
NeoScope

JCM-6000Plus
タッチパネルによる操作で高い評価を得てきた

JCM-6000が高感度反射電子検出器を新たに備え、

JCM-6000Plusとしてリニューアルデビューしました。

高感度反射電子検出器の採用により反射電子像の高

画質化を実現し、これまで以上により多くの試料情報

を得ることができる卓上走査電子顕微鏡として進化

しました。

”Easy” image acquisition

High-vacuum mode and 
Low-vacuum mode 
provided as standard

Element analysis

Improved image quality

Touch panel & Simple GUI

試料 : アズライト
Low-vac. BED-S
加速電圧 : 15 kV 
撮影倍率 : × 50 

試料 : Si上のパターン
High-vac. SED
加速電圧 : 15 kV 
撮影倍率 : × 5,000

試料 :  納豆菌
High-vac. SED
加速電圧 : 15 kV
撮影倍率 : × 40,000

NEW

500 µm 1 µm5 µm

NEW!　進化した NeoScope　JCM-6000Plus



高感度反射電子検出器を搭載

No. 11001H535C (Kp)

試料 : 白金ワイヤー　High-vac.　加速電圧 : 15 kV   撮影倍率 : × 7,000

二次電子像 反射電子 組成像 反射電子 凹凸像 反射電子 立体像

5 µm

倍率  二次電子像 ×10 ～ ×60,000 

 反射電子像 ×10 ～ ×30,000 

 （画像サイズ 128 mm × 96 mmにて）
画像モード  二次電子像、
 反射電子像（組成、凹凸、立体像）

加速電圧  二次電子像 5 kV 10 kV 15 kV（3段）
 反射電子像 10 kV 15 kV（2段）
電子銃  フィラメント・ウェーネルト一体型
 グリッドの小型電子銃
バイアス電流  オートバイアス方式
 （加速電圧、フィラメント電流に連動）
コンデンサレンズ 電磁 2段ズームコンデンサーレンズ方式
対物レンズ  電磁レンズ方式
倍率自動補正  試料高さ（7 mm（WD 56）～ 53 mm（WD 10））
 に対する倍率補正付き
プリセット倍率  6段、ユーザー設定可
試料ステージ  X-Y手動式　X : 35 mm　Y : 35 mm

最大試料寸法  70 mm径　50 mm高
試料交換  ステージ引出し式
画像メモリー  1,280 × 960 × 16ビット 1枚
画素数  640 × 480、1,280 × 960、
画像処理機能  画素積算（ピクセル）、
 画面積算（リカーシブル）
自動機能  フルオートフィラメント調整
 アライメント調整、フォーカス、

 非点露出調整 

測長機能  2点間測長、角度測定 

ファイル形式  BMP、TIFF、JPEG

コンピューター  デスクトップ PC OS Windows® 7

モニター  23形ワイドモニター （タッチパネル式） 
排気系  完全自動、TMP: 1台、RP: 1台

主な仕様
◆ 傾斜回転モーター駆動ホルダー
　 傾斜 : －15°～ ＋45°、回転 : 360°

◆ EDS

◆ スマートコータ
◆ ２軸モータ駆動ステージ

主なオプション

電源 電源電圧：単相 AC 100 V

  （120 V, 220 V, 240 Vに対応）
  50/60 Hz､700 VA（AC 100V）､
  840 VA（AC 120 V）、
  880 VA（AC 220 V）、
  960 VA（AC 240 V）
  電圧変動　±10%以内アース接地
設置室
 室温 15～ 30°C

 湿度 60％以下
 設置机 耐荷重 100 kg以上で堅牢なもの
質量 本体：約 50 kg

  電源 BOX：約 10 kg

  RP：約 9 kg

本体サイズ （幅）　　  （奥行）　  （高さ） 
  325 mm × 490 mm × 430 mm

設置条件

※ Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
※ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国
　 及びその他の国における登録商標または商標です。

東京事務所　〒100-0004　東京都千代田区大手町2丁目1番1号　大手町野村ビル13階
　　営業企画室　TEL：03-6262-3560　FAX：03-6262-3577
　　電子光学機器営業推進室TEL : 03-6262-3567　分析機器営業推進室TEL : 03-6262-3568
　　産業機器営業部TEL : 03-6262-3570　医用機器ソリューション販促室TEL : 03-6262-3571
東京支店　〒100-0004　東京都千代田区大手町2丁目1番1号　大手町野村ビル18階　TEL：03-6262-3580　FAX：03-6262-3588
　　電子光学機器営業グループ TEL : 03-6262-3581　分析機器営業グループ TEL : 03-6262-3582
　　医用機器営業グループ　TEL : 03-6262-3583
東京第二事務所　〒190-0012　東京都立川市曙町2丁目8番3号　新鈴春ビル9階
　　半導体機器営業室 TEL : 042-528-3491　ソリューションビジネス部 TEL : 042-526-5098
横浜事務所　〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目6番4号　新横浜千歳観光ビル6階　TEL：045-474-2181　FAX：045-474-2180
　海外事業所・営業所　Boston, Paris, London, Amsterdam, Stockholm, Sydney, Milan, Singapore, Munich, Beijing, Moscow, Sao Paulo ほか　

札幌支店
仙台支店
筑波支店
名古屋支店
大阪支店
西日本ソリューションセンター 

広島支店
高松支店
福岡支店

〒060-0809　北海道札幌市北区北9条西3丁目19番地　ノルテプラザ5階
〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央2丁目2番1号　仙台三菱ビル6階
〒305-0033　茨城県つくば市東新井18番1号
〒450-0001　愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47番1号　名古屋国際センタービル14階
〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番5号　ニッセイ新大阪南口ビル11階

〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番5号　ニッセイ新大阪南口ビル1 階
〒730-0015　広島県広島市中区橋本町10番6号　広島NSビル5階
〒760-0023　香川県高松市寿町1-1-12　パシフィックシティ高松5階
〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号　福岡朝日ビル5階

TEL：011-726-9680　FAX：011-717-7305
TEL：022-222-3324　FAX：022-265-0202
TEL：029-856-3220　FAX：029-856-1639
TEL：052-581-1406　FAX：052-581-2887
TEL：06-6304-3941　FAX：06-6304-7377

TEL：06-6305-0121　FAX：06-6305-0105
TEL：082-221-2500　FAX：082-221-3611
TEL：087-821-0053　FAX：087-822-0709
TEL：092-411-2381　FAX：092-473-1649


