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ソフトウェア・アプリ上でのデータの蓄積 ×

検査ポイント設定アシスト ×

データの自動解析・グラフ化 ×

クラウドによるデータ共有

Windows 8対応 ×

Android 5 以上, iOS 10以上　対応 ×

×

ソフトウェア・アプリ内ヘルプ
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内蔵スタンド ×

スマートフォン・タブレットとの無線通信 ×

ソフトケース ○
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×

温度補償 ○ ×

自己診断 ○ ×

コントロールキット ○

本
体

発売年月

測定時間 10 秒

測定範囲 0～999,999 RLU

電源
単3アルカリ乾電池2本

または単3ニッケル水素充電池2本

データ保存数

PCとのUSB接続 ○

本体への検査ポイント登録　(MODE・PLAN機能) ×

言語表示 ×

顔イラスト表示
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詳細仕様

						ルミテスターPD-10N		ルミテスターPD-20		ルミテスターPD-30		Smart		Smart新機能について シンキノウ

				検出方式 シキ		フォトダイオードによる積算方式 セキサン ホウシキ		フォトダイオードによる積算方式 セキサン ホウシキ		フォトダイオードによる積算方式 セキサン ホウシキ		フォトダイオードによる積算方式 セキサン ホウシキ		スマートデバイスと無線通信 ムセン ツウシン

				暗雑音 アン ザツオン		50RLU以下 イカ		10RLU以下 イカ		10RLU以下 イカ		10RLU以下 イカ

				専用試薬 センヨウ シヤク		ルシパックワイド		ルシパックPen　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルシパックPen-AQUA		ルシパックPen, Pen-AQUA
ルシパックA3 Surface, A3Water		ルシパックPen, Pen-AQUA
ルシパックA3 Surface, A3Water

				専用試薬価格（税別） セン ヨウ シヤク カカク ゼイベツ		27,000円／100本 エン ホン		24,000円／100本 エン ホン		24,000円／100本 エン ホン		24,000円／100本 エン ホン

				測定範囲 ソクテイ ハンイ		0-999,999RLU		0-999,999RLU		0-999,999RLU		0-999,999RLU

				測定時間		10秒 ビョウ		10秒 ビョウ		10秒（温度補償ONの場合、低温域では20秒） ビョウ オンド ホショウ バアイ テイオン イキ ビョウ		10秒（温度補償ONの場合、低温域では20秒） ビョウ オンド ホショウ バアイ テイオン イキ ビョウ

				測定モード ソクテイ		マニュアルモード0～9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プログラムモード01～00（100）		1～199		000～400		なし

				PLANモード（新） シン		－		－		001～100		なし

				表示 ヒョウジ		カスタム液晶 エキショウ		カスタム液晶 エキショウ		カスタム液晶 エキショウ		有機ELディスプレイ ユウキ		データ蓄積型のアプリ チクセキ ガタ

				オートゼロ校正 コウセイ		内蔵（通常測定毎） ナイ ゾウ ツウジョウ ソクテイ マイ		内蔵（通常測定毎） ナイ ゾウ ツウジョウ ソクテイ マイ		内蔵（通常測定毎） ナイ ゾウ ツウジョウ ソクテイ マイ		内蔵（通常測定毎） ナイ ゾウ ツウジョウ ソクテイ マイ

				オートパワーオフ		30分 フン		20分 フン		10分 フン		10分 フン

				時計 トケイ		内蔵（年月日時分） ナイ ゾウ ネン ツキ ヒ ジ フン		内蔵（年月日時分） ナイ ゾウ ネン ツキ ヒ ジ フン		内蔵（年月日時分） ナイ ゾウ ネン ツキ ヒ ジ フン		内蔵（年月日時分） ナイ ゾウ ネン ツキ ヒ ジ フン

				測定データ		RLU、ランク（A，Ｂ，Ｃ）		RLU、ランク（A，Ｂ，Ｃ）		RLU、ランク（合格・要注意・不合格） ゴウカク ヨウチュウイ フゴウカク		RLU

				インターフェース		RS232C		USB		USB		USB, Bluetooth 

				メモリデータ点数 テンスウ		1000データ		2000データ		2000データ		2000データ

				推奨使用温度範囲 スイショウ シヨウ オンド ハンイ		+20～+35℃		+20～+35℃		+10～+40℃（温度補償ONの場合） オンド ホショウ バアイ		+10～+40℃（温度補償ONの場合） オンド ホショウ バアイ

				使用可能温度範囲 シヨウ カノウ オンド ハンイ		+5～+40℃		+5～+40℃		+5～+40℃		+5～+40℃

				使用可能湿度範囲 シヨウ カノウ シツド ハンイ		20-95％Rh（結露しないこと） ケツロ		20-85％Rh（結露しないこと） ケツロ		20-85％Rh（結露しないこと） ケツロ		20-85％Rh（結露しないこと） ケツロ

				保管温度範囲 ホカン オンド ハンイ		-10～+50℃		-10～+50℃		-10～+50℃		-10～+50℃

				保管湿度範囲 ホカン シツド ハンイ		20-85％Rh（結露しないこと） ケツロ		20-90％Rh（結露しないこと） ケツロ		20-90％Rh（結露しないこと） ケツロ		20-90％Rh（結露しないこと） ケツロ

				電源		単3アルカリ乾電池2本 タン カンデンチ ホン		単3アルカリ乾電池2本 タン カンデンチ ホン		単3アルカリ乾電池2本 タン カンデンチ ホン		単3アルカリ乾電池2本 タン カンデンチ ホン

								または、単3ニッケル水素充電池2本 タン スイソ ジュウデンチ ホン		または、単3ニッケル水素充電池2本 タン スイソ ジュウデンチ ホン		または、単3ニッケル水素充電池2本 タン スイソ ジュウデンチ ホン

				外形寸法 ガイケイ スンポウ		約80mm（W）x203mm（H）x50mm（D） ヤク		約65mm（W）x175mm（H）x32mm（D） ヤク		約65mm（W）x175mm（H）x32mm（D） ヤク		約65mm（W）x176mm（H）x40mm（D） ヤク

				質量 シツリョウ		280g（電池別）		約235g（電池別） ヤク デンチ ベツ		約235g（電池別） ヤク デンチ ベツ		約255g（電池別） ヤク デンチ ベツ

				温度補償モード（新） オンド ホショウ シン		－		－		+10～+40℃		+10～+40℃

				表示対応言語（新） ヒョウジ タイオウ ゲンゴ シン		－		－		8言語 ゲン カタ		-

				顔イラストモード（新） カオ シン		－		－		合格・要注意・不合格を顔イラストで表示　　　　　　　　　　　　　（日本語設定時のみ） カオ ヒョウジ ニホンゴ セッテイ ジ		－

				標準付属品 ヒョウジュン フゾク ヒン		なし		単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュアル、CD-ROM（取扱説明書、コントロールソフト） タン カンデンチ ホン セイソウ トリアツカ セツメイショ		単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュアル、CD-ROM（取扱説明書、コントロールソフト）、スタンド機能付きソフトケース タン カンデンチ ホン セイソウ トリアツカ セツメイショ キノウ ツ		単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュアル タン カンデンチ ホン セイソウ

				オプション		PC接続キット（15,000円・税別） セツゾク エン ゼイベツ		－		－		－











プレゼン（案）



						項目		Smart		PD-30		PD-20		PD-10N

				本体		測定性能（検出感度・測定時間）		変更なし

						データ保存数		2000		2000		2000		1000

						ルシパック ワイド		×		×		×		○

						ルシパック Pen		○		○		○		×

						ルシパック A3		○		○		○		×

						温度補償、自己診断、コントロールキット		○		○		○		×

						内蔵スタンド		○		×		×		×

						ソフトケース		×		○		○		×

						PCとのUSB接続		○		○		○		×

						スマートフォン・タブレットとの無線通信		○		×		×		×

						本体への検査ポイント登録　(MODE・PLAN機能)		×		○		×		×

						言語表示		×		○		×		×

						顔イラスト表示		×		○		×		×

				ソフトウェア・アプリ		Windows 7 , 10対応		○		○		×		×

						Android 5 以上, iOS 10以上　対応　		○		×		×		×

						ソフトウェア・アプリ上でのデータの蓄積		○		×		×		×

						検査ポイント設定アシスト		○		×		×		×

						データの自動解析・グラフ化		○		×		×		×

						クラウドによるデータ共有		○		×		×		×

						ソフトウェア・アプリ内ヘルプ		○		×		×		×





プレゼン（営業）

										Smart		PD-30		PD-20		PD-10（N）

				本体		発売年月 ハツバイ ネンゲツ				2019年1月
発売予定 ネン ガツ ハツバイ ヨテイ		2014年 ネン		2009年 ネン		2001年 ネン

						測定時間				10 秒 ビョウ

						測定範囲 ハンイ				0～999,999 RLU

						電源 デンゲン				単3アルカリ乾電池2本
または単3ニッケル水素充電池2本						単3アルカリ
乾電池2本

						データ保存数				2000

						専用試薬 センヨウ シヤク		ルシパック A3		○						×

								ルシパック Pen		○						×

								ルシパック ワイド		×						○

						温度補償				○				×

						自己診断				○				×

						コントロールキット				○						×

						ソフトケース				×		○				×

						PCとのUSB接続				○						×

						本体への検査ポイント登録　(MODE・PLAN機能)				×		○		×

						言語表示				×		○		×

						顔イラスト表示				×		○		×

						内蔵スタンド				○		×

						スマートフォン・タブレットとの無線通信				○		×

						表示 ヒョウジ				有機EL
ディズプレイ ユウキ		カスタム液晶

				ソフトウェア・アプリ		ソフトウェア・アプリ上でのデータの蓄積				○		×

						検査ポイント設定アシスト				○		×

						データの自動解析・グラフ化				○		×

						クラウドによるデータ共有				○		×

						ソフトウェア・アプリ内ヘルプ				○		×

						Windows 7 , 10対応				○				×

						Windows 8対応				×

						Android 5 以上, iOS 10以上　対応　				○		×
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