)および組⽴動画は、
以下アドレスまたはQRコードよりご利用ください。
https://jp.optosigma.com/ja_jp/core-unit-for-microscopy/
cu-mini-diy1.html

観察例

ABM06-K13-21001 ： CU-Mini-DIY1-J2111
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区⻄中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

ABM06-K13-21001 ： CU-Mini-DIY1-J2111

CU-Mini-DIY1

部位名 部品名 型番 製造 価格
（税抜） 個 ⼩計

（税抜） 組⽴⼿順 ユニット⼩計
（税抜）

工具
ボールレンチセット SKB-JBX6 シグマ

光機 ¥4,000 1 ¥4,000
本セットに使用する六角レンチセットです。以
下作業では、2mm, 2.5mm, 5mmの3種
類を使用します。

¥4,000

結像部 小型アルミガイド OBS-300G シグマ
光機 ¥6,500 1 ¥6,5001) CU-013の閉じた面を下にして、OBS-

300Gに対して左図のような向きで静置します。
2) 2mm六角レンチを用いて、⿊位置のクラ
ンプネジ1本でOBS-300Gを固定します。
3) ⻘位置のクランプネジ各1本でOBS-50G
を固定します。(左下図参照)
4) 同様に、⻩位置のクランプネジ1本で
OBS-50Gを固定します。
5) CU-014ににアルミ平面ミラーを固定した
後、CU-013に固定します。(⿊⽮印側に
CU-014付属ネジで固定)。

¥231,000

小型アルミガイド OBS-50G シグマ
光機 ¥1,500 2 ¥3,000

Σキューブ (ミラー用) CU-013 シグマ
光機 ¥35,000 1 ¥35,000

Σキューブ用ホルダパーツ
（45°固定着脱タイプ） CU-014 シグマ

光機 ¥29,000 1 ¥29,000

アルミ平面ミラー
(φ25.4) TFA-25.4C05-4 シグマ

光機 ¥3,500 1 ¥3,500

結像レンズホルダー CU-040 シグマ
光機 ¥52,000 1 ¥52,000

1) CU-040(左図赤)の円状突起側がΣ
キューブ側となるようにOBS-300Gにネジ止
めします。(付属クランプねじ使用)

2) CU-040右側にCU-041(左図⻩)を密
着させながら、CU-041をOBS-300Gに固
定します。(付属クランプねじ使用)

Core 結像系遮光チューブ CU-041 シグマ
光機 ¥16,000 1 ¥16,000

CU-050 Cマウントカメラホル
ダー

シグマ
光機 ¥21,000 1 ¥21,000

1) CU-172(左図⻘)を回転させながら、
CU-050(左図茶)に固定します。CU-050
側面のネジを弛めることで、カメラ回転方向を
調整することができます。
2) カメラ固定済みのCU-050を、CU-041
の端部に密着させながら、OBS-300Gに固
定します。

CU-172 Cマウントカメラ シグマ
光機 ¥65,000 1 ¥65,000

サンプル
ステージ部 CageCore 

ｽﾃｰｼﾞﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ
C30-CU-OLSM-
M25

シグマ
光機 ¥28,000 1 ¥28,000

1) C30-CU-OLSM-M25は ニコン製対物
レンズ(固定ネジ径 M25 x 0.75 mm)に
対応したマウントベースです。ここではCU-
101(M20.32×0.706)も用意することで、
ニコン社およびオリンパス社サイズの対物レンズ
を導⼊することが可能です。
2) C30-CU-OLSM-M25の付属ネジ4本を
使って、Σキューブ上にC30-CU-OLSM-
M25を固定します。(2.5mm六角レンチ使
用)
3) 対物レンズEPL-10は、CU-101にマウン
トすることで、C30-CU-OLSM-M25上に静
置します。(ここでは固定されないため、後ほど
光源部のOBS-200Gにネジ固定します) ¥213,089

⻑作動対物レンズ EPL-10 シグマ
光機 ¥65,500 1 ¥65,500

対物レンズホルダOL CU-101 シグマ
光機 ¥16,000 1 ¥16,000

XYZ軸スチールステージ
（40mm） TSD-405CL シグマ

光機 ¥82,000 1 ¥82,0001) TSD-405CL(左図⻘)をC30-CU-
OLSM-M25に固定します（付属M3ねじ4
本使用)。
2) OBS-50G(左図⻩)をTSD-405CLのZ
面に固定します。(OBS-50G付属の⻑さ
10mmのネジでなく、⻑さ8mmのM6ネジ1
本をご使用ください)
3) CU-SHPU(左図緑)をOBS-50Gの適
切な位置に付属クランプネジで固定してサンプ
ルステージとして用います。
4) CU-FAJK-13(左図赤)をTSD-405CL
のZ軸ツマミにネジ止めすることで、フォーカス
調整がしやすくなります。(付属ネジで固定)

小型アルミガイド OBS-50G シグマ
光機 ¥1,500 1 ¥1,500

六角⽳付ボルト CBE6-8 ミスミ ¥89 1 ¥89

Core ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾙﾀﾞｰ CU-SHPU シグマ
光機 ¥12,000 1 ¥12,000

Coreサンプルステージ用
微調ツマミ CU-FAJK-13 シグマ

光機 ¥8,000 1 ¥8,000

光源部
小型アルミガイド OBS-200G シグマ

光機 ¥5,000 1 ¥5,000
C30-CU-OLSM-M25の付属クランプネジ2
本で固定します。さらにCU-013にもクランプ
ねじで固定すれば、より強固になります。

¥42,500

白色ライト LU-101 シグマ
光機 ¥2,500 1 ¥2,500

1) φ14mmのLU-101をC30-CU-LCH-
15に固定します。(付属ネジ4本を4方向から
固定)
2) 固定済みのOBS-200Gの上方に、
C30-CU-LCH-15のクランプねじ1本で固定
します。
3) 同様にOBS-200GにCU-101を、クラン
プねじで固定することにより、対物レンズを固
定します。
4) 観察時には、CU-IH-22をサンプル上方
に固定して絞りを最小(ほぼ閉じた状態)にす
ることで画質を向上させます。

CageCore-
多目的ホルダー C30-CU-LCH-15 シグマ

光機 ¥16,000 1 ¥16,000

Core 虹彩絞りホルダー CU-IH-22 シグマ
光機 ¥19,000 1 ¥19,000

販売価格 ¥450,000(税別) / ¥495,000(税込)

部品表および組立手順

y.inoue
スタンプ

y.inoue
タイプライター
CU-Mini-DIY1-J2301

y.inoue
タイプライター
4



ピエゾ付き顕微鏡自作キット CU-Mini-DIY2

ピエゾアシストステージ付き小型倒立顕微鏡をお客様自身

の手で構築するために必要な部品一式(パソコンを除く)が

梱包されたキット製品です。

NA1.3(100倍)の対物レンズとLEDを用いたピエゾアシ

ストステージ付き明視野顕微鏡です。サンプルステージを従

来アクチュエータのmmオーダーの操作に加えて10nm

オーダーの微小位置操作が可能になります。

注1) 本キットを顕微鏡としてご使用頂くためには、観察・録画用のWindows PCが別途必要となりますのでお手持ちのノートパソコン等をご利用ください。
注2) 未組立状態での出荷となり、お客様自身での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。
注3) キット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) ピエゾステージ専用コントローラー(PASC-101)本体のダイヤルノブ
を回すことで(手動操作) 、ピエゾ素子による極微動制御が可能です。

2) 本キットでピエゾ操作できるのはX軸もしくはY軸の1軸です。
Z軸のピエゾ操作には別製品(TADC-403RLPA)が必要です。

3) 後日、コアユニット部品を追加していただいた場合には、蛍光観察や
光ピンセットなど様々な機能拡張も可能です。

コアユニット部品などを後日追加して頂くことで、蛍光観察や光ピンセットなどの機能拡張が可能となります。
御相談は営業までご連絡ください。

CU-Mini-DIY2からの機能拡張例

光ピンセット導入

光ピンセット (1064 nm)
局所加熱 (1462 nm)
細胞刺激 (405 nm)

5 µm

断続的に
微動操作

Φ1µm ビーズ 明視野像

ピエゾアシストステージ操作例

ピエゾアシストステージをコントローラで微小操作し、カバーガラスに接着したビーズの位置を計測
(ImageJを用いた画像解析)

微動最小分解能:20 nm以下での操作が可能

TADC-401SPA

PASC-101

LED蛍光観察 ３軸ピエゾアシストステージ

ステージ操作

(nm)

注) 1メモリ回転当た
り常に7.9nm変位す
るのではなく、オフセッ
ト電圧によって変化し
ますので、各実験条
件でのキャリブレーショ
ンを実施してください。

y.inoue
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区西中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

ABM08-K13-22001 : CU-Mini-DIY2-J2205

CU-Mini-DIY2
部品表および組立手順

部位名 部品名 型番 製造
価格

（税抜）
個

小計
（税抜） 組立手順

ユニット小計
（税抜）

結像部
小型アルミガイド OBS-300G

シグマ
光機

¥6,500 1 ¥6,500

1) CU-012の素子ホルダにアルミ平面ミラーを
固定します(素子抑え部品を上から抑えながら、
付属ネジで固定)。ミラーを導入したホルダは付
属ネジ２本でΣキューブに固定します(左図青)。

2) Σキューブ底面にOBS-300G(赤)、OBS-
50G(緑)を付属クランプネジで固定します(左図
下矢印)。

¥262,000

小型アルミガイド OBS-50G
シグマ
光機

¥1,500 2 ¥3,000

シグマキューブ CU-013
シグマ
光機

¥35,000 1 ¥35,000

Σキューブホルダ
パーツ

CU-012
シグマ
光機

￥60,000 1 ¥60,000

アルミ平面ミラー
(φ25.4)

TFA-25.4C05-4
シグマ
光機

¥3,500  1 ¥3,500

結像レンズ
ホルダー

CU-040
シグマ
光機

¥52,000 1 ¥52,000CU-040(左図赤)の円状突起側がΣキューブ
側となるようにOBS-300Gにネジ止めします(付
属クランプねじ使用)。また、CU-040右側に
CU-041(左図黄色)密着させながら、付属クラ
ンプネジでCU-041をOBS-300Gに固定します。

Core 結像系
遮光チューブ

CU-041
シグマ
光機

¥16,000 1 ¥16,000

Cマウントカメラホ
ルダー

CU-050
シグマ
光機

¥21,000 1 ¥21,000
CU-172(左図青)を回転させながら、CU-
050(左図橙)に固定します。CU-050側面のネ
ジを弛めることで、カメラ回転方向を調整すること
ができます。カメラ固定後のCU-050を、CU-
041の端部に密着させながら、OBS-300Gに
固定します。

Cマウントカメラ CU-172
シグマ
光機

¥65,000 1 ¥65,000

サンプルステージ部

CageCore ｽﾃｰ
ｼﾞﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ

C30-CU-OLSM-M25
シグマ
光機

¥28,000 1 ¥28,0001) ニコン製対物レンズ(固定ネジ径 M25 x 
0.75 mm)に対応したマウントベースです。
2) C30-CU-OLSM-M25を長さ15mmのM3
ネジ4本でCU-013に固定します。
3) 100倍 (NA1.3, 油浸)の対物レンズをス
テージマウントベースに取り付けます。

¥420,089

対物レンズ CU-160-OB01
シグマ
光機

¥170,000 1 ¥170,000

XYZ軸スチールス
テージ
（40mm）

TSD-405CL
シグマ
光機

¥82,000 1 ¥82,000
1) ピエゾアシストステージTADC-401SPA(左
図橙)をC30-CU-OLSM-M25に固定します
（付属M3x6ねじ4本使用)。
2) TSD-405CL(左図青)をTADC-401SPA
に固定します（付属M3x6ねじ4本、スプリング
ワッシャー4個使用)。
3) OBS-50G(左図黄)をTSD-405CLのZ面
に固定します(長さ8mmのM6ネジ1本使用)。
4) CU-SHPU(左図緑)をOBS-50Gの適切な
位置に付属クランプネジで固定してサンプルス
テージとして用います。
5) CU-FAJK-13(左図赤)をTSD-405CLの
Z軸ツマミにネジ止めすることで、フォーカス調整が
しやすくなります。(付属ネジで固定)
6) コントローラ(PASC-101)のステージコネクタ
とピエゾアシストステージ(TADC-401SPA)をス
テージ付属の専用ケーブルで接続します。
7) コントローラのDCコネクタにACアダプタを接続
します。

X軸ピエゾアシスト
ステージ

TADC-401SPA
シグマ
光機

¥68,000 1 ¥68,000

ピエゾアシストス
テージ専用コント
ローラ

PASC-101
シグマ
光機

¥45,000 1 ¥45,000

ACアダプタ AC-ADP-0620-62368
シグマ
光機

¥5,500 1 ¥5500

小型アルミガイド OBS-50G
シグマ
光機

¥1,500 1 ¥1,500

六角穴付ボルト CBE6-8 ミスミ ¥89 1 ¥89

Core ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾙ
ﾀﾞｰ

CU-SHPU
シグマ
光機

¥12,000 1 ¥12,000

Coreサンプル
ステージ用微調
ツマミ

CU-FAJK-13
シグマ
光機

¥8,000 1 ¥8,000

LED光源部
小型アルミガイド OBS-200G

シグマ
光機

¥5,000 1 ¥5,000
OBS-200Gは、C30-CU-OLSM-M25に付
属クランプネジ2本で固定します。固定した
OBS-200Gに、CU-060などを固定します。

¥160,200

照明ホルダーLED CU-060
シグマ
光機

¥20,000 1 ¥20,000
LEDスポット照明をLEDホルダに導入します。
CU-060にネジ止めされているアダプタを一旦外
し、アダプタをSLSI-22Wにネジ固定します。こ
れをCU-060に戻してネジ固定します。
LED導入後、CU-060をOBS-200G先端付
近にネジ固定します。

LEDスポット照明 HLV3-22SW-2C CCS ¥56,000 1 ¥56,000

LEDスポット照明
用電源

PJ-1505-2CA CCS ¥36,000 1 ¥36,000
LEDスポット照明SLSI-22Wで使用する電源
および延長ケーブルです。LEDスポット照明

用延長ケーブル
FCB-2 CCS ¥3,000 1 ¥3,000

レンズホルダー25 CU-030
シグマ
光機

¥14,000 1 ¥14,000LED照明調節用のレンズです。SLB-25-
35PMをCU-030に装着した後、OBS-200G
に付属クランプネジで固定します。球面平凸レンズ SLB-25-35PM

シグマ
光機

¥6,200 1 ¥6,200

CageCore 虹彩
絞りホルダー

C30-CU-IH-15
シグマ
光機

¥20,000 1 ¥20,000
LED照明調節用の虹彩絞りです。OBS-200G
に付属クランプネジで固定し、コントラストを調整
したい時などに使用します。

ボールレンチセット SKB-JBX6
シグマ
光機

¥4,000 1 ¥4,000組立に使用できる工具セットです。 ￥4,000

販売価格 840,000(税抜)

y.inoue
タイプライター
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ケーラー照明実習キット CU-KI-DIY

製品は⾃⽴したケーラー照明の実習キットです。ケーラー照
明の仕組みについて確認することができます。明るさと視野を
開口絞りと視野絞りによって調整できることを体感できます。

注1) 本キットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、顕微鏡システムとしてご使⽤頂くためには、コアユニット顕微鏡本体に加えて、観察⽤PCも
必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) キット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) 開口絞り(Core 虹彩絞りホルダー︓CU-IH-22)と
視野絞り(Core 虹彩絞りホルダー︓CU-IH-22)を開閉すること
で明るさと視野を調整することが可能です。

ケーラー照明実習キット(CU-KI-DIY) 操作例
ケーラー照明実習キットの開口絞り、視野絞りを開閉させることで明るさと視野を調整することができます。
視野絞りの像がスクリーンに、光源の像が開口絞りに投影されます。それぞれ共役関係になっています。

視野絞り 開口絞り スクリーン光源

CU-KI-DIY

開口絞り大
視野絞り大

CUS-BF

CU-KI-DIY

2) コアユニット顕微鏡(CUS-BF)に取り付けることで簡易的なケーラー
照明にも可能となります。
注︓視野絞りは最⼩φ0.9㎜までしか絞れないため、5倍以上の倍

率で使⽤する場合、視野を最後まで絞ることができません。

10 µm

開口絞り大 開口絞り小

対物レンズ×1001CUS-BC付属品(CU-160)

対物ミクロメーターを観察

視野絞り 開口絞り スクリーン光源

共役➀
共役②

開口絞りに投影された
光源像

スクリーンに投影された
視野絞り像

光源 視野絞り
共役➀ 共役②

開口絞り小
視野絞り大

開口絞り大
視野絞り小

光源と視野絞りの位置に透明サンプルを貼り付けて、
左記の共役関係を示したものです。

y.inoue
タイプライター
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区⻄中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

ABM09-K13-22001：CU-KI-DIY-J2205

CU-KI-DIY
ケーラー照明実習キットの部品表および組立手順

y.inoue
タイプライター
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ニコン教育顕微鏡向け拡張ユニット EI-180cube
お客様組立例 無限遠補正光学系の教育顕微鏡(Nikon, ECLIPSE Ei)に拡

張用Σキューブと結像系を組み込みました。
カメラを用いた録画が可能であるだけでなく、将来的には、部品を
適宜追加することで、先端研究レベルの各種実験(蛍光観察, 光
ピンセット, 1分子蛍光観察など) にも拡張可能な基盤的顕微鏡
としてお使い頂けます。

注1) 本ユニットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、観察・録画⽤PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) ユニット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

φ6 mm

録画対応済み
各種拡張対応

CU-172

CU-040

CU-041
CU-050

OBS-200G

CU-180

CU-010

CU-072S 
×3

CU-074s

同様の機能拡張が、ニコン社の正⽴顕微鏡(ECLIPSE Ei, Si, E100, E200)で実施できることを確認済みです。

1) 導入したカメラを⽤いて、明視野の静止画および動画を録画できます。
(別売のPCと付属ソフトのインストールが必要です。)

2) 将来的にLED光源とフィルタ等を追加することで、蛍光観察が可能に
なるなど、追加部品に応じて様々な機能拡張が可能です。

3) 各種機能拡張は、ニコン社が想定する使⽤⽅法とは異なりますので、
各種機能拡張については、シグマ光機へお問合せ頂きますようお願い
します。

50µm

ソラマメの細胞(根断面)

明視野観察例(×10倍)

y.inoue
タイプライター
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区⻄中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

EI-180cube お客様組立例

EI-180cube の部品表および組⽴⼿順

九州営業所
福岡市博多区博多駅東１丁目17-25 KD ビル2Ｆ
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

EI-180cube_J2212

部品名 型番 製造価格（税抜）個 小計（税込） 組⽴⼿順 小計（税込）

Σキューブ(単体) CU-010 シグマ
光機 ¥35,000 1 ¥38,500

Σキューブの閉じた面に繋がった4面のう
ち、ねじ穴が4個なのは左図の赤色面
と⻘色面となります。ここでは赤色面に
CU-180を導入します。

CU-180の２つの部品のうち、キューブ
取付部品を左図のように付属M3ネジ
4本で固定します。(2.5mm六角ドラ
イバ使⽤)

残りの顕微鏡取付部品を左図のように
付属M3ネジ4本で固定します。
(2.5mm六角ドライバ使⽤)

¥105,600

Σキューブ用
顕微鏡アダプタ CU-180 シグマ

光機 ¥25,000 1 ¥27,500

Σキューブ用
遮光パーツ3s CU-074S シグマ

光機 ¥9,000 1 ¥9,900

CU-074Sを上図のキューブ上面に付
属M3ネジ4本で設置します。
残りの3面には、CU-072Sをそれぞれ
M3ネジで固定します。

Σキューブ用
遮光パーツ1s CU-072S シグマ

光機 ¥9,000 3 ¥29,700

カメラホルダー
CU-050

シグマ
光機 ¥21,000 1 ¥23,100

CU-050のクランプネジを緩めてCマウントカ
メラアダプタを一旦取り出します。
Cマウントカメラアダプタにカメラ本体を回転さ
せながら固定します。
カメラ付きのCマウントカメラアダプタを、CU-
050に戻し、回転角度を調整してからクラン
プネジで固定します。

¥174,900

Cマウントカメラ
CU-172

シグマ
光機 ¥65,000 1 ¥71,500

小型アルミガイド

OBS-200G
シグマ
光機 ¥5,000 1 ¥5,500

OBS-200Gの端に、上記のカメラ付きCU-
050をクランプネジで固定します。OBS-
200Gの上下面の違いにご注意ください。
(製品ラベルのある面にのみ固定可能)

Core 結像系
遮光ﾁｭｰﾌﾞ CU-041 シグマ

光機 ¥16,000 1 ¥17,600
上記のCU-050に密着するようにして、CU-
041をOBS-200Gにクランプネジで固定し
ます。

結像ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ
(ﾚﾝｽﾞ付NI)

CU-040

シグマ
光機 ¥52,000 1 ¥57,200

上記のCU-041に密着するようにして、CU-
040をOBS-200Gにクランプネジで固定し
ます。このとき、CU-040の円柱状突起部が、
CU-041の反対側となるようにします。

最後にCU-040の円柱状突起部が、CU-
074S(Σキューブ上面)となるように設置し、
Σキューブのクランプネジ1本で固定します。

教育顕微鏡
(無限遠補正光学系)

ECLIPSE Ei
(Ei-M1)

ニコン ¥88,200

1 ¥97,020

顕微鏡本体の鏡筒(接眼部)は2種類
のネジで固定されています。手回しネジ
とイモネジ(3mm六角ドライバ使⽤)を
緩めて外します。

その後、上記ユニットをCU-180を利
⽤して設置し、同様に2種類のネジを
使って固定します。

¥97,020

お客様ご自身で構築される場合の参考価格です。
組⽴作業を実際に体感することで、さらに発展的な機能拡張も可能となると共に、低価格で斬新な実験への展
望が広がります。ぜひお客様ご⾃⾝での構築・開拓をお楽しみください。

参考価格（税込） ¥377,520

y.inoue
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エビデント教育顕微鏡向け拡張ユニット CX23-181cube
お客様組立例 無限遠補正光学系の教育顕微鏡(Evident, CX23)に拡張用

Σキューブと結像系を組み込みました。
カメラを用いた録画が可能であるだけでなく、将来的には、部品を
適宜追加することで、先端研究レベルの各種実験(蛍光観察, 光
ピンセット, 1分子蛍光観察など) にも拡張可能な基盤的顕微鏡
としてお使い頂けます。

注1) 本ユニットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、観察・録画⽤PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) f180の結像レンズCU-M043は、エビデント社の無限遠補正UIS2光学系に対応しています。

同様の機能拡張が、エビデント社の正⽴顕微鏡(CX23, CX43, BX53)で実施できることを確認済みです。

1) 導入したカメラを⽤いて、明視野の静止画および動画を録画できます。
(別売のPCと付属ソフトのインストールが必要です。)

2) 将来的にLED光源とフィルタ等を追加することで、蛍光観察が可能に
なるなど、追加部品に応じて様々な機能拡張が可能です。

3) 各種機能拡張は、エビデント社が想定する使⽤⽅法とは異なります
ので、各種機能拡張については、シグマ光機へお問合せ頂きますよう
お願いします。

録画対応済み
各種拡張対応

CU-072S
×3

CU-010
CU-074s

CU-181

CU-172

CU-M043

CU-M044

CU-112
OBS-200G

OBS-50G

CU-OBSM-12.5

CU-050

φ6 mm

CX23 CX43 BX53

録画

EDU
光ピンセット

Mini2 EDU EDUMini2蛍光
○ ×○ ○ ○(○)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○×
×

明視野観察例(×10倍)

葉の気孔(⻩梅)

100µm

注4) CU-M043 とCX23付属の対物(4倍, 10倍, 40倍) で観察した場合に限って、実際の倍率はそれぞれ3.2倍, 8倍, 32倍となりますのでご注意ください。

y.inoue
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区⻄中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

CX23-181cube お客様組立例

CX23-181cube の部品表および組⽴⼿順

九州営業所
福岡市博多区博多駅東１丁目17-25 KD ビル2Ｆ
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

CX23-181cube_J2301

部品名 型番 製造 価格(税抜) 個 小計(税込) 組⽴⼿順 小計（税込）

Σキューブ(単体) CU-010 シグマ
光機 ¥35,000 1 ¥38,500

Σキューブの閉じた面に繋がった4面のうち、ね
じ穴が4個なのは左図の⾚⾊面と⻘⾊面とな
ります。ここでは⻘⾊面にCU-181を導入し
ます。

CU-181の２つの部品のうち、キューブ取付
部品を左図のように付属M3ネジ4本で固定
します。(2.5mm六角ドライバ使⽤)

残りの顕微鏡取付部品を左図のように付属
M2.5ネジ4本で固定します。(2.0mm六角
ドライバ使⽤) ¥105,600

Σキューブ用
顕微鏡アダプタ CU-181 シグマ

光機 ¥25,000 1 ¥27,500

Σキューブ用
遮光パーツ3S CU-074S シグマ

光機 ¥9,000 1 ¥9,900

CU-074Sを上図のキューブ上面に付属M3
ネジ4本で設置します。
残りの3面には、CU-072SをそれぞれM3ネ
ジで固定します。

Σキューブ用
遮光パーツ1S CU-072S シグマ

光機 ¥9,000 3 ¥29,700

カメラホルダー
CU-050

シグマ
光機 ¥21,000 1 ¥23,100

CU-050のクランプネジを緩めてCマウントカメラアダ
プタを一旦取り出します。
Cマウントカメラアダプタにカメラ本体を回転させなが
ら固定します。
カメラ付きのCマウントカメラアダプタを、CU-050に
戻し、回転角度を調整してからクランプネジで固定
します。

¥208,450

Cマウントカメラ
CU-172

シグマ
光機 ¥65,000 1 ¥71,500

小型アルミガイド
OBS-200G

シグマ
光機 ¥5,000 1 ¥5,500

OBS-200Gの上端に、高さアダプタCU-112を左
図のように設置します。
さらにCU-112に、上記のカメラ付きCU-050をクラ
ンプネジで固定します。OBS-200Gの上下面の違
いにご注意ください。(製品ラベルのある面にのみ固
定可能)

高さ調節ﾊﾟｰﾂ
(12.5mm) CU-112

シグマ
光機 ¥11,000 1 ¥12,100

Core OBSﾏｳﾝﾄ
ﾍﾞｰｽ

CU-OBSM
-12.5 シグマ

光機 ¥8,000 1 ¥8,800
OBS-200Gの下端に、CU-OBSM-12.5とOBS-
50Gを左図のように設置します。
まず、OBS-50GをCU-OBSM-12.5に付属M4ネ
ジ2本(およびワッシャー2個)で固定します。
次に、CU-OBSM-12.5のクランプネジ2本で
OBS-200Gに固定します。

小型アルミガイド
OBS-50G

シグマ
光機 ¥1,500 1 ¥1,650

結像系遮光ﾁｭｰﾌﾞ
OL CU-M044 シグマ

光機 ¥20,000 1 ¥22,000上記のCU-050に密着するようにして、CU-M044
をOBS-200Gにクランプネジで固定します。

結像ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ
(ﾚﾝｽﾞ付NI)

CU-M043

シグマ
光機 ¥58,000 1 ¥63,800

上記のCU-M044に密着するようにして、CU-
M043をOBS-200Gにクランプネジで固定します。
このとき左図のように、CU-M043の上下突起が大
きい⽅が、上のCU-M044ですっぽり覆われるように
します。
最後にCU-M043の下面が、CU-074S(Σキュー
ブ上面)と接するに設置し、Σキューブのクランプネジ
1本または2本でOBS-50Gを固定します。

教育顕微鏡
(無限遠補正光学系)

CX23 
(CX23LED-L1)

エビデ
ント

¥120,500

1 ¥132,550

顕微鏡本体の鏡筒(接眼部)は2種類のネジ
で固定されています。手回しとマイナスドライバ
を⽤いてを緩めた後、外してください。

その後、上記ユニットをCU-181を利⽤して
設置し、同様に2種類のネジを使って固定し
てください。

¥132,550

お客様ご自身で構築される場合の参考価格です。組⽴作業を実際に体感することで、さらに発展的な機
能拡張も可能となると共に、低価格で斬新な実験への展望が広がります。ぜひお客様ご⾃⾝での構築・開
拓をお楽しみください。

参考価格（税込） ¥446,600

y.inoue
タイプライター
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超広視野顕微鏡 SeMATERAS1

お客様組立例 8Kカメラと長作動距離対物を利用することで、市販顕微
鏡よりも広い視野で培養細胞の暗視野像や蛍光像を観
察できる組立例です。
バイオ細胞１個だけでなく、100万個以上の細胞集団の
ふるまいも同時に観察できる新しい「トランススケールスコー
プ」です。

注1) 本ユニットは、用途に応じた部品組合せ例を示したものであり、観察・録画用PCも必要となります。
注2) 未組立状態での出荷となり、お客様自身での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み方法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) ユニット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) 直径6mm程度の視野内の細胞を、10fps程度の簡易暗視野像
もしくは蛍光像で録画できます(NA0.14)。周辺部に近づくほど、
収差の影響が大きくなります。

2) 蛍光用には、GFPやAlexaFluor488の観察に向いた青LED光源と
フィルタを導入しています。

3) AMATERAS1.0(Ichimura et al., Sci Rep. 2021)と比較
すると、視野と収差等で劣りますが、費用は1/10程度のため、各研
究室レベルでの基礎実験に最適です。

SNAP-tag融合タンパク質を発現したNeuro2a細胞 (早大・坂内教授ご提供)

暗視野

1000 mm

50 mm 50 mm 50 mm

暗視野 蛍光

φ6 mm

培養細胞

SeMATERAS: Substitutional equipment of Multi-
scale/modal Analytical Tool for Every Rare Activity 
in Singularity

組立手順(次ページ)より、簡単に構築できます。
以下の組立動画もご利用ください。

https://youtu.be/RgUhe639vtI

詳細なモノクロ画像を本組立例で取得したい場合は、実験時にモノク
ロ画像(Y800)を録画するのではなく、カラー(RGB32)として保存し、
解析時にモノクロ化(RGB分解)することをお勧めします。

実験時
モノクロ録画

(Y800)

R G B実験時
カラー録画
(RGB32)

蛍光YGビーズ(φ0.2 mm) φ6 mm

蛍光蛍光YGビーズ(φ2.0 mm)

https://youtu.be/RgUhe639vtI
y.inoue
タイプライター
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部品名 型番 製造
価格

（税抜）
個

小計
（税込） 組立手順 小計（税込）

ブレッドボード OBC-3045-M6

シグマ
光機

¥25,000 1 ¥27,500継足しロッドで１本350mmへ伸ばし、４本をブ
レッドボード上に固定します。(ロッド先端のM6ネ
ジで固定, 中心間隔は50mmおよび
275mm)
2) 固定したロッド上にBSP-120EEをM6ネジ
２本(中心間隔50mm)で固定します。2枚で
設置位置を調整することで、簡易ステージとして
使用します。

¥56,980

ベースプレート BSP-120EE ¥2,000 2 ¥4,400

継ぎ足しロッド

ROE-20-150 ¥1,900 4 ¥8,360

ROE-20-100 ¥1,900 8 ¥16,720

XYZ軸スチールステージ TSD-655CL-M6
シグマ
光機 ¥103,000 1 ¥113,300

顕微鏡本体位置をXYZで微調整するアクチュ
エータ製品です。ブレッドボードにM6ネジ４本で
固定します。(50mm間隔ロッド2本から１列空
けた位置)

¥295,350

小型アルミガイド OBS-200G

シグマ
光機

¥5,000 1 ¥5,500OBS-200GをM6ねじ２本でTSD-655CL-
M6に固定し、OBS-200G先端部にCU-
OBSM-25をM6ねじ２本で固定します。CU-
OBSM-25にOBS-120Gをくランプねじ２本で
固定します。

小型アルミガイド OBS-120G ¥3,000 1 ¥3,300

Core OBSマウントベース CU-OBSM-25 ¥8,000 1 ¥8,800

Core リング照明マウント CU-HRLM-50

シグマ
光機

¥22,000 1 ¥24,200OBS-120G先端部に固定するリングLED部分
です。CU-HRLM-50にSLRI-50SW2を固定
し(M3ネジ４本)します。電源SPS-3024と延
長ケーブルFCB-1を使用して、リングLEDの
On/Offを操作します。

リング照明（白） SLRI-50SW2 ¥76,000 1 ¥83,600

デジタル電源 SPS-3024 ¥49,000 1 ¥53,900

延長ケーブル FCB-1 ¥2,500 1 ¥2,750

Σキューブ CU-010

シグマ
光機

¥35,000 1 ¥38,5001) 中心部となるΣキューブの方向を、OBS-
200G側が閉じた面とし、左図のように、OBS-
200Gにクランプねじ２本(赤矢印)、OBS-
120Gにクランプねじ１本(黄矢印)が設置できる
ようにします。
2) SDM494Aを付属M3ねじで固定したCU-
014を、OBS-200Gの反対側に導入します。
3) CU-075を(OBS-120Gの反対側となるよう
に)付属M3ねじ２本で固定します。CU-075の
もう１つはサンプル上に置いて遮光に使用します。

¥522,280

Σキューブ用ターミネータ CU-075 ¥25,000 2 ¥55,000

Σキューブ用
ホルダパーツ

CU-014
¥29,000 1 ¥31,900

ダイクロイックミラー SDM494A ¥41,000 1 ¥45,100

長作動対物レンズ PAL-5

シグマ
光機

¥36,000 1 ¥39,600
Σキューブ上面にC30-CU-SCHO-M26を付属
M3ねじ４本で固定します。PAL-5はC30-CU-
SCHO-M26にねじ込んで固定します。

Σキューブ用
対物レンズホルダー

C30-CU-SCHO-M26
¥12,000 1 ¥13,200

長作動対物レンズ PAL-5

シグマ
光機

¥36,000 1 ¥39,6001) C30-CU-SCFH-25.4に蛍光フィルタ(側面
矢印表記が奥向き)を固定します。(リング樹脂
およびネジリングを利用)
2) 対物レンズPAL-5をねじ込んで固定します。
3) Σキューブ下面にC30-CU-SCFH-25.4を
付属M3ねじ４本で固定します。

Σキューブ用
フィルタホルダー

C30-CU-SCFH-25.4
¥9,800 1 ¥10,780

蛍光フィルタ VPFHT-25C-5260 ¥54,000 1 ¥59,400

Σキューブ用
フィルタホルダー

C30-CU-SCFH-25.4

シグマ
光機

¥9,800 1 ¥10,780

1) C30-CU-SCFH-25.4にSLB-25-35PM
を導入し、付属ネジリングで固定します。
2) Σキューブ(のOBS-120G固定を予定してい
る残りの面)にC30-CU-SCFH-25.4を、付属
M3ねじ４本で固定します。
3) OBS-120GをΣキューブに導入します。（ク
ランプねじ１本）
4) 励起フィルタをCU-030にネジリング固定した
後、CU-030をOBS-120Gに固定します。(クラ
ンプねじ１本)
5) 青LEDスポット照明をCU-060に導入した後、
CU-060をOBS-120Gに固定します。(クランプ
ねじ１本)
6) 青LEDスポット照明に、延長ケーブルSLSI-
CA-2と電源SPS-SLSIを接続します。

球面平凸レンズ

SLB-25-35PM

¥6,200 1 ¥6,820

小型アルミガイド OBS-120G ¥3,000 1 ¥3,300

レンズホルダー25 CU-030 ¥14,000 1 ¥15,400

励起フィルタ VPFHT-25C-4480 ¥54,000 1 ¥59,400

照明ホルダーLED CU-060 ¥20,000 1 ¥22,000

LEDスポット照明（青） SLSI-22B ¥32,000 1 ¥35,200

LEDスポット照明用電源 SPS-SLSI ¥28,000 1 ¥30,800

LEDスポット照明用
延長ケーブル

SLSI-CA-2 ¥5,000 1 ¥5,500

レンズホルダー25 CU-030

シグマ
光機

¥14,000 1 ¥15,400対物レンズから下方向に
PAL-5 > CU-030 > DR-30 > CU-
050(カメラ付)となるように隙間なく設定します。
1) CU-030と樹脂リングは合計で高さ11mm
のスペーサーとして使用します。
2) カメラDFKAFU420-CCSは予めCU-050に
固定した後で、CU-050をOBS-200Gに固定
します。(クランプねじ１本)
3) 観察用PCが別途必要です。ソフト導入等に
ついては弊社HPより、CUS-BFの取説をダウン
ロードしてご参照ください。

¥284,790

樹脂リング DR-30-5 ¥900 1 ¥990

Cマウントカメラホルダー CU-050 ¥21,000 1 ¥23,100

USB3.0カメラ DFKAFU420-CCS

アルゴ

¥220,000
(アルゴ社Web価格)

1 ¥242,000

USB3.0ケーブル 2m DFG-USB3.0-2M
¥3,000

(アルゴ社Web価格)
1 ¥3,300

参考価格（税込）
青LED構成にて、お客様ご自身で構築される場合の参考価格です。組立作業を実際に体感することで、さらに発展的な機能拡張も
可能となると共に、低価格で斬新な実験への展望が広がります。ぜひお客様ご自身での構築・開拓をお楽しみください。

¥1,159,400

東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区西中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

SeMATERAS1 お客様組立例

SeMATERAS1(Blue) の部品表および組立手順

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

SeMATERAS1_J2209

y.inoue
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超広視野顕微鏡(小型正立版) SeMATERAS2

お客様
組立例

超広視野顕微鏡SeMATERAS1の小型正立版です。
単体でSeMATERAS1と同等の広視野観察を実施できます。
また、研究用倒立顕微鏡(CUS-BF等)の上部に、追加する
ことで、広視野蛍光観察(上部)と高倍観察等(下部)を同じ
サンプルに対して実施可能となります。

注1) 本ユニットは、用途に応じた部品組合せ例を示したものであり、観察・録画用PCも必要となります。
注2) 未組立状態での出荷となり、お客様自身での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み方法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) ユニット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) SeMATERAS2単体での使用時は、スライドガラスサンプルの蛍光像
および簡易暗視野像を、直径6mm程度の広視野で観察可能です。
培養皿など厚みのあるサンプルの暗視野観察の場合は、リングLEDを
サンプル下に設置してください。(スライドガラスでは上下とも可)

2) CUS-BF等の倒立顕微鏡と組み合わせてご使用の際は、広視野観察
は蛍光のみとなり、簡易暗視野観察はご利用頂けません。
(CUS-BF以外の倒立顕微鏡に導入する際には、基盤の追加工が
必要となります。)

φ6 mm

培養細胞

シグマ光機 CUS-BF Nikon Ti2Olympus IX73

上システム(低NA)

下システム(高NA)

広視野(蛍光)

・光ピンセット (1064 nm)

・局所加熱 (1462 nm)

・細胞刺激 (405 nm)

・蛍光1分子観察 (TIRF)

培養容器
使用時

スライドガラス
使用時

詳細なモノクロ画像を本組立例で取得したい場合は、実験時にモノ
クロ画像(Y800)を録画するのではなく、カラー(RGB32)として保存
し、解析時にモノクロ化(RGB分解)することをお勧めします。

実験時
モノクロ録画

(Y800)

R G B実験時
カラー録画
(RGB32)

蛍光YGビーズ(φ0.2 mm) φ6 mm

蛍光蛍光YGビーズ(φ2.0 mm)

y.inoue
タイプライター
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区西中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

SeMATERAS2 お客様組立例
SeMATERAS2(小型正立) の部品表および組立手順

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

SeMATERAS2_J2209

部品名 型番 販売
価格

（税抜）
個

小計
（税込） 組立手順

小計
（税込）

M6ボード CU-B01
シグマ
光機

¥9,000 1 ¥9,900 顕微鏡本体位置をXYZで微調整するアクチュエータ
(TSD-655CL-M6)を、ブレッドボードにM6ネジ(長さ
10mm)４本で固定します。(左図参照)
TSD-655CL-M6のZ軸プレート上にOBS-120GをM6
ねじ(長さ8mm)2本で固定します。

¥126,500
XYZ軸スチールス
テージ

TSD-655CL-M6
シグマ
光機

¥103,000 1 ¥113,300

小型アルミガイド OBS-120G
シグマ
光機

¥3,000 1 ¥3,300

小型アルミガイド用Z
ブラケット

OBS-25B 
シグマ
光機

¥2,500 1 ¥2,750 1) サンプル台の基盤として、OBS-120GをOBS-25Bに
固定(M6ネジ×2本, 10mm)した後、CU-B01に
固定します。(M6ネジ×1本、12mm, 左図参照)

2) サンプルホルダCU-SHPUにCU-110で高さ補正した
後、CU-110のクランプねじでOBS-120Gに固定しま
す。

¥215,600

小型アルミガイド OBS-120G 
シグマ
光機

¥3,000 1 ¥3,300

Coreサンプルホル
ダー

CU-SHPU
シグマ
光機

¥12,000 1 ¥13,200

高さ調整パーツ CU-110
シグマ
光機

¥15,000 1 ¥16,500

Core リング照明マ
ウント

CU-HRLM-48 
シグマ
光機

¥22,000 1 ¥24,200
簡易暗視野照明に使用するリングLED部分です。培養
皿など厚みのあるサンプル容器の場合は、左図のように、
サンプル下から照射してください。CU-HRLM-48にSLRI-
48SW2-LAを固定し(M3ネジ４本)します。電源SPS-
3024と延長ケーブルFCB-1を使用して、リングLEDの
On/Offを操作します。

ローアングルリング照
明

SLRI-48SW2-LA
シグマ
光機

¥90,000 1 ¥99,000

デジタル電源 SPS-3024
シグマ
光機

¥49,000 1 ¥53,900

延長ケーブル FCB-1
シグマ
光機

¥2,500 1 ¥2,750

小型アルミガイド OBS-200G
シグマ
光機

¥5,000 1 ¥5,500 1) OBS-200G先端をCU-OBSM-25の突起部に合わ
せ、M6ねじ２本で固定します。

2) OBS-200Gに下記のΣキューブ等を取り付けます。
¥14,300

Core OBSマウント
ベース

CU-OBSM-25
シグマ
光機

¥8,000 1 ¥8,800

Σキューブ CU-010
シグマ
光機

¥35,000 1 ¥38,500 1) Σキューブの閉じた1面が、OBS-200G側とな
り、左図のように、OBS-200Gをクランプねじ
２本(赤矢印)で固定しします。さらにOBS-
120Gを(OBS-200Gに押し付けた状態で)ク
ランプねじ１本(黄矢印)で固定します。

2) CU-014に、SDM494Aを付属M3ねじで固
定した後、CU-014をΣキューブ(OBS-200G
の反対側)に固定します。

3) CU-075をΣキューブ(OBS-120Gの反対
側)に付属M3ねじ２本で固定します。

¥146,300

小型アルミガイド OBS-120G
シグマ
光機

¥3,000 1 ¥3,300

Σキューブ用
ホルダパーツ

CU-014
シグマ
光機

¥29,000 1 ¥31,900

ダイクロイック
ミラー

SDM494A
シグマ
光機

¥41,000 1 ¥45,100

Σキューブ用ターミ
ネータ

CU-075
シグマ
光機

¥25,000 1 ¥27,500

長作動対物レンズ PAL-5
シグマ
光機

¥36,000 1 ¥39,600 1) C30-CU-SCFH-25.4に蛍光フィルタ(側面矢印表
記が奥向き)を固定します。(リング樹脂およびネジリン
グを利用)

2) 対物レンズPAL-5をねじ込んで固定します。
3) Σキューブ上面にC30-CU-SCFH-25.4を付属M3ね

じ４本で固定します。

¥394,570

Σキューブ用
フィルタホルダー

C30-CU-
SCFH-25.4

シグマ
光機

¥9,800 1 ¥10,780

蛍光フィルタ VPFHT-25C-5260
シグマ
光機

¥54,000 1 ¥59,400

レンズホルダー25 CU-030
シグマ
光機

¥14,000 1 ¥15,400 1) 対物レンズから上方向に
PAL-5 > CU-030 > DR-30 > CU-050
となるように隙間なく設定します。

2) CU-030と樹脂リングは合計で高さ11mmのスペー
サーとして使用します。

3) カメラDFKAFU420-CCSは予めCU-050に固定した
後で、CU-050をOBS-200Gに固定します。(クランプ
ねじ１本)

4) 観察用PCが別途必要です。ソフト導入等については
弊社HPより、CUS-BFの取説をダウンロードしてご参
照ください。

樹脂リング DR-30-5
シグマ
光機

¥900 1 ¥990

Cマウントカメラホル
ダー

CU-050
シグマ
光機

¥21,000 1 ¥23,100

USB3.0カメラ DFKAFU420-CCS アルゴ ¥220,000 1 ¥242,000

USB3.0ケーブル
2m

DFG-USB3.0-2M アルゴ ¥3,000 1 ¥3,300

Σキューブ用
フィルタホルダー

C30-CU-SCFH-
25.4

シグマ
光機

¥9,800 1 ¥10,780 1) C30-CU-SCFH-25.4にSLB-25-35PMを
導入し、付属ネジリングで固定します。

2) Σキューブ(のOBS-120G側面)にC30-CU-
SCFH-25.4を、付属M3ねじ４本で固定し
ます。

3) 励起フィルタをCU-030にネジリング固定した
後、CU-030をOBS-120Gに固定します。
(クランプねじ１本)

4) 青LEDスポット照明をCU-060に導入した後、
CU-060をOBS-120Gに固定します。(クラン
プねじ１本)

5) 青LEDスポット照明に、延長ケーブルSLSI-
CA-2と電源SPS-SLSIを接続します。

¥185,900

球面平凸レンズ
SLB-25-35PM

シグマ
光機

¥6,200 1 ¥6,820

レンズホルダー25 CU-030
シグマ
光機

¥14,000 1 ¥15,400

励起フィルタ VPFHT-25C-4480
シグマ
光機

¥54,000 1 ¥59,400

照明ホルダーLED CU-060
シグマ
光機

¥20,000 1 ¥22,000

LEDスポット照明
（青）

SLSI-22B
シグマ
光機

¥32,000 1 ¥35,200

LEDスポット照明用
電源

SPS-SLSI
シグマ
光機

¥28,000 1 ¥30,800

LEDスポット照明用
延長ケーブル

SLSI-CA-2
シグマ
光機

¥5,000 1 ¥5,500

長作動対物レンズ PAL-5
シグマ
光機

¥36,000 1 ¥39,600 Σキューブ下面にC30-CU-SCHO-M26を付属M3ねじ
４本で固定します。PAL-5はC30-CU-SCHO-M26に
ねじ込んで固定します。

¥52,800
Σキューブ用
対物レンズホルダー

C30-CU-
SCHO-M26

シグマ
光機

¥12,000 1 ¥13,200

組立作業の最終段階として、TSD-655CL-M6に固定済みのOBS-
120Gへ、Σキューブユニットを固定します。(CU-OBSM-25のクランプね
じ2本使用)
注) CUS-BFへ導入する際には、TSD-655CL-M6をCUS-BFの上板
にM6ネジ4本で固定します。(右図参照)他社製倒立顕微鏡へ導入す
る際には、基盤板の追加工が必要となります。

ー

参考価格
（税込）

青LED構成にて、お客様ご自身で構築される場合の参考価格です。組立作業を実際に体感することで、さらに発展的な機能拡張も
可能となると共に、低価格で斬新な実験への展望が広がります。ぜひお客様ご自身での構築・開拓をお楽しみください。

¥1,135,970

y.inoue
タイプライター
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小型簡易顕微鏡(各社対物対応型) CU-BF2-NI.OL.MI

お客様組立例

正立顕微鏡 倒立顕微鏡

コアユニット部品から構築した明視野顕微鏡の組合せ例です。
各社無限補正対物レンズおよびシグマ光機製球面アクロマ
ティックレンズを使用することで、コストと小型化を重視した簡易
顕微鏡として利用可能であり、将来的な機能拡張のための
ベースモデルとしても最適です。

注1) 本セットは、用途に応じた部品組合せ例を示したものであり、顕微鏡としてご使用頂くためには、観察・録画用PCも必要となります。
注2) 未組立状態での出荷となり、お客様自身での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み方法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

特徴1) 球面アクロマティックレンズ(f-50)を簡易結像レンズとして用いることで、
小型化を優先しており、10倍以上の対物レンズを用いた場合に、良
好な画像が得られることを確認済みです。
(画像取得および録画には別売りPCが必要)

特徴3) 直立タイプの明視野顕微鏡であり、正立顕微鏡としてだけでなく、倒立顕微鏡としても、ご利用頂けます。

特徴2) ニコン社製対物レンズ、オリンパス社製対物レンズ、ミツトヨ製対物レンズなど、お手持ちの対物レンズ
を用いた観察が可能です。（必要な部品を次ページにリストアップ済みです。）

ニコン対物 オリンパス/SK対物 ミツトヨ/SK対物

OBS-200G

OBS-25B

BSP-120EE

C30-CU-SCMP-H32

簡易LEDライト

C30-CU-OLSM-M25

ニコン対物レンズ
TSD-255CL

SP-135

OBS-50G

CU-SHPU

CU-050

CU-172

CU-102

CU-101

CU-030

(DLB-25-50PM) ×10倍対物 ×50倍対物

100 mm 20 mm

y.inoue
タイプライター
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区西中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

CU-BF2-NI.OL.MI_J2208

CU-BF2-NI.OL.MI お客様組立例

正立顕微鏡(ニコン対物)構成時の部品表および組立手順
部位名 部品名 型番 製造

価格
（税抜）

個
小計

（税抜） 組立手順
ユニット小計
（税抜）

個
ユニット小計
（税抜）

骨格部 アルミガイド-200mm OBS-200G
シグマ
光機

¥5,000 1 ¥5,000上下の向きにご注意ください。

¥9,500 1 ¥9,500
Z ブラケット OBS-25B

シグマ
光機

¥2,500 1 ¥2,500
OBS-200Gの付属ネジ(M6, 長さ10mm)×2
本でOBS-200GとOBS-25Bを固定します。

ベースプレート BSP-120EE
シグマ
光機

¥2,000 1 ¥2,000
OBS-200Gの付属ネジ(M6, 長さ10mm)×1
本でOBS-25BとBSP-120EEを固定します。
可能ならば長さ12mmのネジの方がベターです。

簡易LED部

Cマウントカメラマウント C30-CU-SCMP-H32
シグマ
光機

¥15,000 1 ¥15,000

φ25-30mmの簡易LEDライトのホルダとして利
用します。付属ネジ4本ではφ30mm程度まで
は固定できますが、φ25mmの場合は、M4イモ
ネジ(長さ6mm, 平先タイプ推奨)を別途ご用
意ください。 ¥15,100 1 ¥15,100

簡易LEDライト ショートランチャー9 ダイソー ¥100 1 ¥100

ダイソー社のショートランチャー9など、φ25mm, 
長さ40mm程度のLEDライトをご購入ください。
倒立構成時は長いLEDライトもご利用可能で
す。

LEDスポット部
（簡易LED光
源が入手不可の

場合）

照明ホルダーLED CU-060
シグマ
光機

¥20,000 1 ¥20,000

上記の簡易LEDが入手困難な場合、あ
るいはAC電源付きのLED光源で長期安
定使用したい場合には、こちらのLEDス
ポット照明をセットでご利用ください。

LEDスポット照明(白)を専用ホルダに固
定して使用します。
照明のためには電源装置が必須であり、
延長ケーブルも通常は必要となります。

¥85,000 0 ¥0
LEDスポット照明(白) SLSI-22W

シグマ
光機

¥32,000 1 ¥32,000

LEDスポット照明用電源 SPS-SLSI
シグマ
光機

¥28,000 1 ¥28,000

LEDスポット延長ケーブル SLSI-CA-2
シグマ
光機

¥5,000 1 ¥5,000

サンプルステージ部

CageCore ｽﾃｰｼﾞﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ C30-CU-OLSM-M25
シグマ
光機

¥28,000 1 ¥28,000

3軸アクチュエータ製品と ニコン社製対物レンズ
をマウントできる専用台です。Σキューブおよび
OBSガイドレールに付属クランプネジ２つで固定
します。

¥138,500 1 ¥138,500

ニコン対物レンズ CFI 10× ニコン ¥24,000 1 ¥24,000
ニコンCFI対物レンズが導入可能です。C30-
CU-OLSM-M25にマウントしてください。

XYZ軸スチールステージ TSD-255CL
シグマ
光機

¥69,000 1 ¥69,000 1) TSD-255CLをC30-CU-OLSM-
M25に固定します。(TSD-255CL付属
M2ネジ4本使用)
2) TSD-255CLのZ軸用面にSP-135
を固定します（SP-135付属ねじ4本使
用）。
3) SP-135にOBS-50Gを固定します
(長さ8mmのM6ネジ1本使用)。
4) OBS-50Gの適切な位置にCU-
SHPUを配置してサンプルステージとして
用います。(付属クランプねじで固定)
注) ミツトヨ製対物もしくはシグマ光機製
対物(M26× P0.706)を使用する場合
に限り、OBS-50GをOBS-120Gに置き
換えて使用します。

変換スペーサー SP-135
シグマ
光機

¥1,000 1 ¥1,000

小型アルミガイド OBS-50G
シグマ
光機

¥1,500 1 ¥1,500

小型アルミガイド OBS-120G
シグマ
光機

¥3,000 1 ¥3,000

Core ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾙﾀﾞｰ CU-SHPU
シグマ
光機

¥12,000 1 ¥12,000

結像部
レンズホルダー25 CU-030

シグマ
光機

¥14,000 1 ¥14,000 球面アロマティックレンズをCU-030にマウ
ントして小型アルミガイドに固定します(正
立の場合はC30-CU-OLSM-M25の直
上)。
レンズの向きは、より屈曲の大きな面が、
対物レンズ側となるように設置してください。

¥158,850 1 ¥158,850

球面アクロマティックレンズ DLB-25-50PM
シグマ
光機

¥12,850 1 ¥12,850

Cマウントカメラホルダー CU-050
シグマ
光機

¥21,000 1 ¥21,000
CマウントカメラをCU-050にマウントしてか
ら、小型アルミガイドに固定します（正立
の場合は最上部）。

Cマウントカメラ CU-172
シグマ
光機

¥65,000 1 ¥65,000

対物レンズホルダーOL CU-101
シグマ
光機

¥16,000 1 ¥16,000
ニコン対物を使用する際には、CU-050と
CU-030の間の光路カバーとして使用しま
す。
オリンパス対物またはミツトヨ対物の場合
は、対物アダプタとして利用し、C30-CU-
OLSM-M25の直下に対物を導入します
(正立の場合)。

対物レンズホルダMI CU-102
シグマ
光機

¥16,000 1 ¥16,000

レンズホルダー25 CU-030
シグマ
光機

¥14,000 1 ¥14,000
ニコン対物の場合は使用しない予備部品です。
(オリンパス対物またはミツトヨ対物を使用される
場合には、遮光部品として追加してください。)

参考価格（税別）
お客様ご自身で構築される場合の参考価格(税抜き)です。組立作業を通して基礎を学ぶことで、さらに発展的な機能拡張へと
繋がると共に、低価格で実用的な実験も可能となります。ぜひお客様ご自身での構築作業をお楽しみください。

¥321,950

y.inoue
タイプライター
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OBS-300G

OBS-25B

BSP-120EE
C30-CU-SCMP-H32

簡易LEDライト

ニコン対物レンズ
(×10倍)

TSD-255CL

SP-135

OBS-50G

CU-SHPU

CU-050

CU-172

CU-041

C30-CU-OLSM-M25

CU-IH-22

CU-040

明視野顕微鏡(直立型) CU-BF1-NI

お客様組立例

正立顕微鏡 倒立顕微鏡

注1) 本セットは、用途に応じた部品組合せ例を示したものであり、顕微鏡としてご使用頂くためには、観察・録画用PCも必要となります。
注2) 未組立状態での出荷となり、お客様自身での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み方法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

特徴2) 直立タイプの明視野顕微鏡であり、正立顕微鏡としてだけでなく、倒立顕微鏡としても、ご利用頂けます。

コアユニット部品から構築した明視野顕微鏡の組合せ例です。
ニコン社の対物レンズ(M25 x 0.75)および結像レンズを使用
した明視野顕微鏡として利用可能であり、将来的な機能拡
張のためのベースモデルとしても最適です。

特徴1) コアユニット顕微鏡(CUS-BF)と同様に、スライドガラスやカ
バーガラスにのせたサンプルの明視野像をモノクロカメラで観察・録画
します。(画像取得および録画には別売りPCが必要です。)
対物レンズを100倍 (NA1.3)に交換すればCUS-BF相当です。

特徴3) LED光源として、電池式で安価な小型LEDライトを入手できる場合は可搬性が高くなります。
AC電源付きのLEDスポット照明は長時間観察に向いています。

×10倍対物 ×100倍対物

y.inoue
タイプライター
19



東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区西中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

CU-BF1-NI_J2208

CU-BF1-NI お客様組立例

正立顕微鏡構成時の部品表および組立手順
部位名 部品名 型番 製造

価格
（税抜）

個
小計

（税抜） 組立手順
ユニット小計
（税抜）

個
ユニット小計
（税抜）

骨格部 アルミガイド-300mm OBS-300G
シグマ
光機

¥6,500 1 ¥6,500上下の向きにご注意ください。

¥11,000 1 ¥11,000
Z ブラケット OBS-25B

シグマ
光機

¥2,500 1 ¥2,500
OBS-200Gの付属ネジ(M6, 長さ10mm)×2本
でOBS-200GとOBS-25Bを固定します。

ベースプレート BSP-120EE
シグマ
光機

¥2,000 1 ¥2,000

OBS-200Gの付属ネジ(M6, 長さ10mm)×1本
でOBS-25BとBSP-120EEを固定します。可能な
らば長さ12mmのネジの方がベターです。

簡易LED光源部

Cマウントカメラマウント C30-CU-SCMP-H32
シグマ
光機

¥15,000 1 ¥15,000

φ25-30mmの簡易LEDライトのホルダとして利用
します。付属ネジ4本ではφ30mm程度までは固定
できますが、φ25mmの場合は、M4イモネジ(長さ
6mm, 平先タイプ推奨)を別途ご用意ください。 ¥15,100 1 ¥15,100

簡易LEDライト ショートランチャー9 ダイソー ¥100 1 ¥100

ダイソー社のショートランチャー9など、φ25mm, 長
さ40mm程度のLEDライトをご購入ください。倒立
構成時は長いLEDライトもご利用可能です。

LEDスポット照明部
（簡易LED光源が
入手不可の場合）

照明ホルダーLED CU-060
シグマ
光機

¥20,000 1 ¥20,000
上記の簡易LEDが入手困難な場合、あるいはAC
電源付きのLED光源で長期安定使用したい場合
には、こちらのLEDスポット照明をセットでご利用くだ
さい。

LEDスポット照明(白)を専用ホルダに固定して使用
します。
照明のためには電源装置が必須であり、延長ケーブ
ルも通常は必要となります。

¥85,000 0 ¥0
LEDスポット照明(白) SLSI-22W

シグマ
光機

¥32,000 1 ¥32,000

LEDスポット照明用電源 SPS-SLSI
シグマ
光機

¥28,000 1 ¥28,000

LEDスポット照明用延長
ケーブル

SLSI-CA-2
シグマ
光機

¥5,000 1 ¥5,000

彩光絞り 虹彩絞りホルダー CU-IH-22
シグマ
光機

¥19,000 1 ¥19,000

付属クランプネジで、LED光源とサンプルの間のアル
ミガイドに固定します。コントラストを上げたい時など
に使用してください。

¥19,000 1 ¥19,000

サンプルステージ部

ｽﾃｰｼﾞﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ C30-CU-OLSM-M25
シグマ
光機

¥28,000 1 ¥28,000

3軸アクチュエータ製品と ニコン社製対物レンズをマ
ウントできる専用台です。ΣキューブおよびOBSガイド
レールに付属クランプネジ２つで固定します。

¥135,500 1 ¥135,500

ニコン対物レンズ CFI 10× ニコン ¥24,000 1 ¥24,000
ニコンCFI対物レンズが導入可能です。C30-CU-
OLSM-M25にマウントしてください。

XYZ軸スチールステージ TSD-255CL
シグマ
光機

¥69,000 1 ¥69,000
1) TSD-255CLをC30-CU-OLSM-M25に固定
します。(TSD-255CL付属M2ネジ4本使用)
2) TSD-255CLのZ軸用面にSP-135を固定しま
す（SP-135付属ねじ4本使用）。
3) SP-135にOBS-50Gを固定します(長さ8mm
のM6ネジ1本使用)。
4) OBS-50Gの適切な位置にCU-SHPUを配置
してサンプルステージとして用います。(付属クランプね
じで固定)

変換スペーサー SP-135
シグマ
光機

¥1,000 1 ¥1,000

小型アルミガイド OBS-50G
シグマ
光機

¥1,500 1 ¥1,500

Core ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾙﾀﾞｰ CU-SHPU
シグマ
光機

¥12,000 1 ¥12,000

結像部

結像レンズホルダー CU-040
シグマ
光機

¥52,000 1 ¥52,000

CU-040の円柱状突起側が対物レンズ側となるよ
うに設置します。C30-CU-OLSM-M25の直上に、
付属クランプネジでアルミガイドに固定してください。

¥154,000 1 ¥154,000Core 結像系遮光ﾁｭｰﾌﾞ CU-041
シグマ
光機

¥16,000 1 ¥16,000
CU-040の直上に隙間がないように設置します。付
属クランプネジでアルミガイドに固定してください。

Cマウントカメラホルダー CU-050
シグマ
光機

¥21,000 1 ¥21,000CマウントカメラをCU-050にマウントしてから、小型
アルミガイドに固定します。CU-050がCU-041上に
ぴったり隙間ないように設置してください。Cマウントカメラ CU-172

シグマ
光機

¥65,000 1 ¥65,000

参考価格（税別）
お客様ご自身で構築される場合の参考価格(税抜き)です。組立作業を通して基礎を学ぶことで、さらに発展的な機能拡張へと繋がると共に、
低価格で実用的な実験も可能となります。ぜひお客様ご自身での構築作業をお楽しみください。

¥334,600

コアユニット部品などを後日追加して頂くことで、蛍光
観察や光ピンセットなどの機能拡張が可能となります。
御相談は営業までご連絡ください。

y.inoue
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⼩型簡易倒⽴顕微鏡（明視野) CU-Compact-BF
お客様組立例

コアユニット部品で構築したコンパクトな倒⽴顕微鏡の組合せ
例です。無限補正対物レンズ(20.32)および球面アクロマ
ティックレンズを使⽤することで、簡易顕微鏡として利⽤可能で
す。電池駆動の簡易LEDライトを⽤いてお手持ちのノートパソ
コンを利⽤すれば、持ち運んでのご利⽤に向いています。

注1) 本セットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、顕微鏡としてご使⽤頂くためには、観察・録画⽤PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) 球面アクロマティックレンズ(f-50)を簡易結像レンズとして⽤いることで、
小型化を優先しており、10倍以上の対物レンズを⽤いた場合に、良
好な明視野画像が得られることを確認済みです。

4) ⾝近なプラスチックボックス等を⽤いると、コンパクトに持ち運ぶことも可能となります。

簡易LEDライト

CU-172

CU-050

C30-CU-SCMP-H32

C30-CU-OLSM-M20.32

TSD-255CL
(or TSD-255SL)

SP-135

CU-074A

CU-SHPU

OBS-50G

CU-030
(DLB-25-50PM)

OBS-120G

EPL-10

OBS-50G

CU-011
(TFA-25.4C05-4)

CU-072A

OBS-50G

×10倍対物 ×100倍対物(参考)

100 µm

20 µm

3) CU-172はUSB3.1カメラです(USB3.1ケーブル付属)。
画像取得⽤にバッテリー駆動するノートPCを別途ご⽤意
頂ければ、付属USB3.1ケーブル1本でデータ通信および
電源供給が可能です。

2) LED光源として、電池式で安価な小型LEDライト
(直径32mm以下)を⼊手してご利⽤ください。
直径25mmのLEDを、C30-CU-SCMP-H32へ
固定する際には、⻑さ6mmのM4ネジ4本が別途
必要ですのでご注意ください。

ストックBOX5
(ダイソー)を⽤
いた梱包例

y.inoue
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CU-Compact-BF_J2107

CU-Compact-BF お客様組立例

小型簡易倒立顕微鏡の部品表および組立手順

部位名 部品名 型番 製造 価格
（税抜）個 小計

（税抜） 組⽴⼿順 ユニット小計
（税抜） 個 ユニット小計

（税抜）
結像部 小型アルミガイド OBS-50G シグマ

光機 ¥1,500 2 ¥3,000
CU-011の閉じた面を下面とし、下面にOBS-
50G×2本を固定します(左図赤部参照)。2mm六
角ドライバを⽤いてクランプネジを固定します。

¥249,350 1 ¥249,350

Σキューブ CU-011 シグマ
光機 ¥90,000 1 ¥90,000 CU-011の素子ホルダを一旦外します(付属ネ

ジを指または2mm六角ドライバで回す)。素子
ホルダにアルミ平面ミラーを固定した後、CU-
011に戻します(2mm六角ドライバ使⽤)。アルミ平面ミラー

TFA-25.4C05-4

シグマ
光機 ¥3,500 1 ¥3,500

遮光パーツ1 CU-072A シグマ
光機 ¥10,000 2 ¥20,000

CU-011の光路を遮光します。2面(素子ホルダ反対
側とカメラ反対側)に装着し、付属M3ネジで固定しま
す(2.5mm六角ドライバ使⽤)。

遮光パーツ3

CU-074A

シグマ
光機 ¥10,000 2 ¥20,000

CU-011の光路を確保しながら、側面部の遮光・防
塵を⾏います。2面(ステージ下およびカメラ側)に装
着します。
1) カメラ側はネジ止めせず、CU-030をガイド固定す
ることによって、CU-074Aも固定します。
2) ステージ下は、C30-CU-OLSM-M20.32の上
からネジ固定することによって、CU-074AおよびCU-
011を固定します。⻑さ20mmのM3ネジ4本を別途
ご⽤意ください。(C30-CU-OLSM-M20.32参照)

レンズホルダー25 CU-030 シグマ
光機 ¥14,000 1 ¥14,000 CU-030にDLB-25-50PMを導⼊して、簡易

結像レンズとして使⽤します。CU-011のカメラ
側面に装着したCU-074Aに密着させて、CU-
030をOBS-50Gにネジ止めします。このとき、
DLB-25-50PMの凸面がCU-011側となるよ
うに設置してください。

球面アクロマティックレンズ

DLB-25-50PM

シグマ
光機 ¥12,850 1 ¥12,850

CU-050
Cマウントカメラホルダー シグマ

光機 ¥21,000 1 ¥21,000 Cマウントカメラを導⼊します。CU-172を回転
させながら、CU-050に固定します。固定した
後、CU-050側面のネジを弛めることで、カメラ
回転⽅向を調整することができます。カメラ固
定後にCU-050をOBS-50Gに固定します。CU-172

Cマウントカメラ
シグマ
光機 ¥65,000 1 ¥65,000

サンプルステージ部
CageCore ｽﾃｰｼﾞﾏｳﾝﾄ

ﾍﾞｰｽ
C30-CU-OLSM-
M20.32

シグマ
光機 ¥28,000 1 ¥28,000

オリンパス製対物レンズなど、固定ネジ径
20.32 x 0.706 mmに対応したマウントベー
スです。(10倍以上の対物レンズ推奨。）
⻑さ20mmのM3ネジ4本で、C30-CU-
OLSM-M20.32の上から、CU-074Aおよび
CU-011をネジ固定します。

¥177,000 1 ¥177,000

対物レンズ EPL-10 シグマ
光機 ¥65,500 1 ¥65,500

XYZ軸スチールステージ
TSD-255CL

シグマ
光機 ¥69,000 1 ¥69,000

以下の手順でサンプルステージを組み⽴てます。
1) TSD-255CLをC30-CU-OLSM-
M20.32に固定します（付属M2ねじ4本）。
2) TSD-255CLのZ軸⽤側面にSP-135を
固定します（付属M2ねじ4本）。
3) SP-135にOBS-50Gを固定します(⻑さ
8mmのM6ネジ1本を別途ご⽤意ください)。
4) OBS-50Gの適切な位置にCU-SHPUを
配置してサンプルステージとして⽤います。より
小型に使⽤したい場合は、ロッド2本を⻑さ
10mmのM3ネジ2本で置き換えることも可能
です。

変換スペーサー
SP-135

シグマ
光機 ¥1,000 1 ¥1,000

小型アルミガイド
OBS-50G

シグマ
光機 ¥1,500 1 ¥1,500

Core ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾙﾀﾞｰ
CU-SHPU

シグマ
光機 ¥12,000 1 ¥12,000

簡易LED部 小型アルミガイド OBS-120G シグマ
光機 ¥3,000 1 ¥3,000

OBS-120Gは、C30-CU-OLSM-M20.32にクラン
プネジ2本で固定します。固定したOBS-120Gに、
C30-CU-SCMP-H32を固定します。

¥18,100 1 ¥18,100
CageCore Cマウントカ

メラマウント C30-CU-SCMP-H32 シグマ
光機 ¥15,000 1 ¥15,000

φ25-30mmの簡易LEDライトのホルダとして
利⽤します。付属ネジ4本ではφ30mm程度
までは固定できますが、φ25mmの場合は、
M4イモネジ(⻑さ6mm, 平先タイプ推奨)を別
途ご⽤意ください。ダイソー社のショートラン
チャー9など、φ25mm, ⻑さ40mm程度の
LEDライトが小型で便利ですが、倒⽴構成の
ため⻑さ100mm程度のLEDライトもご利⽤
可能です。

簡易LEDライト
ショートランチャー9
などのLEDライト(直径
32以下)

ダイソー ¥100 1 ¥100

簡易キャリーボックス

ストックボックス ストックBOX5 ダイソー ¥100 1 ¥100235×148×82 mm程度の簡易ボックスに⼊れて、
コンパクトに持ち歩くことも可能です。 ¥100 1 ¥100

参考価格（税別） お客様ご⾃⾝で構築される場合の参考価格(税抜き)です。組⽴作業を通して基礎を学ぶことで、さらに発展的な機能拡張へと繋
がると共に、低価格で実⽤的な実験も可能となります。ぜひお客様ご⾃⾝での構築作業をお楽しみください。 ¥444,550

y.inoue
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⼩型倒⽴顕微鏡（明視野) CU-Mini2-BF
お客様組立例

コアユニット部品で構築する倒⽴顕微鏡の組合せ例であり、
ニコン社の対物レンズ(M25 x 0.75)および結像レンズを用
いたCUSmini-BF相当性能の明視野顕微鏡です。将来
的な機能拡張のためのベースモデルとしても最適です。

注1) 本セットは、用途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、顕微鏡としてご使用頂くためには、観察・録画用PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

CU-030

OBS-300G

OBS-200G

対物レンズ
(NA1.3)

TSD-405CL

OBS-50G

CU-SHPU

CU-050

CU-172

CU-041

C30-CU-OLSM-M25

CU-IH-22
(or C30-CU-IH-15)

CU-040

CU-011

(TFA-25.4C05-4)

CU-072A

OBS-50G

CU-074A

CU-060

SLSI-22W

CU-FAJK-13

10 µm

1) コアユニット顕微鏡(CUS-BFおよびCUSmini-BF)と同様に、スライドガラスやカバーガラスにのせたサンプル試料
の明視野像をモノクロカメラで観察・録画します。(画像取得および録画には別売りPCが必要です。)

2) NA1.3の対物レンズを用いた倒⽴顕微鏡であり、観察の際にはイマージョンオイルとカバーガラスが別途必要と
なります。サンプルガラスの対物側にはスライドガラスを使用できませんので十分ご注意ください。

コアユニット部品などを後日追加して頂くことで、蛍光観察や光ピンセットなどの機能拡張が可能となります。
御相談は営業までご連絡ください。

CU-Mini2-BF CUSmini-BF

450 ×283 ×300 mm
300×283 ×120 mm

組立作業:  お客様組立
参考価格: ¥727,700

組立作業:  なし(組立済み)

参考価格: ¥950,000

CUSmini-BF相当で
より小型＆安価

CU-Mini2-BFからの機能拡張例

培養皿対応＆暗視野観察 LED蛍光観察 レーザユニット導入

光ピンセット (1064 nm)
局所加熱 (1462 nm)
細胞刺激 (405 nm)

y.inoue
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CU-Mini2-BF_J2107

CU-Mini2-BF お客様組立例

小型倒立顕微鏡の部品表および組立手順

部位名 部品名 型番 製造 価格
（税抜） 個 小計

（税抜） 組⽴⼿順 ユニット小計
（税抜） 個 ユニット小計

（税抜）
結像部 小型アルミガイド OBS-300G シグマ

光機 ¥6,500 1 ¥6,5001) CU-011の素子ホルダをネジを回して一旦
外します。Σキューブの閉じた面を下にして、左
図のように最下段のネジ穴4つのある向きで設
置します。
2) 2mm六角ドライバを用いて、⾚位置のク
ランプネジ1本でOBS-300Gを固定した後、
⻘位置および⻩位置のクランプネジ各1本で
OBS-50Gを合計2本固定します。
3) 素子ホルダにアルミ平面ミラーを固定した
後、CU-011に戻します(付属ネジで固定)。

¥297,000 1 ¥297,000

小型アルミガイド OBS-50G シグマ
光機 ¥1,500 2 ¥3,000

シグマキューブ CU-011 シグマ
光機 ¥90,000 1 ¥90,000

アルミ平面ミラー
(φ25.4) TFA-25.4C05-4 シグマ

光機 ¥3,500 1 ¥3,500

遮光パーツ1 CU-072A シグマ
光機 ¥10,000 2 ¥20,000

CU-072A(左図緑)は、光路遮断して遮光
します。2面(素子ホルダ反対側とカメラ反対
側)に装着し、付属M3ネジで固定します
(2.5mm六角ドライバを使用)。

遮光パーツ3 CU-074A シグマ
光機 ¥10,000 2 ¥20,000

CU-074A(左図紫)は、光路を確保しながら
側面を遮光します。2面(Σキューブ上とカメラ
側)に装着し、ここでは、ネジ止めしません。
(C30-CU-OLSM-M25と共に固定します。)

結像レンズホルダー CU-040 シグマ
光機 ¥52,000 1 ¥52,000

CU-040(左図⾚)の円状突起側がΣキューブ
側となるようにOBS-300Gにネジ止めします
(付属クランプねじ使用)。このとき、CU-
074A(左図紫)をCU-040左側に密着させ
ることで、CU-074Aも外れないようにします。
また、CU-040右側にCU-041密着させなが
ら、付属クランプネジでCU-041をOBS-
300Gに固定します。

Core 結像系遮光
チューブ CU-041 シグマ

光機 ¥16,000 1 ¥16,000

CU-050 Cマウントカメラホルダー シグマ
光機 ¥21,000 1 ¥21,000

CU-172(左図⻘)を回転させながら、CU-
050(左図茶)に固定します。CU-050側面
のネジを弛めることで、カメラ回転⽅向を調整
することができます。カメラ固定後のCU-050を、
CU-041の端部に密着させながら、OBS-
300Gに固定します。

CU-172 Cマウントカメラ シグマ
光機 ¥65,000 1 ¥65,000

サンプルステージ部
CageCore ｽﾃｰｼﾞﾏｳﾝ
ﾄﾍﾞｰｽ C30-CU-OLSM-M25 シグマ

光機 ¥28,000 1 ¥28,000

ニコン製対物レンズ(固定ネジ径 M25 x 
0.75 mm)に対応したマウントベースです。⻑
さ20mmのM3ネジ4本を別途ご用意して、
C30-CU-OLSM-M25の上から、CU-074A
およびCU-011をネジ固定してください。
CFIシリーズの各対物を使用可能ですが、
100倍 (NA1.3, 油浸)の対物レンズを使用
することで、コアユニット顕微鏡(CUS-BF, 
CUSmini-BF)と同等となります。

¥301,500 1 ¥301,500

対物レンズ CU-160-OB01 シグマ
光機 ¥170,000 1 ¥170,000

XYZ軸スチールステー
ジ（40mm） TSD-405CL シグマ

光機 ¥82,000 1 ¥82,000
1) TSD-405CL(左図⻘)をC30-CU-
OLSM-M25に固定します（付属M3ねじ4
本使用)。
2) OBS-50G(左図⻩)をTSD-405CLのZ
面に固定します(⻑さ8または10mmのM6ネ
ジ1本を別途ご用意ください)。
3) CU-SHPU(左図緑)をOBS-50Gの適切
な位置に付属クランプネジで固定してサンプル
ステージとして用います。
4) CU-FAJK-13(左図⾚)をTSD-405CL
のZ軸ツマミにネジ止めすることで、フォーカス調
整がしやすくなります。(付属ネジで固定)

小型アルミガイド OBS-50G シグマ
光機 ¥1,500 1 ¥1,500

Core ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾙﾀﾞｰ CU-SHPU シグマ
光機 ¥12,000 1 ¥12,000

Coreサンプルステージ
用微調ツマミ CU-FAJK-13 シグマ

光機 ¥8,000 1 ¥8,000

LED光源部
小型アルミガイド OBS-200G シグマ

光機 ¥5,000 1 ¥5,000
OBS-200Gは、C30-CU-OLSM-M25に付
属クランプネジ2本で固定します。固定した
OBS-200Gに、CU-060などを固定します。

¥129,200 1 ¥129,200

照明ホルダーLED CU-060 シグマ
光機 ¥20,000 1 ¥20,000

LEDスポット照明をLEDホルダに導入します。
CU-060にネジ止めされているアダプタを一旦
外し、アダプタをSLSI-22Wにネジ固定します。
これをCU-060に戻してネジ固定します。
LED導入後、CU-060をOBS-200G先端
付近にネジ固定します。

LEDスポット照明 SLSI-22W シグマ
光機 ¥32,000 1 ¥32,000

LEDスポット照明用電
源 SPS-SLSI シグマ

光機 ¥28,000 1 ¥28,000
LEDスポット照明SLSI-22Wで使用する電
源および延⻑ケーブルです。LEDスポット照明用延

⻑ケーブル SLSI-CA-2 シグマ
光機 ¥5,000 1 ¥5,000

レンズホルダー25 CU-030 シグマ
光機 ¥14,000 1 ¥14,000LED照明調節用のレンズです。SLB-25-

35PMをCU-030に装着した後、OBS-
200Gに付属クランプネジで固定します。球面平凸レンズ SLB-25-35PM シグマ

光機 ¥6,200 1 ¥6,200

Core 虹彩絞りホル
ダー CU-IH-22 シグマ

光機 ¥19,000 1 ¥19,000
LED照明調節用の虹彩絞りです。OBS-
200Gに付属クランプネジで固定し、コントラス
トを調整したい時などに使用します。

参考価格（税別）お客様ご⾃⾝で構築される場合の参考価格(税抜き)です。組⽴作業を通して基礎を学ぶことで、さらに発展的な機能拡張へと繋がると共
に、低価格で実用的な実験も可能となります。ぜひお客様ご⾃⾝での構築作業をお楽しみください。 ¥727,700
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リングLEDユニット CU-RI-LED / CU-LA-LED
お客様組立例

LEDによるリング状照明を実施するためのユニットの2例です。
(リングLEDを用いたCU-RI-LEDとローアングルLEDを用
いたCU-LA-LED)
どちらもコアユニット顕微鏡などに導入可能であり、初心者に
は観察が困難な、非染色の生体細胞も、高コントラストで
簡単に観察できるようになります。

注1) 本セットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、顕微鏡としてご使⽤頂くためには、観察・録画⽤PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

CU-HRLM-50
SLRI-50SW2

CU-OBSM-25

OBS-50G

OBS-200G

CU-HRLM-48
SLRI-48SW2-LA

リングLEDの高さを下げていくと(左図緑色
矢印)、簡易的な位相差像を観察できる場
合もあります。(対物レンズが位相差に対応
している必要があります。)

リングLEDを用いた観察例(タマネギ細胞)

リングLEDの位置がサンプルから遠い場合は
(左図⻩色矢印)、ほぼ明視野に近い画像
が観察されます。40倍の対物レンズを⽤い
て、タマネギ細胞を観察しています。

リングLEDの高さをさらに下げてサンプルに近
づけると(左図赤色矢印)、バックグランドが
暗くなり、散乱光シグナルによる簡易暗視野
像となります。非染色の生体細胞を通常の
明視野観察すると⾒難いことが多いのです
が、初心者でも簡単に高いコントラストで生
体細胞を観察できます。

1) サンプルからリングLEDが遠い場合には、明視野観察と
なりますが、サンプルに近づけていくと、簡易暗視野となり
コントラストが向上します
(NA0.6以下の対物レンズの場合)。

2) 光軸中心から⼩型アルミガイド端までの距離が標準の
30mmから55mmになることで、大きなサンプルにも
対応します。スライドガラスだけでなく、直径50mm程度
の培養容器中の細胞観察に使⽤可能です。
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CU-RI-LED or CU-LA-LED_J2107

CU-RI-LED / CU-LA-LED お客様組立例

リングLEDユニットの部品表および組立手順
部位名 部品名 型番 製造 価格

（税抜） 個 小計
（税抜） 組⽴⼿順 ユニット小計

（税抜）
リングLEDユニット

⼩型アルミガイド OBS-50G シグマ
光機 ¥1,500 1 ¥1,500

1) OBS-50GをCU-OBSM-25に付属M6ね
じ2本で固定します。このとき、OBS-50Gの先
端がCU-OBSM-25の突起部に合わせてくださ
い。OBS-50Gは顕微鏡への導入に使⽤します。
2) CU-OBSM-25のクランプねじでOBS-
200Gを固定します。(2mm六角ドライバー使
⽤) OBS-200Gはリング照明を固定するため
に使⽤します。

¥166,500

Core OBSマウントベース CU-OBSM-25 シグマ
光機 ¥8,000 1 ¥8,000

⼩型アルミガイド OBS-200G シグマ
光機 ¥5,000 1 ¥5,000

Core リング照明マウント CU-HRLM-50 シグマ
光機 ¥22,000 1 ¥22,000 SLRI-50SW2をCU-HRLM-50に付属ねじ4

本で固定します。(2.5mm六角ドライバ使⽤)
CU-HRLM-50のクランプねじを⽤いて、OBS-
200Gにスライドさせながら、適当な位置に固定
させます。(2mm六角ドライバ使⽤)リング照明（白） SLRI-50SW2 シグマ

光機 ¥76,000 1 ¥76,000

デジタル電源 SPS-3024 シグマ
光機 ¥49,000 1 ¥49,000 リングLED照明で使⽤する電源および延⻑ケー

ブルです。各製品のマニュアルを参照して接続し
てください。LEDスポット照明⽤

延⻑ケーブル SLSI-CA-2 シグマ
光機 ¥5,000 1 ¥5,000

参考価格（税別） お客様ご⾃⾝で構築される場合の参考価格(税抜き)です。組⽴作業を実際に体感することで、さらに発展的な機能拡張も可
能となると共に、低価格で斬新な実験への展望が広がります。ぜひお客様ご⾃⾝での構築・開拓をお楽しみください。 ¥166,500

部位名 部品名 型番 製造 価格
（税抜） 個 小計

（税抜） 組⽴⼿順 ユニット小計
（税抜）

ローアングル
LEDユニット ⼩型アルミガイド OBS-50G シグマ

光機 ¥1,500 1 ¥1,500 1) OBS-50GをCU-OBSM-25に付属M6ね
じ2本で固定します。このとき、OBS-50Gの先
端がCU-OBSM-25の突起部に合わせてくださ
い。OBS-50Gは顕微鏡への導入に使⽤します。
2) CU-OBSM-25のクランプねじでOBS-
200Gを固定します。(2mm六角ドライバー使
⽤) OBS-200Gはリング照明を固定するため
に使⽤します。

¥180,500

Core OBSマウントベース CU-OBSM-25 シグマ
光機 ¥8,000 1 ¥8,000

⼩型アルミガイド OBS-200G シグマ
光機 ¥5,000 1 ¥5,000

Core リング照明マウント CU-HRLM-48 シグマ
光機 ¥22,000 1 ¥22,000 SLRI-48SW2-LAをCU-HRLM-48に付属

ねじ4本で固定します。(2.5mm六角ドライバ
使⽤) CU-HRLM-48のクランプねじを⽤いて、
OBS-200Gにスライドさせながら、適当な位置
に固定させます。(2mm六角ドライバ使⽤)ローアングルLED照明 SLRI-48SW2-

LA
シグマ
光機 ¥90,000 1 ¥90,000

デジタル電源 SPS-3024 シグマ
光機 ¥49,000 1 ¥49,000 リングLED照明で使⽤する電源および延⻑ケー

ブルです。各製品のマニュアルを参照して接続し
てください。LEDスポット照明⽤

延⻑ケーブル SLSI-CA-2 シグマ
光機 ¥5,000 1 ¥5,000

参考価格（税別） お客様ご⾃⾝で構築される場合の参考価格(税抜き)です。組⽴作業を実際に体感することで、さらに発展的な機能拡張も可
能となると共に、低価格で斬新な実験への展望が広がります。ぜひお客様ご⾃⾝での構築・開拓をお楽しみください。 ¥180,500

CU-RI-LED

CU-LA-LED

リングLEDユニットが導入可能な顕微鏡

CUS-BF
(組⽴済み製品)

CUSmini-BF
(組⽴済み製品)

CU-Mini2-BF
(お客様組⽴例)

CU-Compact-BF
(お客様組⽴例)

CU-Mini2-DF参照
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⼩型倒⽴顕微鏡（明視野 / 暗視野)          CU-Mini2-DF
お客様組立例

倒⽴顕微鏡のベースモデルCU-Mini2-BFに、リングLED
ユニットと低NA対物レンズを組み合わせることで、初心者
でも簡易暗視野による⾼コントラスト観察が簡単に実施で
きます。直径50mm培養皿の観察にも対応しますので、
非染色の培養細胞観察に使用できます。

注1) 本セットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、顕微鏡としてご使⽤頂くためには、観察・録画⽤PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) リングLEDユニットをアルミガイドに沿って下げると明視野
から簡易暗視野に切り替わるため、初めて触る⼈でも
簡単に高コントラスト観察が可能です。

2) リングLEDは、CU-LA-LEDおよびCU-RI-LEDのどちらも
使⽤可能です。対物レンズはNA0.6以下のものをご使⽤
ください。

6
0

m
m

100 µm 100 µm

Φ1µm bead

(簡易)明視野 簡易暗視野

2
6

m
m

CU-LA-LEDの位置によるコントラスト調整
10倍(NA0.25)対物使用時
(光学分解能1.2 µm程度)

サンプルステージには、左写真の
ように、スライドガラスだけでなく、
φ50mm培養皿や、培養容器
なども利⽤できます。
(φ100mm培養皿には対応し
ません。)

スライドガラス φ50mm培養皿 培養容器

CU-Mini2-BF
(対物と照明部を除く)

CU-LA-LED
(or CU-RI-LED)

対物レンズ
10倍(NA0.25)
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CU-Mini2-DF_J2107

CU-Mini2-DF お客様組立例

CU-Mini2-DFの部品表および組⽴⼿順

部位名 部品名 型番 製造 価格
（税抜） 個 小計

(税抜) 組⽴⼿順 小計（税抜）

結像部 小型アルミガイド OBS-300G シグマ
光機 ¥6,500 1 ¥6,5001) CU-011の素子ホルダをネジを回して一旦外します。

Σキューブの閉じた面を下にして、左図のように最下段の
ネジ穴4つのある向きで設置します。
2) 2mm六角ドライバを⽤いて、⾚位置のクランプネジ
1本でOBS-300Gを固定した後、⻘位置および⻩位
置のクランプネジ各1本でOBS-50Gを合計2本固定し
ます。
3) 素子ホルダにアルミ平面ミラーを固定した後、CU-
011に戻します(付属ネジで固定)。

¥297,000

小型アルミガイド OBS-50G シグマ
光機 ¥1,500 2 ¥3,000

シグマキューブ CU-011 シグマ
光機 ¥90,000 1 ¥90,000

アルミ平面ミラー
(φ25.4) TFA-25.4C05-4 シグマ

光機 ¥3,500 1 ¥3,500

遮光パーツ1 CU-072A シグマ
光機 ¥10,000 2 ¥20,000

CU-072A(左図緑)は、光路遮断して遮光します。2
面(素子ホルダ反対側とカメラ反対側)に装着し、付属
M3ネジで固定します(2.5mm六角ドライバを使⽤)。

遮光パーツ3 CU-074A シグマ
光機 ¥10,000 2 ¥20,000

CU-074A(左図紫)は、光路を確保しながら側面を遮
光します。2面(Σキューブ上とカメラ側)に装着し、ここで
は、ネジ止めしません。(C30-CU-OLSM-M25と共に
固定します。)

結像レンズホルダー CU-040 シグマ
光機 ¥52,000 1 ¥52,000

CU-040(左図⾚)の円状突起側がΣキューブ側となる
ようにOBS-300Gにネジ止めします(付属クランプねじ
使⽤)。このとき、CU-074A(左図紫)をCU-040左側
に密着させることで、CU-074Aも外れないようにします。
また、CU-040右側にCU-041密着させながら、付属ク
ランプネジでCU-041をOBS-300Gに固定します。

Core 結像系
遮光チューブ CU-041 シグマ

光機 ¥16,000 1 ¥16,000

CU-050 Cマウントカメラホルダー シグマ
光機 ¥21,000 1 ¥21,000CU-172(左図⻘)を回転させながら、CU-050(左図

茶)に固定します。CU-050側面のネジを弛めることで、
カメラ回転⽅向を調整することができます。カメラ固定後
のCU-050を、CU-041の端部に密着させながら、
OBS-300Gに固定します。

CU-172 Cマウントカメラ シグマ
光機 ¥65,000 1 ¥65,000

サンプルステージ部
CageCore

ｽﾃｰｼﾞﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ C30-CU-OLSM-M25 シグマ
光機 ¥28,000 1 ¥28,000

ニコン製対物レンズ(固定ネジ径 M25 x 0.75 mm)
に対応したマウントベースです。⻑さ20mmのM3ネジ4
本を別途ご⽤意して、C30-CU-OLSM-M25の上から、
CU-074AおよびCU-011をネジ固定してください。CFI
シリーズの各対物を使⽤でき、100倍 (NA1.3, 油浸)
がコアユニット顕微鏡相当ですが、ここでは、簡易暗視
野で非染⾊細胞の高コントラスト観察を⾏うために、10
倍(NA0.25, dry)に変更しています。

¥174,500

対物レンズ CFI Plan DL 10x ニコン ¥43,000 1 ¥43,000

XYZ軸スチールステージ TSD-405CL シグマ
光機 ¥82,000 1 ¥82,000

1) TSD-405CL(左図⻘)をC30-CU-OLSM-M25
に固定します（付属M3ねじ4本使⽤)。
2) OBS-50G(左図⻩)をTSD-405CLのZ面に固定
します(⻑さ8または10mmのM6ネジ1本を別途ご⽤意
ください)。
3) CU-SHPU(左図緑)をOBS-50Gの適切な位置に
付属クランプネジで固定してサンプルステージとして⽤い
ます。
4) CU-FAJK-13(左図⾚)をTSD-405CLのZ軸ツマ
ミにネジ止めすることで、フォーカス調整がしやすくなります。
(付属ネジで固定)

小型アルミガイド OBS-50G シグマ
光機 ¥1,500 1 ¥1,500

Core ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾙﾀﾞｰ CU-SHPU シグマ
光機 ¥12,000 1 ¥12,000

Coreサンプルステージ⽤
微調ツマミ CU-FAJK-13 シグマ

光機 ¥8,000 1 ¥8,000

ローアングル
LEDユニット

(CU-LA-LED)
小型アルミガイド OBS-50G シグマ

光機 ¥1,500 1 ¥1,5001) OBS-50GをCU-OBSM-25に付属M6ねじ2本で
固定します。このとき、OBS-50Gの先端がCU-
OBSM-25の突起部に合わせてください。OBS-50Gは
顕微鏡への導入に使⽤します。
2) CU-OBSM-25のクランプねじでOBS-200Gを固
定します。(2mm六角ドライバー使⽤) OBS-200G
はリング照明を固定するために使⽤します。

¥180,500

Core OBSマウントベース CU-OBSM-25 シグマ
光機 ¥8,000 1 ¥8,000

小型アルミガイド OBS-200G シグマ
光機 ¥5,000 1 ¥5,000

Core リング照明マウント CU-HRLM-48 シグマ
光機 ¥22,000 1 ¥22,000

SLRI-48SW2-LAをCU-HRLM-48に付属ねじ4本
で固定します。(2.5mm六角ドライバ使⽤) CU-
HRLM-48のクランプねじを⽤いて、OBS-200Gにスラ
イドさせながら、適当な位置に固定させます。(2mm六
角ドライバ使⽤)

ローアングルLED照明 SLRI-48SW2-LA シグマ
光機 ¥90,000 1 ¥90,000

デジタル電源 SPS-3024 シグマ
光機 ¥49,000 1 ¥49,000リングLED照明で使⽤する電源および延⻑ケーブルです。

各製品のマニュアルを参照して接続してください。LEDスポット照明ﾖｳ
延⻑ケーブル SLSI-CA-2 シグマ

光機 ¥5,000 1 ¥5,000

参考価格（税別） お客様ご⾃⾝で構築される場合の参考価格(税抜き)です。組⽴作業を実際に体感することで、さらに発展的な機能拡張も可能
となると共に、低価格で斬新な実験への展望が広がります。ぜひお客様ご⾃⾝での構築・開拓をお楽しみください。 ¥652,000

注) ⻘字表記がCU-Mini2-BFからの変更点
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LED蛍光ユニット2(Blue, Green, or Red) CU-FL-LED2

お客様組立例

Σキューブを介して様々な顕微鏡に導入することによって、
1色のLEDスポット照明(Blue, Green, or Red)を光
源とした蛍光観察が可能となるユニットです。
バイオ細胞の蛍光観察に最適であり、従来は蛍光観察が
不可能だった他社製顕微鏡でもお使い頂ける可能性があ
ります。

注1) 本ユニットは、用途に応じた部品組合せ例を示したものであり、顕微鏡本体や、観察・録画用PCなども必要となります。
注2) 未組立状態での出荷となり、お客様自身での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み方法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) ユニット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) 部品表よりサンプルに適した光源色とフィルタを選択してください。
青LEDの場合は、GFP, fluorescein, Alexa488などの色素
でラベルされたサンプルの蛍光観察にお使いください。

2) 蛍光は微弱光であるため、室内光の影響を受けないように、
サンプル上部に小さな遮光箱を設置してください。
(もしくは暗室にてご使用ください。）

3) 1色専用ユニットとしてのご使用が基本ですが、2ユニット導入し、
ダイクロイックミラーと蛍光フィルタを手動で切り替えれば、2重染色
サンプルの蛍光観察も可能です。

CU-Mini2-BFに1ユニット導入した場合の蛍光観察例(100倍対物NA1.3)

Blue-LEDを用いた蛍光観察：
Alexa Fluor® 488 phalloidin(ex505/em512)
(F-actin in BPAE cells) 

100 mm

Blue Green Overlay

CU-Mini2-BFに2ユニット導入した場合の蛍光観察例(10倍対物NA0.25)

Green-LEDを用いた蛍光観察：
MitoTracker® Red CMXRos(ex579/em599)
(Mitochondria in BPAE cells ) 

2ユニットのLED光源と蛍光フィルタをOn/Off
しながら観察した実験例:
(上記と同じ)2重染色サンプルを10倍NA0.25
対物で観察

青励起時

ユニット LED ダイクロイックミラー 蛍光フィルタ

Blue On

Green Off

緑励起時

ユニット LED ダイクロイックミラー 蛍光フィルタ

Blue Off Off (or On) Off

Green On

10 mm10 mm

CU-060
(LEDスポット照明)

Blue, Green, or Red

CU-014
(ダイクロイックミラー)

CU-036
(蛍光フィルタ)

CU-030
(励起フィルタ)

CU-075
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CU-FL-LED2-J2111

CU-FL-LED2 お客様組立例

CU-FL-LED2ユニット(青, 緑, または赤) の部品表および組立手順

CUSmini-BF

Σキューブを介して様々な顕微鏡で蛍光観察が可能になります。

CUS-BF CU-Mini2-BF CU-Compact-BF

お客様組立例
お客様組立例

組立済み製品

組立済み製品

各社の正立顕微鏡

部位名 部品名 型番 製造
Web価格
（税抜）

個
小計

（税抜） 組立手順
ユニット合計
（税抜）

LED蛍光
ユニット

Σキューブ (単体) CU-010
シグマ
光機

¥35,000 1 ¥35,000
光源色に合わせダイクロイックミラーを選択した上で、
ダイクロイックミラーを左図のようにCU-014に導入
します。(素子抑え部品を上から抑えながら、付属
ネジで固定, 2.5mm六角ドライバ使用)
ダイクロイックミラー導入済みのCU-014は付属ネ
ジ２本でΣキューブに固定します。(手回し,もしくは
2mm六角ドライバ使用)
本組み合わせのΣキューブ方向(設置奥が閉面)に
限っては、SDM***Aのダイクロ(25.7 x 
36mm)を使用します。SDM***Sのダイクロ(26 
x 38mm)では接触により、角度調整ができません
のでご注意ください。

青LEDの場合
¥389,500

緑LEDの場合
¥372,500

赤LEDの場合
¥389,500

Σキューブ用ホルダ
パーツ

CU-014
シグマ
光機

¥29000 1 ¥29000

シャープカット
ダイクロイックミラー

青 SDM494A

シグマ
光機

¥41,000 1 ¥41,000

緑 SDM559A ¥41,000 0 ¥0

赤 SDM655A ¥41,000 0 ¥0

遮光パーツ3S CU-074S
シグマ
光機

¥9,000 2 ¥18,000
Σキューブの上下面に導入する遮光パーツです(左
図、黄色)。付属ねじ4本で固定します。(CU-
074Aでも代用可能)

Σキューブ用
ターミネータ

CU-075 ¥25,000 1 ¥25,000
LED入射面と反対側に設置する迷光低減部品で
す(左図、緑)。

Σキューブ用オプ
ティクスホルダー

C30-CU-SCFH-25.4
シグマ
光機

¥9,800 1 ¥9,800ホルダC30-CU-SCFH-25.4(左図赤)に、レンズ
SLB-25.4-35PMを付属ネジリングで固定した後、
ホルダをΣキューブ(CU-075と反対側面)に固定し
ます(付属ネジ4本使用)。球面平凸レンズ SLB-25.4-35PM ¥6,200 1 ¥6,200

小型アルミガイド OBS-120G
シグマ
光機

¥3,000 0 ¥0
OBS-50Gを左図のようにクランプねじ1本でΣ
キューブに固定します。OBS-50G上にLED等を導
入するのに対して、OBS-120Gは顕微鏡の骨格
部を示しており、Σキューブをクランプねじ2本で固定
することで、ユニット全体を顕微鏡に導入します。

小型アルミガイド OBS-50G ¥1,500 1 ¥1,500

Core 傾斜フィル
ターホルダー

CU-036
シグマ
光機

¥17,000 1 ¥17,000光源色に合わせた干渉フィルタを蛍光フィルタとして
選択し、CU-036にマウントします(付属ねじリング
使用)。フィルタ導入したCU-036をΣキューブ下の
アルミガイドにクランプねじ1本で固定して、蛍光フィ
ルタを光路内に設置します。一時的に外してフィル
タの影響を確認したい場合は、CU-036のクランプ
ねじを緩めて外してください。頻繁にフィルタOn/Off
操作をご希望の場合は、スライド製品(CU-
SHSU-25など）への置き換えをご検討ください。
フィルタ素子側面の矢印方向(左図ではCU-036
表面に代理として表示)は、コーティング面(光源が
ある方向)を示しており、光の進行方向とは逆向き
ですのでご注意ください。

干渉フィルタ
(蛍光フィルタ)

青 VPFHT-25C-5260

シグマ
光機

¥54,000 1 ¥54,000

緑 VPFHT-25C-5880 ¥37,000 0 ¥0

赤 VPFHT-25C-6830 ¥54,000 0 ¥0

レンズホルダー25 CU-030
シグマ
光機

¥14,000 1 ¥14,000
光源色に合わせた干渉フィルタを励起フィルタとして
選択し、CU-030にマウントします(付属ねじリング
使用)。
フィルタ導入したCU-030をOBS-50G上に、クラン
プねじ1本で固定します(左図, 紫)。
フィルタ素子側面の矢印方向(左図ではCU-030
表面に代理として表示)は、コーティング面(光源が
ある方向)を示しており、光の進行方向とは逆向き
ですのでご注意ください。

干渉フィルタ
(励起フィルタ)

青 VPFHT-25C-4480

シグマ
光機

¥54,000 1 ¥54,000

緑 VPFHT-25C-5250 ¥54,000 0 ¥0

赤 VPFHT-25C-6280 ¥54,000 0 ¥0

照明ホルダーLED CU-060
シグマ
光機

¥20,000 1 ¥20,000
使用する色のLEDスポット照明を選択し、LEDホ
ルダCU-060に導入します。CU-060にネジ止めさ
れているアダプタを一旦外し、アダプタをSLSI-22G
にネジ固定します。これをCU-060に戻してネジ固
定します。
LEDを導入したCU-060は左図のように、OBS-
50G端に固定します。

LEDスポット照明

青 SLSI-22B

シグマ
光機

¥32,000 1 ¥32,000

緑 SLSI-22G ¥32,000 0 ¥0

赤 SLSI-22R ¥32,000 0 ¥0

LEDスポット照明
用電源

SPS-SLSI
シグマ
光機

¥28,000 1 ¥28,000
LEDスポット照明SLSI-22B/22G/22Rで使用
する電源および延長ケーブルです。LEDスポット照明

用延長ケーブル
SLSI-CA-2 ¥5,000 1 ¥5,000

参考価格
（税別）

青,緑または赤のうち1色のLED光源および対応するフィルタをご選択の上、お客様ご自身で構築される場合の参考価格(税
抜き)です。組立作業を実際に体感することで、さらに発展的な機能拡張も可能となると共に、低価格で斬新な実験への展望が
広がります。ぜひお客様ご自身での構築・開拓をお楽しみください。

約38万円程度
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励起フィルタ
VPFHT-25C-5250 

蛍光フィルタ
VPFHT-25C-5880 

ダイクロイックミラー
SDM559A  

倒⽴蛍光顕微鏡 CU-Mini2-FL
お客様組立例

倒⽴顕微鏡のベースモデルCU-Mini2-BFに、LED蛍光
ユニットを組み合わせることで、蛍光顕微鏡として利⽤する
組⽴例です。
バイオ細胞中の特定分子を蛍光観察する基本セットとして
ご使⽤頂けます。

注1) 本ユニットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、顕微鏡本体や、観察・録画⽤PCなども必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) ユニット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) 緑LEDを⽤いて、Cy3やTetramethylrhodamineなどの色素
でラベルされたサンプルの蛍光観察⽤です。
(光源色とフィルタの選択によって、他の色素観察も可能です。)

2) 蛍光は微弱光であるため、室内光の影響を受けないように、
サンプル上部に小さな遮光箱を設置してください。
(もしくは暗室にてご使⽤ください。）

3) 蛍光１色⽤ユニットの増設例ですが、同様のユニット増設によって、
光ピンセット導入なども可能となります。

緑LEDを⽤いた蛍光観察例(100倍対物NA1.3)

蛍光ユニット
(Green)

CU-036

(蛍光フィルタ)

CU-Mini2-BF

(明視野顕微鏡)

10 µm

明視野 蛍光
蛍光ビーズ(φ1.0 µm)

MitoTracker® Red CMXRos(ex579/em599)
(Mitochondria in BPAE cells ) 

10 µm

蛍光

y.inoue
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区⻄中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

CU-Mini2-FL_J2111

CU-Mini2-FL お客様組立例

CU-Mini2-FL(Green) の部品表および組⽴⼿順
部位名 部品名 型番 製造 Web価格

（税抜） 個 小計
（税抜） 組⽴⼿順 小計

（税抜）
顕微鏡

小型倒⽴顕微鏡
CU-Mini2-BF (組⽴例) シグマ

光機 ¥725,700 1 ¥725,700お客様組⽴例 CU-Mini2-BFの組
⽴⼿順をご参照ください。

¥725,700
C30-CU-OLSM-M25のM3ネジ×4
本を2.5mm六角ドライバで外して、
顕微鏡を、左図のように2分割します。
(実際には対物レンズやガイドレールな
どをC30-CU-OLSM-M25から一旦
外しておいた⽅が作業しやすいと思わ
れます。)

小型アルミガイド OBS-120G シグマ
光機 ¥3,000 1 ¥3,000

左図のようにCU-072Sを外したΣ
キューブの面にOBS-120Gをクランプ
ねじで固定します。(2mm六角ドライ
バ使⽤)

¥3,000

蛍光ユニット
蛍光ユニット CU-FL-LED2 (組⽴例) シグマ

光機 ¥372,500 1 ¥372,500お客様組⽴例 CU-FL-LED2の組
⽴⼿順をご参照ください。

¥372,500
CU-120GにΣキューブに固定すること
で、左図のように蛍光ユニットをクラン
プねじ２本で固定します。(2mm六
角ドライバ使⽤)
蛍光フィルタをマウントしたCU-036は、
結像レンズCU-040などをずらしたス
ペースにクランプねじで固定します。

Σキューブ⽤
遮光パーツ

CU-073S シグマ
光機 ¥9,000 1 ¥9,000

Σキューブ遮光パーツ CU-073Sを
使って、下側のΣキューブを遮光します。
(付属ねじ4本で固定)

¥9,000

シグマキューブ
コネクタ CU-OBS-26H シグマ

光機 ¥4,000 1 ¥4,000Σキューブコネクタを⽤いて剛性を向上
させます。（クランプねじ2本で固定）

¥4,000Σキューブの連結は、OBS-120Gだけ
でも使⽤可能ですが、CU-OBS-
26Hを⽤いるとさらに強化できます。こ
こでは１個の場合ですが、3個まで追
加可能です。

C30-CU-OLSM-M25の上からM3
ネジ×4本をΣキューブまで固定するこ
とで、顕微鏡上部を導入します。

緑上部のCU-074Sを固定していたネ
ジ4本は予め外しておいてください。

(実際には対物レンズやガイドレールな
どをC30-CU-OLSM-M25から一旦
外しておいた⽅が作業しやすいと思わ
れます。)

¥0

参考価格
（税別）

緑LED構成にて、お客様ご自身で構築される場合の参考価格(税抜き)です。
組⽴作業を実際に体感することで、さらに発展的な機能拡張も可能となると共に、低価格で斬新
な実験への展望が広がります。ぜひお客様ご⾃⾝での構築・開拓をお楽しみください。

¥1,114,200
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40mmXYステージ電動化例1 TSD40-ACT2D-702H
お客様組立例

コアユニット顕微鏡サンプルステージのXY軸電動化例です。
サンプルステージmini/CU-021などの手動ステージにス
テッピングモータ駆動小型アクチュエータ/SGSP-13ACT-
B0 (移動量13 mm) を取り付けることで、お使いのサン
プルステージのXY軸電動化が行えます。
弊社HPにて無料配布のソフトウエア (SG Sample) もし
くはNI社LabVIEW™サンプルプログラムを用いて、お手持
ちのPCからの制御が可能です。

⼩型倒⽴顕微鏡（明視野/ 暗視野) / CU-Mini2-DF を
XY軸電動化

注意事項

1) 取り付け可能なアクチュエータはSGSP-13ACT-B0であり、同型25mmタイプのSGSP-25ACT-B0は取り付けできません。
2) アクチュエータ取り付けの際には専用工具MNS-12.5-14.5およびボールポイントまたは首下ショートタイプの六角レンチが必

要となりますのでご注意ください。
3) 取り付け可能な手動ステージについては次ページ下部のリンクより資料をご覧いただけますが、ご質問がございましたら弊社営

業までお問い合わせください。
4) ソフトウエアは次ページリンクより、SG SampleおよびLabVIEW™サンプルプログラムを無料ダウンロードしてお使い頂けます。
5) LabVIEW™サンプルプログラムは、VIファイルおよび実行ファイル版をご用意しておりますので、バージョンに注意してご利用く

ださい。特に実行ファイルをご使用される際は、各種ドライバや、作成ファイルと一致したバージョンのランタイムエンジンが必要
になりますので、配布サイトの情報をご参照ください。

6) 本セット例は、用途に応じた部品組合せ例を示したものであり、顕微鏡システムとしてご使用頂くためには、コアユニット顕微
鏡本体に加えて、観察用PCも必要となります。

7) 未組⽴状態での出荷となり、お客様自身での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み方法の詳細につきまして
は営業までご相談ください。

8) セット例内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

SGSP-13ACT-B0

https://jp.optosigma.com/ja_jp/core-unit-for-microscopy/cu-mini2-df.html
y.inoue
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区西中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区博多駅東1-17-25
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

TSD40-ACT2D-702H-J2212

TSD40-ACT2D-702H お客様組立例

40mmXYステージ電動化例1の部品表

サンプルソフトウェア・資料ダウンロード
1) 対応手動ステージについて

https://jp.optosigma.com/html/ja/page_pdf/SGSP-ACT.pdf
2) SG Sample 32/64ビット版Windows用 (Windows11対応) ダウンロード

https://jp.optosigma.com/ja_jp/software__sample
3) 顕微鏡ステージシステム制御用LabVIEW™サンプルプログラム 「CU Control」 (VI形式、実行ファイル形式) ダウンロード

https://jp.optosigma.com/ja_jp/software__sample
4) ⼩型倒⽴顕微鏡 (明視野/暗視野) / CU-Mini2-DF について

https://jp.optosigma.com/ja_jp/core-unit-for-microscopy/cu-mini2-df.html

XY(Z)手動ステージ
（移動量13 mm）

+ +
ステッピングモータ

駆動⼩型アクチュエータ 2軸（4軸）ステージコントローラ

・ TSD-405CL
・ TAM-405CL

…

・ SGSP-13ACT-B0 ・ GSC-02
・ GSC-02A

・ SHOT-702
・ SHOT-702H

・ SHOT-302GS
・ SHOT-304GS

手動ステージ、ステージコントローラ簡易組合せダイアグラム
（対応手動ステージについては下記資料をご参照ください）

部品名 型番 製造 価格（税抜） 個 小計（税込） 小計（税込）

手動
ステージ

XYZ軸スチールステー
ジ（垂直） TSD-405CL シグマ

光機 ¥82,000 1 ¥90,200 ¥90,200

ステッピングモータ駆動
小型アクチュエータ SGSP-13ACT-B0 シグマ

光機 ¥53,000 2 ¥116,600

ナット回し MNS-12.5-14.5 シグマ
光機 ¥4,500 1 ¥4,950

D15RPケーブル D15RP-CA-2 シグマ
光機 ¥6,500 2 ¥14,300

2軸ステージコントロー
ラ SHOT-702H シグマ

光機 ¥150,000 1 ¥165,000

RS232Cケーブル RS232C/STR-2A シグマ
光機 ¥7,000 1 ¥7,700

USBシリアルコンバー
ター REX-USB60F ラトック

システム ¥8,000 1 ¥8,800

PC - - - 1 -

設定用サンプルソフト
ウェア SG Sample シグマ

光機 - 1 -

制御用サンプルプログ
ラム CU Control シグマ

光機 - 1 -

参考価格
（税込）

¥407,550

ベース
顕微鏡

小型倒立顕微鏡（明
視野/ 暗視野) CU-Mini2-DF シグマ

光機 ¥647,500 1 ¥712,250 ¥712,250

参考価格
（税込）

¥622,050

サンプルステージとして使用されている手動ステージ（XYZ軸スチールステー
ジ（垂直）/ TSD-405CL）に電動アクチュエータを取り付けることでXY
軸の電動制御を行います。

ステージコントローラのメモリスイッチ設定またはステージ制御に使用します。

ステージ制御用のLabVIEW™サンプルプログラムです。

お客様組立例として紹介済みの製品から手動ステージを除いた参考価格です。詳細につきましては下記より資料をご覧ください。

備考

お客様ご自身で構築される場合の参考価格です。

電動アク
チュエータ

コントロー
ラ

¥135,850

¥181,500

ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ取り付け時、バネ掛けとステッピン
グモータ駆動小型アクチュエータのスピンドルが干渉するためストロークは
+4.0/-6.5に制限されます。　CU Controlのソフトリミット機能を使用し
て干渉しないようにしてください。

ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ取り付けの際、この他にM2.5及
びM1.5のボールポイントまたは首下ショートタイプの六角レンチが必要にな
ります。

ステージコントローラはSHOT-702Hを推奨いたしますが下記製品もご使
用いただけます。各製品の詳細については各説明書をご覧ください。
・ SHOT-702
・ SHOT-302GS
・ SHOT-304GS
・ GSC-02
・ GSC-02A
USB Type-Aポートを装備したWindows PC（Windows 10以降）
をお客様でご用意ください。制御用

PC・ソフト
ウェア

-

https://jp.optosigma.com/html/ja/page_pdf/SGSP-ACT.pdf
https://jp.optosigma.com/ja_jp/software__sample
https://jp.optosigma.com/ja_jp/software__sample
https://jp.optosigma.com/ja_jp/core-unit-for-microscopy/cu-mini2-df.html
y.inoue
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ピエゾ付き小型倒立顕微鏡（明視野) CU-Mini2-BF-PA

お客様組立例
倒立顕微鏡のベースモデルCU-Mini2-BFのサンプルス
テージの1軸(X軸もしくはY軸)をピエゾ素子で操作する組
合せ例です。従来アクチュエータのmmオーダーの操作に加
えて10nmオーダーの微小位置操作が可能になります。

注1) 本セットは、用途に応じた部品組合せ例を示したものであり、顕微鏡としてご使用頂くためには、観察・録画用PCも必要となります。
注2) 未組立状態での出荷となり、お客様自身での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み方法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) ピエゾステージ専用コントローラー(PASC-101)本体のダイヤルノブ
を回す(手動操作)で、ピエゾ素子による極微動制御が可能です。

2) コントローラーPASC-101は1軸専用です。

3) 本セットでピエゾ操作できるのはX軸もしくはY軸の1軸です。
Z軸のピエゾ操作には別製品(TADC-403RLPA)が必要です。

4) CU-Mini2-BFに取付可能なステージサイズは40x40mmです。
コアユニット顕微鏡のサンプルステージ(CU-020)をピエゾ操作する
ためには、65mmタイプの製品(TADC-651SR25-M6Pなど)が
必要です。

コアユニット部品などを後日追加して頂くことで、蛍光観察や光ピンセット、３軸操作ピエゾアシストステージ
などの機能拡張が可能となります。御相談は営業までご連絡ください。

CU-Mini2-BF-PAからの機能拡張例

レーザユニット導入

光ピンセット (1064 nm)
局所加熱 (1462 nm)
細胞刺激 (405 nm)

5 µm

断続的に
微動操作

Φ1µm ビーズ 明視野像

ピエゾアシストステージ操作例

ピエゾアシストステージをコントローラ1目盛り分断続的に操作し、カバーガラスに接着したビーズの位置を計測
(ImageJを用いた画像解析)

< 10 nmでの位置操作が可能

CU-Mini2-BF

TADC-401SPA

PASC-101

LED蛍光観察 ３軸ピエゾアシストステージ

ステージ操作

(nm)
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東京都墨田区緑1-19-9
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E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区西中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

CU-Mini2-BF-PA-J2110

CU-Mini2-BF-PA お客様組立例

ピエゾ付き小型倒立顕微鏡の部品表および組立手順

部位名 部品名 型番 製造
価格

（税抜）
個

小計
（税抜） 組立手順

ユニット小計
（税抜）

結像部
小型アルミガイド OBS-300G

シグマ
光機

¥6,500 1 ¥6,500
1) CU-011の素子ホルダをネジを回して一旦
外します。Σキューブの閉じた面を下にして、左図
のように最下段のネジ穴4つのある向きで設置し
ます。
2) 2mm六角ドライバを用いて、赤位置のクラン
プネジ1本でOBS-300Gを固定した後、青位置
および黄位置のクランプネジ各1本でOBS-50G
を合計2本固定します。
3) 素子ホルダにアルミ平面ミラーを固定した後、
CU-011に戻します(付属ネジで固定)。

¥295,000

小型アルミガイド OBS-50G
シグマ
光機

¥1,500 2 ¥3,000

シグマキューブ CU-011
シグマ
光機

¥90,000 1 ¥90,000

アルミ平面ミラー
(φ25.4)

TFA-25.4C05-4
シグマ
光機

¥3,500 1 ¥3,500

Σキューブ用遮光
パーツ

CU-072S
シグマ
光機

¥9,000 2 ¥18,000

CU-072S(左図緑)は、光路遮断して遮光しま
す。2面(素子ホルダ反対側とカメラ反対側)に装
着し、付属M3ネジで固定します(2.5mm六角
ドライバを使用)。

遮光パーツ3 CU-074A
シグマ
光機

¥10,000 2 ¥20,000

CU-074A(左図紫)は、光路を確保しながら側
面を遮光します。2面(Σキューブ上とカメラ側)に
装着し、ここでは、ネジ止めしません。(C30-
CU-OLSM-M25と共に固定します。)

結像レンズ
ホルダー

CU-040
シグマ
光機

¥52,000 1 ¥52,000
CU-040(左図赤)の円状突起側がΣキューブ
側となるようにOBS-300Gにネジ止めします(付
属クランプねじ使用)。このとき、CU-074A(左
図紫)をCU-040左側に密着させることで、CU-
074Aも外れないようにします。また、CU-040
右側にCU-041密着させながら、付属クランプネ
ジでCU-041をOBS-300Gに固定します。

Core 結像系
遮光チューブ

CU-041
シグマ
光機

¥16,000 1 ¥16,000

CU-050 Cマウントカメラホルダー
シグマ
光機

¥21,000 1 ¥21,000
CU-172(左図青)を回転させながら、CU-
050(左図茶)に固定します。CU-050側面のネ
ジを弛めることで、カメラ回転方向を調整すること
ができます。カメラ固定後のCU-050を、CU-
041の端部に密着させながら、OBS-300Gに
固定します。

CU-172 Cマウントカメラ
シグマ
光機

¥65,000 1 ¥65,000

サンプルステージ部

CageCore ｽﾃｰ
ｼﾞﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ

C30-CU-OLSM-M25
シグマ
光機

¥28,000 1 ¥28,000

ニコン製対物レンズ(固定ネジ径 M25 x 0.75 
mm)に対応したマウントベースです。長さ
20mmのM3ネジ4本を別途ご用意して、C30-
CU-OLSM-M25の上から、CU-074Aおよび
CU-011をネジ固定してください。
CFIシリーズの各対物を使用可能ですが、100
倍 (NA1.3, 油浸)の対物レンズを使用すること
で、コアユニット顕微鏡(CUS-BF, CUSmini-
BF)と同等となります。

¥420,000

対物レンズ CU-160-OB01
シグマ
光機

¥170,000 1 ¥170,000

XYZ軸スチールス
テージ
（40mm）

TSD-405CL
シグマ
光機

¥82,000 1 ¥82,000
1) TADC-401SPA(左図橙)をC30-CU-
OLSM-M25に固定します（付属M3ねじ4本
使用)。
2) TSD-405CL(左図青)をTADC-401SPA
に固定します（付属M3ねじ、スプリングワッ
シャー4本使用)。
3) OBS-50G(左図黄)をTSD-405CLのZ面
に固定します(長さ8または10mmのM6ネジ1
本を別途ご用意ください)。
4) CU-SHPU(左図緑)をOBS-50Gの適切な
位置に付属クランプネジで固定してサンプルス
テージとして用います。
5) CU-FAJK-13(左図赤)をTSD-405CLの
Z軸ツマミにネジ止めすることで、フォーカス調整が
しやすくなります。(付属ネジで固定)
6) コントローラ(PASC-101)のステージコネクタ
とピエゾアシストステージ(TADC-401SPA)をス
テージ付属の専用ケーブルで接続します。
7) コントローラのDCコネクタにACアダプタを接続
します。

X軸ピエゾアシスト
ステージ

TADC-401SPA
シグマ
光機

¥68,000 1 ¥68,000

ピエゾアシストス
テージ専用コント
ローラ

PASC-101
シグマ
光機

¥45,000 1 ¥45,000

ACアダプタ AC-ADP-0620-62368
シグマ
光機

¥5,500 1 ¥5500

小型アルミガイド OBS-50G
シグマ
光機

¥1,500 1 ¥1,500

Core ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾙ
ﾀﾞｰ

CU-SHPU
シグマ
光機

¥12,000 1 ¥12,000

Coreサンプル
ステージ用微調
ツマミ

CU-FAJK-13
シグマ
光機

¥8,000 1 ¥8,000

LED光源部
小型アルミガイド OBS-200G

シグマ
光機

¥5,000 1 ¥5,000
OBS-200Gは、C30-CU-OLSM-M25に付
属クランプネジ2本で固定します。固定した
OBS-200Gに、CU-060などを固定します。

¥129,200

照明ホルダーLED CU-060
シグマ
光機

¥20,000 1 ¥20,000
LEDスポット照明をLEDホルダに導入します。
CU-060にネジ止めされているアダプタを一旦外
し、アダプタをSLSI-22Wにネジ固定します。こ
れをCU-060に戻してネジ固定します。
LED導入後、CU-060をOBS-200G先端付
近にネジ固定します。

LEDスポット照明 SLSI-22W
シグマ
光機

¥32,000 1 ¥32,000

LEDスポット照明
用電源

SPS-SLSI
シグマ
光機

¥28,000 1 ¥28,000
LEDスポット照明SLSI-22Wで使用する電源
および延長ケーブルです。LEDスポット照明

用延長ケーブル
SLSI-CA-2

シグマ
光機

¥5,000 1 ¥5,000

レンズホルダー25 CU-030
シグマ
光機

¥14,000 1 ¥14,000LED照明調節用のレンズです。SLB-25-
35PMをCU-030に装着した後、OBS-200G
に付属クランプネジで固定します。球面平凸レンズ SLB-25-35PM

シグマ
光機

¥6,200 1 ¥6,200

Core 虹彩絞りホ
ルダー

CU-IH-22
シグマ
光機

¥19,000 1 ¥19,000
LED照明調節用の虹彩絞りです。OBS-200G
に付属クランプネジで固定し、コントラストを調整
したい時などに使用します。

参考価格
（税別）

お客様ご自身で構築される場合の参考価格(税抜き)です。組立作業を通して基礎を学ぶことで、さらに発展的な機能拡張へと繋がる
と共に、低価格で実用的な実験も可能となります。ぜひお客様ご自身での構築作業をお楽しみください。

¥844,200

注) ⻘字表記がCU-Mini2-BFからの変更点
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蛍光顕微鏡(対物アクチュエータ付き) CU-FL-ACTOB

お客様組立例

注1) 本セットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、顕微鏡としてご使⽤頂くためには、観察・録画⽤PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

コアユニット顕微鏡への組込みが可能です。御相談は営業までご連絡ください。

コアユニット顕微鏡への組込み例

対物レンズ用アクチュエータを組み込んだ
LED照明蛍光顕微鏡です。顕微鏡全体を任
意の高さで固定し、対物レンズのピント調整
を電動制御できます。コアユニット顕微鏡への
組込みも可能です。

レーザTIRFユニット(スタンド部省略)を導⼊したコアユニット顕微鏡への組込み例

1) 対物レンズのピント調整を専⽤コントローラまたはPCか
ら制御することができます。

2) GFP観察向けの⻘LED光源および対応フィルタの構
成です。
緑および⾚光源の場合は、組⽴例CU-FL-LED2の
部品表をご参照ください。

① ジョイスティックによる操作
(MDRケーブルが必要です)

② PCからソフトによる操作
(RS232Cケーブルが必要です)

https://jp.optosigma.com/ja_jp/software__sample

サンプルソフトウェア SG Sample もご利⽤いただけます。

2軸コントローラ
SHOT-702 対物レンズ⽤アクチュエータ

PC ②
RS232C
ケーブル

D15RP-CA
ケーブル

コアユニット顕微鏡と組み合わせることで⾼倍率・低倍率での明視野、蛍光観察が可能になります。

取付写真

100x対物レンズ
緑レーザ励起

5x対物レンズ
⻘LED励起

XYZ軸
サンプルステージ

2⾊観察例︓
交互に切り替えて観察

LED

カメラ

対物
レンズ

アクチュエータ操作方法

100 µm

⻘LED励起 (Φ4um ビーズ YG beads)

CU-FL-ACTOB(上)

5倍 緑レーザ励起 (Φ2um Nile red bead)

10 µm CUS-BF(下)

100倍

30 mm

作動距離
41 mm

対物アク
チュエータ
移動距離
3 mm

5x対物レンズ

顕微鏡全体
任意の⾼さで固定

サンプルホルダー

①
MDR
ケーブル

ジョイスティック
コントローラ
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部位名 部品名 型番 製造 価格
（税抜） 個 小計

（税抜） 組⽴⼿順 ユニット小計
（税抜）

骨格部 ベースプレート BSP-120EE シグマ
光機 ¥2,000 1 ¥2,000ベースプレート(BSP-120EE)にZブラケット(OBS-

25B)を付属ネジ(M6x14mm)で固定します。
OBS-25Bに小型アルミガイド(OBS-300G)を付属ネ
ジ(M6x10mm)2本で固定します。
OBS-300G上部に連結板(CU-120)を付属ネジで
取り付けます。連結板に小型アルミガイド(OBS-
120G)を付属ネジで固定してアルミガイドを延⻑します。
Coreサンプルホルダー(CU-SHPU)をアルミガイドに付
属クランプネジで固定します。
ベースプレートを付属ネジ(M6x15)で除振台やブレッ
ドボードに固定してお使いください。

¥34,000

小型アルミガイド⽤Zブラケット OBS-25B シグマ
光機 ¥2,500 1 ¥2,500

小型アルミガイド OBS-300G シグマ
光機 ¥6,500 1 ¥6,500

小型アルミガイド OBS-120G シグマ
光機 ¥3,000 1 ¥3,000

連結板I CU-120 シグマ
光機 ¥8,000 1 ¥8,000

Coreサンプルホルダー CU-SHPU シグマ
光機 ¥12,000 1 ¥12,000

Core ブラケット取付アダプタ CU-001 シグマ
光機 ¥4,000 0 ¥0コアユニットシステムに組み込む場合にご利⽤ください。

対物部 Σキューブ (調整着脱タイプ) CU-011 シグマ
光機 ¥90,000 1 ¥90,000ダイクロイックミラー(SDM494A)をΣキューブ(CU-

011)のミラーホルダ(左図⻘)に導⼊します (素子抑え
部品を上から抑えながら、付属ネジで固定)。ダイクロ
イックミラー導⼊済みのミラーホルダは付属ネジ２本でΣ
キューブに固定します。
フィルターホルダー(C30-CU-SCFH-25.4, 左図⾚)
に、アクロマティックレンズ(DLB-25-40PM)をレンズの
曲率が小さい⽅を光源側にして付属ネジリングで固定
した後、ホルダをΣキューブに付属ネジで固定します。
蛍光フィルタ(VPFHT-25C-5260)を傾斜フィルターホ
ルダー(CU-076,左図緑)に付属ネジリングで固定しま
す。フィルタを導⼊したCU-076をΣキューブ上面に付
属ネジで固定します。フィルタ素子側面の矢印⽅向は、
コーティング面(光源がある⽅向)を⽰しており、光の進
⾏⽅向とは逆向きですのでご注意ください。
フィルターホルダーの反対面にターミネータ(CU-075)を
付属ネジで固定します。
Σキューブの下面に対物レンズホルダー(C30-CU-
SCHO-M25,左図⻩)を付属ネジで取り付けます。
Σキューブを骨格部の小型アルミガイドにクランプネジ２
本で固定します。
対物レンズホルダーに顕微鏡側アダプタ(OBL-ADP3-
M25.0A)のネジ部を取り付けます。
対物レンズ⽤アクチュエータ(SGSP-OBL-3)に対物レ
ンズ側アダプタ(OBL-ADP3-M26.0B)を付属ネジで
取り付け、アクチュエータをΣキューブに取り付けた顕微
鏡側アダプタに差し込み、付属ネジで固定します。
対物レンズ(PAL-5)を対物レンズ側アダプタに取り付け
ます。

¥831,600

Σキューブ⽤フィルタホルダー C30-CU-SCFH-25.4 シグマ
光機 ¥9,800 1 ¥9,800

Σキューブ⽤傾斜フィルターホル
ダー CU-076 シグマ

光機 ¥15,000 1 ¥15,000

Σキューブ⽤対物レンズホルダー C30-CU-SCHO-M25 シグマ
光機 ¥12,000 1 ¥12,000

Σキューブ⽤ターミネータ CU-075 シグマ
光機 ¥25,000 1 ¥25,000

シャープカット
ダイクロイックミラー SDM494A シグマ

光機 ¥41,000 1 ¥41,000

球面アクロマティックレンズ DLB-25-40PM シグマ
光機 ¥13,300 1 ¥13,300

干渉フィルタ
(蛍光フィルタ) VPFHT-25C-5260 シグマ

光機 ¥54,000 1 ¥54,000

対物レンズ⽤アクチュエータ SGSP-OBL-3 シグマ
光機 ¥280,000 1 ¥280,000

顕微鏡側アダプタ OBL-ADP3-M25.0A シグマ
光機 ¥15,000 1 ¥15,000

対物レンズ側アダプタ OBL-ADP3-M26.0B シグマ
光機 ¥5,000 1 ¥5,000

対物レンズ PAL-5 シグマ
光機 ¥36,000 1 ¥36,000

2軸ステージコントローラ SHOT-702 シグマ
光機 ¥150,000 1 ¥150,000

⾃動ステージケーブル D15RP-CA-2 シグマ
光機 ¥6,500 1 ¥6,500

ジョイスティックコントローラ JS-301 シグマ
光機 ¥70,000 1 ¥70,000ジョイスティックなどの周辺機器を⽤いてアクチュエータを

操作する場合にいずれか1つご利⽤ください。

ジョグオペレーションボックス JB-401 シグマ
光機 ¥80,000 0 ¥0

ジョグダイヤル JD-101 シグマ
光機 ¥60,000 0 ¥0

MDR14-CA-2.5ケーブル MDR14-CA-2.5 シグマ
光機 ¥9,000 1 ¥9,000周辺機器とコントローラを接続するためのケーブルです。

RS232Cケーブル RS232C/STR-2A シグマ
光機 ¥7,000 0 ¥0PCからコントローラを介してアクチュエータを操作する場

合にご利⽤ください。

USBシリアルコンバーター REX-USB60F ラトック
システム ¥5,800 0 ¥0PCにD-Subコネクタがなく、USBに接続する場合にご

利⽤ください。

LED照明部 小型アルミガイド OBS-120G シグマ
光機 ¥3,000 1 ¥3,000

Σキューブに小型アルミガイド(OBS-120G)をクランプネ
ジで固定します。
LEDスポット照明(SLSI-22B)をLEDホルダ(CU-
060)に導⼊します。CU-060にネジ止めされているア
ダプタを一旦外し、アダプタをSLSI-22Bにネジ固定し
ます。これをCU-060に戻してネジ固定します。
LEDを導⼊したCU-060はΣキューブ端から70mmの
位置でOBS-120Gにクランプネジで固定します(左図
上)。
レンズホルダー25(CU-030)に干渉フィルタ(VPFHT-
25C-4480)を付属ネジリングで取り付け、LEDの直
後の位置にクランプネジで固定します。
平凸レンズ(SLB-25-100PM)をレンズホルダー
25(CU-030)にレンズ平面が光源側のなるように付属
ネジリングで取り付け、小型アルミガイドにクランプネジで
固定します(左図下︓Σキューブ端から30mmの位
置)。

¥175,700

照明ホルダーLED CU-060 シグマ
光機 ¥20,000 1 ¥20,000

LEDスポット照明 SLSI-22B シグマ
光機 ¥32,000 1 ¥32,000

LEDスポット照明⽤電源 SPS-SLSI シグマ
光機 ¥28,000 1 ¥28,000

LEDスポット照明⽤延⻑ケーブ
ル2m SLSI-CA-2 シグマ

光機 ¥5,000 1 ¥5,000

レンズホルダー25 CU-030 シグマ
光機 ¥14,000 2 ¥28,000

球面平凸レンズ SLB-25-100PM シグマ
光機 ¥5,700 1 ¥5,700

干渉フィルタ
(励起フィルタ) VPFHT-25C-4480 シグマ

光機 ¥54,000 1 ¥54,000

結像部 結像レンズホルダー CU-040 シグマ
光機 ¥52,000 1 ¥52,000

結像レンズホルダー(CU-040,左図⾚)の円柱状突起
側が対物レンズ側となるように傾斜フィルターホルダー
(CU-076,左図緑)の直上に付属クランプネジでアルミ
ガイドに固定します。遮光チューブ(CU-041,左図⻩)
をCU-040の直上に隙間がないように設置し、付属ク
ランプネジでアルミガイドに固定します。
Cマウントカメラ(CU-172,左図⻘)をCマウントカメラホ
ルダー(CU-050,左図橙)にマウントしてから、CU-
041上に隙間ないように小型アルミガイドに固定します。

¥154,000
Core 結像系遮光チューブ CU-041 シグマ

光機 ¥16,000 1 ¥16,000

Cマウントカメラホルダー CU-050 シグマ
光機 ¥21,000 1 ¥21,000

Cマウントカメラ CU-172 シグマ
光機 ¥65,000 1 ¥65,000

補助部品 小型アルミガイド⽤Zブラケット OBS-25B シグマ
光機 ¥2,500 0 ¥0

顕微鏡を支持するための補助部品です。必要に応じて
ご利⽤ください。

Zブラケット(OBS-25B)に小型アルミガイド(OBS-
200G)を付属M6x10ネジで固定します。
小型アルミガイド⽤キャリア2つの上に⾼さ調整スペー
サー、変換スペーサーを重ねて、M2x10mmネジで固
定し(M2x10mmネジをご準備ください)、小型アルミガ
イド⽤キャリアをアルミガイドにクランプネジで取り付けま
す。補助する小型アルミガイドにM6x8六角⽳付ボルト
で変換スペーサーを固定して使⽤します。(M6x8ネジ
をご準備ください)

¥0

小型アルミガイド OBS-200G シグマ
光機 ¥5,000 0 ¥0

小型アルミガイド⽤キャリア MCAS-12 シグマ
光機 ¥1,250 0 ¥0

⾼さ調整スペーサー MSP-2505 シグマ
光機 ¥1,000 0 ¥0

変換スペーサー SP-135 シグマ
光機 ¥1,000 0 ¥0

参考価格（税別） お客様ご⾃⾝で構築される場合の参考価格(税抜き)です。組⽴作業を通して基礎を学ぶことで、さらに発展的な機能拡張へと繋がると共に、低価格で実⽤的な実験も
可能となります。ぜひお客様ご⾃⾝での構築作業をお楽しみください。 ¥1,195,300

CU-FL-ACTOB お客様組立例

蛍光顕微鏡(対物アクチュエータ付き)の部品表および組立手順

東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区⻄中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

MSP-2505

SP-135

MCAS-12

70 mm

励起フィルタ

SLB-25-

100PM

30 mm

DLB-25-40PM

CU-075

OBL-

ADP3-

M25.0A

OBL-

ADP3-

M26.0B

対物レンズ

CU-FL-ACTOB-J2205
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電動シャッター付き蛍光照明用LEDユニット CU-SSH-LED
お客様組立例

注1) 本セットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、顕微鏡システムとしてご使⽤頂くためには、顕微鏡本体や観察⽤PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

タイムラプス蛍光観察例

LED照明ユニットと電動シャッター、カメラの組
み合わせ例です。内蔵されたシャッタータイマー
で周期的に照明光を照射させ、シャッターの開
閉に伴うコントローラからの外部トリガーでカメ
ラを連動させるシステムです。タイムラプス観察
などに使用できます。

電動シャッターの開時にトリガーでカメラを起動させカメラ設定で指定した時間露光し画像取得(ICCaputure)、10秒間
隔で繰り返し撮影。

シャッター設定︓タイマーモード
① ディレイ時間: 0~999.9 ms
OPEN指令を与えてから実際にシャッターを開く信号を出すまでの待ち時間です。
② シャッタースピード: 25.1 ms〜
シャッターが開かれている時間です。シャッタースピードが10sec 以上の場合には
繰返し操作は設定できません。
③ 繰返し周波数(REP-FRQ): 0.1〜19.9 Hz
⼀度の開閉に要する時間です。繰返し回数を設定することでシャッターを繰返し
開閉することが出来ます。
④ 繰返し回数(REP-CNT): 1〜999,999回
シャッターを繰返し開閉する回数です。

カメラ設定︓The Imaging Source社標準ビューワソフトウェア ICCaptureを使⽤
デバイス > プロパティ... > 特別 からトリガーモード の設定を⾏ってください。

コントローラに関する詳しい内容は取扱説明書をご参照ください。

・トリガー︓値にチェックを⼊れてください。

・Delay︓3.1 µs〜0.1 s の間で設定してください。トリガーが⼊⼒してから露光を始めるまでの時間です。
・極性︓極性にチェックを⼊れてください。チェックを⼊れるとシャッター開時にカメラが起動します。

録画︓取り込み>録画情報ダイアログ(動画)、もしくはシーケンスタイマー(静止画)からカメラを録画状態にしてから、シャッターをタイマーモードで動かします。

観察試料︓カバーガラス内の浮遊ポリスチレンビーズ(Φ1µm)

ディレイ時間︓0 ms
シャッタースピード︓33ms
繰り返し周波数︓0.1 Hz
繰り返し回数︓3回

<シャッターコントロール設定>

トリガーモード
露光時間︓33 ms
Delay:3.1 µs

<カメラ設定>

LED照明ユニット

コアユニット顕微鏡(CUS-BF)

電動シャッター

カメラ

開口絞り LEDスポット照明視野絞り電動シャッター
C30-SSH-17RA

励起⽤
フィルタ

蛍光⽤
フィルタ

ダイクロイック
ミラー

トリガー
パルス

シャッター制御

1) シャッターの開閉に伴うトリガーパルスがシャッターコント
ローラからが出⼒されます。

2) シャッターの最小繰り返し周波数は0.1Hzです。
3) 緑のLEDの組み合わせ以外にも⻘または⾚のLEDの

組み合わせもご利⽤できます。営業までご相談ください。

https://jp.optosigma.com/html/jp/software/motorize/manual_jp/SSH-

C2B-A_manual_jp.pdf

CU-172 カメラ
(Imaging Source社製)

2軸シャッターコントローラ
SSH-C2B-A
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CU-SSH-LED お客様組立例

電動シャッター付き蛍光照明用LEDユニットの部品表および組立手順

東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区⻄中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

CU-SSH-LED-J2203

部位名 部品名 型番 製造 価格
（税抜） 個 小計

（税抜） 組⽴⼿順 ユニット小計（税
抜）

LED照明 Σキューブ (調整着脱タ
イプ) CU-011 シグマ

光機 ¥90,000 1 ¥90,000
ダイクロイックミラーをCU-011のミラーホルダ(左
図⻘)に導⼊します。(素子抑え部品を上から抑
えながら、付属ネジで固定)ダイクロイックミラー導
⼊済みのミラーホルダは付属ネジ２本でΣキュー
ブに固定します。
ホルダC30-CU-SCFH-25.4(左図⾚)に、励
起フィルタを付属ネジリングで固定した後、ホルダ
をΣキューブに付属六角⽳付ボルトで固定します。
フィルタ素子側面の矢印⽅向は、コーティング面
(光源がある⽅向)を⽰しており、光の進⾏⽅向
とは逆向きですのでご注意ください。
蛍光フィルタをCU-076(緑)に付属ネジリングで
固定します。フィルタを導⼊したCU-076をΣ
キューブ下面に付属六角⽳付ボルトで固定しま
す。フィルタ素子側面の矢印⽅向は、コーティン
グ面(光源がある⽅向)を⽰しており、光の進⾏
⽅向とは逆向きですのでご注意ください。
Σキューブの上面にCU-074S(⻩⾊)を取り付け
ます。(ネジは使⽤しません)
ミラーホルダの反対面にクランプねじでアルミガイド
を取り付けます。アルミガイドの上からCU-
073S(橙)を取り付け、付属六角⽳付ボルトで
Σキューブに固定します。

¥443,350

Σキューブ⽤フィルタホル
ダー C30-CU-SCFH-25.4 シグマ

光機 ¥9,800 1 ¥9,800

Σキューブ⽤傾斜フィル
ターホルダー CU-076 シグマ

光機 ¥15,000 1 ¥15,000

Σキューブ⽤遮光パーツ CU-073S シグマ
光機 ¥9,000 1 ¥9,000

Σキューブ⽤遮光パーツ CU-074S シグマ
光機 ¥9,000 1 ¥9,000

シャープカット
ダイクロイックミラー SDM559A シグマ

光機 ¥41,000 1 ¥41,000

干渉フィルタ
(蛍光フィルタ) VPFHT-25C-5880 シグマ

光機 ¥37,000 1 ¥37,000

干渉フィルタ
(励起フィルタ) VPFHT-25C-5250 シグマ

光機 ¥54,000 1 ¥54,000

小型アルミガイド OBS-300G シグマ
光機 ¥6,500 1 ¥6,500

照明ホルダーLED CU-060 シグマ
光機 ¥20,000 1 ¥20,000

LEDスポット照明をLEDホルダCU-060に導⼊
します。CU-060にネジ止めされているアダプタを
⼀旦外し、アダプタをSLSI-22Gにネジ固定しま
す。これをCU-060に戻してネジ固定します。
(左図下)
LEDを導⼊したCU-060はΣキューブ端から
174mmの位置でOBS-300Gにクランプネジで
固定します。(左図上)

LEDスポット照明 SLSI-22G シグマ
光機 ¥32,000 1 ¥32,000

LEDスポット照明⽤電
源 SPS-SLSI シグマ

光機 ¥28,000 1 ¥28,000

LEDスポット照明⽤延
⻑ケーブル2m SLSI-CA-2 シグマ

光機 ¥5,000 1 ¥5,000

レンズホルダー25 CU-030 シグマ
光機 ¥14,000 1 ¥14,000

虹彩絞りホルダー２つを照明ホルダー(CU-
060)からそれぞれ16mm、42mmの位置で小
型アルミガイドにクランプネジで固定します。(左
図上)
SLB-25-120PMをレンズホルダー25(CU-
030)にレンズ平面が光源側となるように付属ネ
ジリングで取り付け、小型アルミガイドにクランプネ
ジで固定します(左図下︓CU-060から28mm
の位置)。
レンズホルダー25T(CU-034)にDLB-25-
50PMの曲率が小さい面を光源側にして付属ネ
ジリングで取り付け、小型アルミガイドにクランプネ
ジで固定します(左図下︓レンズホルダー25から
74mmの位置)。

レンズホルダー25T CU-034 シグマ
光機 ¥16,500 1 ¥16,500

球面平凸レンズ SLB-25-120PM シグマ
光機 ¥5,700 1 ¥5,700

球面アクロマティックレン
ズ DLB-25-50PM シグマ

光機 ¥12,850 1 ¥12,850

Core虹彩絞りホルダー CU-IH-22 シグマ
光機 ¥19,000 2 ¥38,000

電動シャッター 羽根式⾃動シャッター C30-SSH-17RA シグマ
光機 ¥52,000 1 ¥52,000

羽根式⾃動シャッターをケージ接続パーツ(CU-
150)にCageロッド2本を使って付属ネジで固定
します。Σキューブに取り付けた小型アルミガイド
にケージ接続パーツをクランプネジで固定して、
シャッターとコントローラをシャッターケーブルで接
続します。
Σキューブはコアユニット顕微鏡上盤にM3六角
⽳付ボルトで固定します。

¥166,400

2軸シャッターコントロー
ラ SSH-C2B-A シグマ

光機 ¥98,000 1 ¥98,000

SSH-RA⽤シャッター
ケーブル SSH-CA2-LORA シグマ

光機 ¥5,000 1 ¥5,000

ケージ接続パーツ CU-150 シグマ
光機 ¥10,000 1 ¥10,000

Cage ロッド C30-RO-6-30 シグマ
光機 ¥700 2 ¥1,400

カメラケーブル トリガーケーブル BUC2/Trig/3 アルゴ ¥9,000 1 ¥9,000
Imaging Source社のカメラにシャッターコント
ローラからトリガー信号を⼊れるためのケーブルで
す。

¥9,000

顕微鏡 コアユニット顕微鏡(明
視野観察⽤) CUS-BF シグマ

光機 ¥1,100,000 1 ¥1,100,000組⽴済み明視野顕微鏡です。

参考価格
（税別）

お客様ご⾃⾝で構築される場合の参考価格(税抜き)です。組⽴作業を通して基礎を学ぶことで、さらに発展的な機能拡張へと
繋がると共に、低価格で実⽤的な実験も可能となります。ぜひお客様ご⾃⾝での構築作業をお楽しみください。

¥618,750
(ユニットのみ)

¥1,718,750
(CUS-BFも含む)

174 mm

SLB-
25-
120PM

光源側
28 mm74 mm

DLB-
25-
50PM

42 mm
16 mm

CU-150

電動シャッター

y.inoue
タイプライター
40



ケーラー照明実習セット CU-EDU-KI
お客様組立例

製品は⾃⽴したケーラー照明の実習セットです。ケーラー照
明の仕組みについて確認することができます。明るさと視野を
開口絞りと視野絞りによって調整できることを体感できます。

注1) 本セットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、顕微鏡システムとしてご使⽤頂くためには、コアユニット顕微鏡本体に加えて、観察⽤PCも
必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) 開口絞り(Core 虹彩絞りホルダー︓CU-IH-22)と
視野絞り(Core 虹彩絞りホルダー︓CU-IH-22)を開閉すること
で明るさと視野を調整することが可能です。

ケーラー照明実習セット(CU-EDU-KI) 操作例
ケーラー照明実習セットの開口絞り、視野絞りを開閉させることで明るさと視野を調整することができます。
視野絞りの像がスクリーンに、光源の像が開口絞りに投影されます。それぞれ共役関係になっています。

視野絞り 開口絞り スクリーン光源

CU-EDU-KI

開口絞り大
視野絞り大

CUS-BF

CU-EDU-KI

2) コアユニット顕微鏡(CUS-BF)に取り付けることで簡易的なケーラー
照明にも可能となります。
注︓視野絞りは最⼩φ0.9㎜までしか絞れないため、5倍以上の倍

率で使⽤する場合、視野を最後まで絞ることができません。

10 µm

開口絞り大 開口絞り小

対物レンズ×1001CUS-BC付属品(CU-160)

対物ミクロメーターを観察

視野絞り 開口絞り スクリーン光源

共役➀
共役②

開口絞りに投影された
光源像

スクリーンに投影された
視野絞り像

光源 視野絞り
共役➀ 共役②

開口絞り小
視野絞り大

開口絞り大
視野絞り小

光源と視野絞りの位置に透明サンプルを貼り付けて、
左記の共役関係を示したものです。

y.inoue
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区⻄中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

CU-EDU-KI-J2203

CU-EDU-KI お客様組立例

ケーラー照明実習セットの部品表および組立手順
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ケーラ照明ユニット(同軸型) CU-CE-UNIT
お客様組立例

コアユニット顕微鏡(CUS-BF)に取り付けることで白色の
同軸落射照明が可能となる組合せ例です。ケーラー照明
のため、明るさと視野を開口絞りと視野絞りによって調整す
ることができます。

注1) 本セットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、顕微鏡としてご使⽤頂くためには、観察・録画⽤PCも必要となります。
注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込やソフトウエア組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) 開口絞り(Core 虹彩絞りホルダー︓CU-IH-22)と
視野絞り(Core 虹彩絞りホルダー︓CU-IH-22)を開閉すること
で明るさと視野を調整することが可能です。

2) LEDスポット照明⽤電源(SPS-SLSI)ではLEDスポット照明本体
(SLSI-22W)の明るさの調整が可能です。

ケーラー照明ユニット(同軸型)操作例
ケーラー照明ユニット(同軸型)の開口絞り、視野絞りを開閉させることで明るさと視野を調整することができます。

SPS-SLSI

明るさを調整

絞りを閉じた状態

開口絞り 視野絞り

CUS-BF

対物レンズ×1001CUS-BC付属品(CU-160)

対物ミクロメーターを観察

開口絞り大、視野絞り大 開口絞り小、視野絞り大

開口絞り大、視野絞り小 開口絞り小、視野絞り小

10 µm

CU-CE-UNIT

絞りを開いた状態
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区⻄中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

CU-CE-UNIT-J2111

CU-CE-UNIT お客様組立例

ケーラー照明ユニット(同軸型)の部品表および組立手順

部位名 部品名 型番 製造 価格（税抜） 個 小計 (税抜) 組⽴⼿順 小計（税抜）

Σキューブ（調整着脱タイ
プ） CU-011 シグマ

光機 ¥90,000 1 ¥90,000
1)Σキューブの向きを確認し、Σ
キューブ⽤ターミネータをキャップスク
リュー(M3L6)取り付けてください。
2)遮光パーツ3S(CU074S)を
キャップスクリュー(M3L10)で取り付
けます。
3)遮光パーツ3をΣキューブに取り付
けます。ネジは使⽤いたしません。 ¥143,000

Σキューブ⽤ターミネータ CU-075 シグマ
光機 ¥25,000 1 ¥25,000

遮光パーツ3 CU-074A シグマ
光機 ¥10,000 1 ¥10,000

遮光パーツ3S CU-074S シグマ
光機 ¥9,000 2 ¥18,000

ガイド保持強度補強パー
ツ CU-090 シグマ

光機 ¥15,000 1 ¥15,000
1)ガイド保持強度補強パーツを遮
光パーツ3の上から取り付けます。
2)小型アルミガイドをΣキューブと補
強パーツに取り付けます。Σキューブ
⽤ターミネータ側の面から36㎜離し
てください。
3)レンズホルダー25Tに球面アクロマ
ティックレンズを取り付けます。レンズ
の曲面が緩い⽅からレンズホルダー
に入れてください。曲面が緩い面をΣ
キューブ側として、遮光パーツ3に当
て付けながら小型アルミガイドに固定
してください。
4)Core虹彩絞りホルダーをレンズホ
ルダー25Tから30.8㎜離してくださ
い。
5)レンズホルダー30に平凸レンズを
取り付けます。取り付けた後、Core
虹彩絞りホルダーにレンズホルダー
30を当て付けながら固定してくださ
い。
6)Core虹彩絞りホルダーをレンズホ
ルダー30から14.2㎜離して固定し
ます。

¥109,450

小型アルミガイド OBS-200G シグマ
光機 ¥5,000 1 ¥5,000

レンズホルダー25T CU-034 シグマ
光機 ¥16,500 1 ¥16,500

球面アクロマティックレンズ DLB-25-50PM シグマ
光機 ¥12,850 1 ¥12,850

Core 虹彩絞りホルダー CU-IH-22 シグマ
光機 ¥19,000 2 ¥38,000

レンズホルダー30 CU-031 シグマ
光機 ¥16,000 1 ¥16,000

球面平凸レンズ SLB-30-100PM シグマ
光機 ¥6,100 1 ¥6,100

照明ホルダーLED CU-060 シグマ
光機 ¥20,000 1 ¥20,000

1)照明ホルダーLEDにLEDスポット
照明を取り付けます。
2)照明ホルダーをアルミガイドに取付、
Core虹彩絞りホルダーから3.9㎜離
して固定してください。
3)LEDスポット照明白色とLEDス
ポット照明⽤電源を延⻑ケーブルで
繋げてください。 ¥85,000

LEDスポット照明白色 SLSI-22W シグマ
光機 ¥32,000 1 ¥32,000

LEDスポット照明⽤電源 SPS-SLSI シグマ
光機 ¥28,000 1 ¥28,000

LEDスポット照明⽤延⻑
ケーブル SLSI-CA-2 シグマ

光機 ¥5,000 1 ¥5,000

クロムプレートハーフミラー

PSCH-25.4C03-10-550
シグマ
光機 ¥13,000 1 ¥13,000

1)クロームプレートハーフミラーをΣ
キューブのホルダーパーツに取り付け
ます。樹脂リングを先に2枚入れてか
らハーフミラーを入れてください。

¥13,900

樹脂リング(5個セット) DR-25.4-5 シグマ
光機 ¥900 1 ¥900

参考価格
（税別）

お客様ご⾃⾝で構築される場合の参考価格(税抜き)です。組⽴作業を通して基礎を学ぶことで、さらに発展的な機能拡張へと
繋がると共に、低価格で実⽤的な実験も可能となります。ぜひお客様ご⾃⾝での構築作業をお楽しみください。 ¥351,350

コアユニット顕微鏡
(明視野観察⽤) CUS-BF シグマ

光機 ¥1,100,000 1 ¥1,100,000 ¥1,100,000 
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測定面

参照面

参照面(原器)

ハーフミラー

スクリーン

マイケルソン干渉計(入門版) CU-MI-SET-LDU33
お客様組立例

マイケルソン干渉計の入門版です。
安価でコンパクトな光学系になっております。

注1) 本セットは、⽤途に応じた部品組合せ例を⽰したものであり、⾯精度の異なるミラーは、本セットに含まれておりません。
お客様の⾝近な鏡や⾦属板など、様々なミラーも含めてご検討ください。

注2) 未組⽴状態での出荷となり、お客様⾃⾝での部品組込をお願いします。組込み⽅法の詳細につきましては営業までご相談ください。
注3) セット内容は予告なく仕様が変更となることがあります。

1) レーザ光をハーフミラーで２つに分岐させ、それぞれ参照⾯と測定⾯
で反射させた後、ハーフミラーで同⼀スクリーンに合流させます。経
路の異なる光の重ね合わせによって⽣じる⼲渉縞をスクリーン上で
観察することができます。

2) 2つの経路の⻑さを変えたり、経路上の物質を変えたりすることで、
様々な⼲渉縞をスクリーン上に⽣成します。本入門⽤セットでは、「測
定⾯に⾯精度が優れたミラーを置いた場合の⼲渉縞」と、「測定⾯に
⾯精度不明のミラーを置いた場合の⼲渉縞」を⽐較することによって、
ミラーの⾯精度を定性的に調べることができます。(⾯精度の異なるミ
ラーは本セットに含まれていませんのでご注意ください。)

光源

スクリーン

測定面

参照面

ハーフ
ミラー

測定例
面精度の異なるミラーの面精度を定性的に比較

ミラーA ミラーBミラーA

高精度干渉計での測定結果

本セットでの測定結果
ミラーBミラーA

<

<

面精度高い
(干渉縞の曲が
り量が小さい)

面精度高い
(干渉縞の曲が
り量が小さい)

測定面

参照面

スクリーン

光源

ハーフ
ミラー

マイケルソン干渉計(入門版︓CU-MI-SET-LDU33)操作例

スクリーン

角度調整

角度調整

絞り

素⼦ホルダーの角度調整機構を動かすことでビームの角度を調整
し、スクリーンで⼲渉させます。
⼲渉縞は3本〜4本の時が⼀番観察しやすいパターンになります。
絞りを絞ることで2つの光路をスクリーン上で重ねやすくなります。

観察範囲ハーフミラー
角度調整

ハーフミラー
角度調整
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東京本社／営業部
東京都墨田区緑1-19-9
TEL.03-5638-6551 / FAX.03-5638-6550
E-mail sales@sigma-koki.com

大阪支店
大阪市淀川区⻄中島4-9-28
TEL.06-6307-4835 / FAX.06-6307-4834
E-mail sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所
福岡市博多区比恵町3-17
TEL.092-481-4300 / FAX.092-481-4310
E-mail sales.kyushu@sigma-koki.com

CU-MI-SET-LDU33_J2208

CU-MI-SET-LDU33 お客様組立例

マイケルソン干渉計(入門版) の部品表および組⽴⼿順
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