
電子天びん
お買い得キャンペーン

キャンペーン対象商品は裏面をご覧ください

新光電子XFRシリーズ、HTRシリーズ、ALEシリーズ、CJシリーズ

期間限定特価

丈夫で長持ち
部品点数が少ないシンプル構造で長期間故障知らずの
耐久性。メンテナンスの手間が省けます。

消費電力量はストレインゲージ式の数十分の一。
必要なエネルギー量が小さいため、
乾電池駆動も可能。

音叉式力センサは温度変化による計量誤差が少なく、
起動時のウォーミングアップも不要。
電源を入れればすぐに使用できます。

通常はかりは定期的なスパン調整が必要ですが、音叉式は
材質と寸法が変化しないため、スパンがズレにくく
長期安定性に優れています。

音叉式力センサの出力はデジタル信号のため、
ＳＮ比が高く、ノイズにほとんど影響されません。
チラツキが少なく、わずかな重さでも安定表示。

他のセンサでは難しい、計測範囲の広いはかりを実現。
品物ごとに大小のはかりを使用している現場にも1台で対応できます。

高ひょう量/高分解能

ウォーミングアップ不要 正確性維持

省電力 ノイズに強い

音叉センサ5年保証

2022年3月31日 　ご納品分まで木

音叉式力センサ

　   つのメリット6

※製品および使用環境によって異なります。



●代理店

3B.2111製品改良にともない予告なく仕様外観などを
変更させていただく場合があります

〒173-0004 東京都板橋区板橋 1-52-1
TEL : 03-5944-1642　FAX : 03-6905-5526
〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6
TEL : 052-561-1138　FAX : 052-561-1158
〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2
TEL : 078-921-2551　FAX : 078-921-2552

本社・東京
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開発・製造

https://www.vibra.co.jp
E-mail: info@vibra.co.jp

つくば事業所

3月31日　 ご納品分まで木

高精度電子天びん

ALEシリーズ

高精度電子天びん

CJシリーズ

分析用電子天びん

HTRシリーズ
分析用電子天びん

XFRシリーズ

電子天びんお買い得キャンペーン

使い勝手を徹底追及した最小表示0.01mgのセミマイクロ天びん
使用環境をはかりが判断することで正確計量を実現
ひょう量（Max） 92g～220g
最小表示 0.01mg（0.00001g）

世界初音叉式分析天びん
樹脂風防の採用により、割れにくく安全に使用可能
ひょう量（Max） 80g～220g
最小表示 0.1mg（0.0001g）

機能性・操作性を追求したクラス最小サイズの高精度電子天びん
高速応答・高速安定でスピーディな計量を実現
ひょう量（Max） 220g～15000g
最小表示 0.001g～0.1g

最小表示1mgでIP65規格適合
ステンレスボディでHeavy Dutyに使える電子天びん
清掃しやすくコンタミネーション対策にも最適
ひょう量（Max） 220g～15kg
最小表示 0.001g～1g

音叉センサ
5年保証

音叉センサ
5年保証

音叉センサ
5年保証

音叉センサ

音叉センサ

音叉センサ

コードNo. 636-17431 630-17451 634-17471 638-17491 633-17441 637-17461 631-17481 631-17501 639-17421
機種名 CJ-220 CJ-320 CJ-620 CJ-820 CJ-2200 CJ-3200 CJ-6200 CJ-8200 CJ-15K
定価 ¥82,000 ¥84,000 ¥90,000 ¥94,000 ¥82,000 ¥84,000 ¥90,000 ¥94,000 ¥82,000
セール価格 ¥57,400 ¥58,800 ¥63,000 ¥65,800 ¥57,400 ¥58,800 ¥63,000 ¥65,800 ¥57,400

コードNo. 635-40611 633-40651 631-40691 631-40571 635-40591 639-40631 637-40671 637-40551
機種名 ALE223 ALE323 ALE623 ALE1502 ALE2202 ALE3202 ALE6202 ALE15001
定価 ¥72,000 ¥76,000 ¥108,000 ¥68,000 ¥72,000 ¥76,000 ¥108,000 ¥126,000
セール価格 ¥50,400 ¥53,200 ¥75,600 ¥47,600 ¥50,400 ¥53,200 ¥75,600 ¥88,200

コードNo. 630-45161 635-23871 638-23861
機種名 XFR-135 XFR-225W XFR-224
定価 ¥398,000 ¥288,000 ¥228,000
セール価格 ¥278,600 ¥201,600 ¥159,600

コードNo. 636-45141 632-45121 639-45131
機種名 HT84R HT124R HT224R
定価 ¥138,000 ¥155,000 ¥165,000
セール価格 ¥96,600 ¥108,500 ¥115,500

コードNo. 632-40621 630-40661 634-40701 638-40581 638-40601 636-40641 639-44911 634-40681 634-40561
機種名 ALE223R ALE323R ALE623R ALE1502R ALE2202R ALE3202R ALE6201R ALE6202R ALE15001R
定価 ¥84,000 ¥89,000 ¥123,000 ¥79,000 ¥84,000 ¥89,000 ¥92,000 ¥128,000 ¥148,000
セール価格 ¥58,800 ¥62,300 ¥86,100 ¥55,300 ¥58,800 ¥62,300 ¥64,400 ¥89,600 ¥103,600

【ベーシックタイプ】

【ベーシックタイプ】

【校正分銅内蔵タイプ】

コードNo. 630-44941 634-44961 638-44981 633-44931 637-44951 631-44971 636-44921 632-45001 636-45021 639-45011
機種名 CJ-220S CJ-320S CJ-620S CJ-2200S CJ-3200S CJ-6200S CJ-15KS CJR-320 CJR-620 CJR-3200
定価 ¥157,000 ¥159,000 ¥165,000 ¥157,000 ¥159,000 ¥165,000 ¥157,000 ¥145,000 ¥151,000 ¥145,000
セール価格 ¥109,900 ¥111,300 ¥115,500 ¥109,900 ¥111,300 ¥115,500 ¥109,900 ¥101,500 ¥105,700 ¥101,500

【高精度タイプ】 【校正分銅内蔵タイプ】


