
教育・研究機関向け

アカデミック
キャンペーン

● キャンペーン概要 ● 

教育・研究機関向けの皆様に特別価格でサーモグラフィカメラをご提供させて頂きます。

平成29年6月29日～
平成30年3月15日

FLIR C2 EKJ FLIR ETS320 FLIR T530 FLIR T630sc FLIR T650sc FLIR T1050sc
画素数 80 × 60 320 × 240 320 × 240 640 × 480 640 × 480 1024 × 768

画角   41°×31°    45°× 34° 　24°× 18° 　25°× 19° 　25°× 19° 　 28°× 21°
瞬時視野角（IFOV） 11mrad 2.6mard 1.31 mrad 0.68mrad 0.68mrad 0.47mrad

温度分解能（NETD）
30°のとき ＜0.1℃ ＜0.06°C ＜0.04℃ ＜0.03℃ ＜0.02℃ ＜0.02℃

温度測定範囲 ー10～150℃ ー20～250℃ ー20～650℃ ー40～2000℃ ー40～2000℃ ー40～2000℃
レベルスパン調整 自動/固定 自動 /手動 自動 /手動 自動 /手動 自動 /手動 自動 /手動

焦点調整
固定焦点

（最小焦点距離15cm）
※MSXは1.0m～

固定焦点
（70mm±10mm/
　分解能170µm）

自動 /手動
（最小焦点距離15cm）

※MSXは50cm～

自動 /手動
（最小焦点距離25cm）

自動 /手動
（最小焦点距離25cm）

自動 /手動
（最小焦点距離40cm）

標準付属ソフトウェア  FLIR Tools＋  FLIR Tools＋  FLIR Tools＋ FLIR Tools＋/
ResearchIRMax

FLIR Tools＋/
ResearchIRMax

FLIR Tools＋/
ResearchIRMax

オプションレンズ（別売） ー ー 42°/14° 80°/45°/6°/15°/
25・50・100μm

80°/45°/6°/15°/
25・50・100μm 45°/12°/51μm

各モデル仕様一覧 ＊税込み価格

● 対象カメラ　6機種 ● 

⑤FLIR T650sc
希望小売価格＊3,758,400円を

①FLIR C2 EKJ
通常別売の動画ソフトFLIR Tools＋、

三脚アダプター付きで
希望小売価格＊159,840円を

③FLIR T530
希望小売価格＊1,490,400円を

99,800円（税込）
92,408円（税別） ②FLIR ETS320

希望小売価格＊537,840円を

400,000円（税込）
370,370円（税別）

1,000,000円（税込）
925,925円（税別）

④FLIR T630sc
希望小売価格＊2,786,400円を

2,200,000円（税込）
2,037,037円（税別）

3,000,000円（税込）
2,777,777円（税別）

⑥FLIR T1050sc
希望小売価格＊6,242,400円を

5,000,000円（税込）
4,629,629円（税別）

オモテ　A案

www.flir.jp/academic



キャンペーン詳細　www.flir.jp/academic
お問い合わせ先　  フリアーシステムズジャパン株式会社 

〒141-0021  東京都品川区上大崎2-13-17　目黒東急ビル5階　info@flir.jp

○アカデミックキャンペーン対象モデルに標準付属
FLIR Tools+

【FLIR Tools+の機能】
• トレンド解析

• パノラマ合成機能

•Wordレポート作成

• PDFレポート作成

•  リアルタイム動画解析 

(カメラとUSBで接続)

アカデミックキャンペーン対象商品一覧

※±1℃ or 1%の精度保証条件 | 第1レンジ 測定対象物:5~120℃、環境温度:10~35℃の範囲内 その他は±2℃ or 2%
(価格は全て税込)

FLIR ETS320
希望小売価格 537,840円を
特別価格 400,000円に！

• 測定温度範囲 : -20℃~250℃
• 画素数 : 320×240
• 固定スタンド : 一体型
• 顕微計測 : 170µm
• 焦点距離 : 70 mm ± 10 mm
• 電気基板検査に最適

25.6％
OFF

FLIR T530
希望小売価格 1,490,400円を
特別価格 1,000,000円に！

• 測定温度範囲 :－20℃~650℃
• 画素数 : 320×240
• レーザーオートフォーカス機能 : 搭載
• 大画面4インチディスプレイ

32.9％
OFF

FLIR T650sc
希望小売価格 3,758,400円を
特別価格 3,000,000円に！

• 測定温度範囲 :－40 ℃~2000℃
• 画素数 : 640×480
• 温度分解能 : <0.02℃
• 精度 : ± 1℃もしくは± 1%
• CSQ保存
• ResearchIRMax : 標準付属

20％
OFF

FLIR T630sc
希望小売価格 2,786,400円を
特別価格 2,200,000円に！

• 測定温度範囲 :－40 ℃~2000℃
• 画素数 : 640×480
• 温度分解能 : <0.03℃
• 精度 : ± 1℃もしくは± 1%
• ResearchIRMax : 標準付属

21％
OFF

FLIR T1050sc
希望小売価格 6,242,400円を
特別価格 5,000,000円に！

• 測定温度範囲 :－40 ℃~2000℃
• 画素数 : 1024×768
• 温度分解能 : <0.02℃
• 精度 : ± 1℃もしくは± 1%
• CSQ保存
• ResearchIRMax : 標準付属

19.9％
OFF

通常64,800円（税込）

FLIR C2 EKJ
通常別売の動画ソフトFLIR Tools+、
三脚アダプター付きで
特別価格 99,800円に！

• 測定温度範囲 : -10℃~150℃
• 画素数 : 80×60
• ポケットサイズ : 130g
• 三脚アダプタ : 付属

37.5％
OFF

三脚アダプタ

ウラ　A案


