
仕様　　材料　合成石英　　　　　　　　　表面　MIL６０－４０

　　　　　直径　＋０、－0.1ｍｍ　　　　　偏芯　3分以内

　　　　　中心厚　±0.2ミリメートル　　　設計波長　587.6ＮＭ

　　　　　ＦＬ　±２％　　　　　　　　　　　　コート　無し

 コード　外径（㎜） ＦＬ(㎜)　ＢＦＬ(㎜)　中心厚(㎜) フチ厚(㎜)　  価　格

  Ｓ111　　　3.0　　　－10.0　　－10.68　　　　1.0　　　　　1.19 　　　￥11,500
  Ｓ112　　　5.0　　　－10.0　　－10.68　　　　1.0　　　　　1.62  　 　￥11,500
　Ｓ113　　　5.0　　　－15.0　　－15.69　　　　1.0　　　　　1.40 　　　￥11,500
　Ｓ114　　　5.0　　　－20.0　　－20.69　　　  1.0　　　　　1.29　　 　￥11,500
　Ｓ115　　　5.0　　　－30.0　　－30.68　　　　1.0　　　　　1.19　 　　￥10,600
　Ｓ116　　　5.0　　　－40.0　　－40.69　　　　1.0　　　　　1.14　　 　￥10,600
　Ｓ117　　　5.0　　　－50.0　　－50.70　　　　1.0　　　　　1.12     　￥10,600
　Ｓ118　　　5.0　　　－60.0　　－60.69　　　　1.0　　　　　1.10   　　￥10,600
　Ｓ119　　　5.0　　　－70.0　　－70.68　　　　1.0　　　　　1.08 　    ￥10,600
　Ｓ120　　　5.0　　　－80.0　　－80.69　　　　1.0　　　　　1.07　   　￥10,600
　Ｓ121　　　5.0　　　－90.0　　－90.68　　　　1.0　　　　　1.06　   　￥10,600
　Ｓ122　　　5.0　　 －100.0　 －100.70　　　　1.0　　　　　1.06　     ￥10,600
　Ｓ123　　 10.0　　　－20.0　　－20.69　　　　1.0　　　　　2.36　   　￥15,000
　Ｓ124　　 10.0　　　－30.0　　－30.68　　　　1.0　　　　　1.87　   　￥14,200
　Ｓ125　　 10.0　　　－40.0　　－40.69　　　　1.0　　　　  1.64　   　￥14,200
　Ｓ126　　 10.0　　　－50.0　  －50.70　　　　1.0　　　　　1.51　   　￥14,200
　Ｓ127　　 10.0　　　－60.0　　－60.69　　　　1.0　　　　　1.42　   　￥14,200
　Ｓ128　　 10.0　　　－70.0　　－70.68　　　　1.0　　　　　1.36　   　￥14,200
　Ｓ129　　 10.0　　　－80.0　　－80.69　　　  1.0　　　　　1.32   　　￥14,200
　Ｓ130　　 10.0　　　－90.0　　－90.68　　　　1.0　　　　　1.28　   　￥14,200
　Ｓ131　　 10.0　　 －100.0　 －100.70　　　　1.0　　　　　1.25　   　￥14,200
　Ｓ132　　 15.0　　　－30.0　　－30.68　　　　1.0　　　　　3.10　　 　￥16,800
　Ｓ133　　 15.0　　　－40.0　　－40.69　　　　1.0　　　　　2.52　 　　￥16,800
　Ｓ134　 　15.0　　　－50.0　　－50.70　　　　1.0　　　　　2.19 　　　￥15,900
　Ｓ135　　 15.0　　　－60.0　　－60.69　　　　1.0　　　　　1.99　　 　￥15,900
　Ｓ136　　 15.0　　　－70.0　　－70.68　　　　1.0　　　　　1.84　 　　￥15,900
　Ｓ137　　 15.0　　　－80.0　　－80.69　　　　1.0　　　　　1.74　 　　￥15,900
　Ｓ138　 　15.0　　　－90.0　　－90.68　　　　1.0　　　　　1.65 　　　￥15,900
　Ｓ139　　 15.0　　 －100.0　 －100.70　　　　1.0　　　　　1.58　 　　￥15,900
　Ｓ140　 　20.0　　　－30.0　　－30.68　　　　1.0　　　　　5.11　 　　￥19,500
　Ｓ141　　 20.0　　　－40.0　　－40.69　　　　1.0　　　　　3.84　　 　￥19,500
　Ｓ142　　 20.0　　　－50.0　　－50.70　　　　1.0　　　　　3.20　 　　￥19,500
　Ｓ143　 　20.0　　　－60.0　　－60.69　　　　1.0　　　　　2.80　 　　￥17,700
　Ｓ144　　 20.0　　　－70.0　　－70.68　　　　1.0　　　　　2.53　 　　￥17,700
　Ｓ145　　 20.0　　　－80.0　　－80.69　　　　1.0　　　　　2.33　　 　￥17,700
　Ｓ146　　 20.0　　　－90.0　　－90.68　　　　1.0　　　　　2.18　　 　￥17,700
　Ｓ147　 　20.0　　 －100.0　 －107.70　　　　1.0　　　　　2.06　 　　￥17,700
　Ｓ148　　 20.0　 　－150.0　 －150.69　　　　1.0　　　　　1.70　 　　￥17,700
　Ｓ149　 　20.0　　 －200.0　 －200.68　　　　1.0　　　　　1.53　 　　￥17,700
　Ｓ150　　 30.0　　　－40.0　　－41.38　　　　2.0　　　　　9.51 　　　￥21,200
　Ｓ151　 　30.0　　　－50.0　　－51.39　　　　2.0　　　　　7.42　　 　￥21,200
　Ｓ152　 　30.0　　　－60.0　　－61.38　　　　2.0　　　　　6.32　 　　￥21,200
　Ｓ153　 　30.0　　　－70.0　　－71.37　　　　2.0　　　　　5.62　 　　￥19,500
　Ｓ154　　 30.0　　　－80.0　　－81.38　　　　2.0　　　　　5.12　 　　￥19,500
　Ｓ155　　 30.0　　　－90.0　　－91.37　　　　2.0　　　　　4.75 　　　￥19,500
　Ｓ156　　 30.0　　 －100.0　 －101.38　 　　 2.0　　　　　4.45　 　　￥19,500
　Ｓ157　 　30.0 　　－150.0　　－15138　　　　2.0　　　　　3.61 　　　￥19,500
　Ｓ158　 　30.0 　　－200.0　 －201.37　　　　2.0　　　　　3.20　 　　￥19,500
　Ｓ159　　 40.0　　　－50.0　　－51.39　　　　2.0　　　 　13.37　 　　￥38,000
　Ｓ160　　 40.0　　　－60.0　　－61.38　　　　2.0　　　 　10.41　 　　￥38,000

  Ｓ161　 　40.0　　　－70.0　　－71.37　　　　2.0　　　　　8.84       ￥28,300

  コード　外径（㎜） FＬ(㎜)　ＢＦＬ(㎜)　中心厚(㎜)　フチ厚(㎜)　価　格

Ｓ162　　 40.0　　　－80.0　　－81.38　　　　2.0　　　　　7.80　　￥28,300
Ｓ163　　 40.0　　　－90.0　　－91.37　　　　2.0　　　　　7.06　　￥28,300
Ｓ164　　 40.0　　 －100.0   －101.38　　 　 2.0　　　　　6.50　　￥28,300
Ｓ165　　 40.0　 　－150.0   －151.38　 　 　2.0　　　　　4.91　　￥28,300
Ｓ166　　 40.0　 　－200.0 　－201.37　　　　2.0　　　　　4.16　　￥28,300
Ｓ167　　 40.0　　 －300.0　 －301.38　　　　2.0　　　　　3.43　　￥28,300
Ｓ168　 　50.0　　  －60.0　　－61.30 　 　　2.0　 　　　14.27　　￥49,400
Ｓ169　　 50.0　　  －70.0　　－71.37　　  　2.0　　 　　11.74　　￥49,400
Ｓ170　　 50.0　　　－80.0　  －81.33　 　   2.0　 　　　10.19　　￥45,900
Ｓ171　 　50.0　　　－90.0　　－91.35　  　　2.0　　　　　9.10　　￥45,900
Ｓ172　　 50.0　 　－100.0　 －101.36　　　　2.0　　　  　8.28　　￥45,900
Ｓ173　 　50.0　 　－150.0　 －151.34　　　　2.0　　　　　6.04　　￥45,900
Ｓ174　 　50.0　 　－200.0　 －201.32　　　  2.0　　　  　4.99  　￥45,900

     　Ｓ175 　　50.0　　 －300.0　 －301.34 　　 　2.0　　　　　3.98　　￥45,900

光学レン

光学レン



仕様　　材料　合成石英　　　　　　　　　表面　MIL６０－４０

　　　　　直径　＋０、－0.1ｍｍ　　　　　偏芯　3分以内

　　　　　中心厚　±0.2ミリメートル　　　設計波長　587.6ＮＭ

　　　　　ＦＬ　±２％　　　　　　　　　　　　コート　無し

 コード　外径（㎜） ＦＬ(㎜)　ＢＦＬ(㎜)　中心厚(㎜) フチ厚(㎜)　  価　格

  Ｓ111　　　3.0　　　－10.0　　－10.68　　　　1.0　　　　　1.19 　　　￥11,500
  Ｓ112　　　5.0　　　－10.0　　－10.68　　　　1.0　　　　　1.62  　 　￥11,500
　Ｓ113　　　5.0　　　－15.0　　－15.69　　　　1.0　　　　　1.40 　　　￥11,500
　Ｓ114　　　5.0　　　－20.0　　－20.69　　　  1.0　　　　　1.29　　 　￥11,500
　Ｓ115　　　5.0　　　－30.0　　－30.68　　　　1.0　　　　　1.19　 　　￥10,600
　Ｓ116　　　5.0　　　－40.0　　－40.69　　　　1.0　　　　　1.14　　 　￥10,600
　Ｓ117　　　5.0　　　－50.0　　－50.70　　　　1.0　　　　　1.12     　￥10,600
　Ｓ118　　　5.0　　　－60.0　　－60.69　　　　1.0　　　　　1.10   　　￥10,600
　Ｓ119　　　5.0　　　－70.0　　－70.68　　　　1.0　　　　　1.08 　    ￥10,600
　Ｓ120　　　5.0　　　－80.0　　－80.69　　　　1.0　　　　　1.07　   　￥10,600
　Ｓ121　　　5.0　　　－90.0　　－90.68　　　　1.0　　　　　1.06　   　￥10,600
　Ｓ122　　　5.0　　 －100.0　 －100.70　　　　1.0　　　　　1.06　     ￥10,600
　Ｓ123　　 10.0　　　－20.0　　－20.69　　　　1.0　　　　　2.36　   　￥15,000
　Ｓ124　　 10.0　　　－30.0　　－30.68　　　　1.0　　　　　1.87　   　￥14,200
　Ｓ125　　 10.0　　　－40.0　　－40.69　　　　1.0　　　　  1.64　   　￥14,200
　Ｓ126　　 10.0　　　－50.0　  －50.70　　　　1.0　　　　　1.51　   　￥14,200
　Ｓ127　　 10.0　　　－60.0　　－60.69　　　　1.0　　　　　1.42　   　￥14,200
　Ｓ128　　 10.0　　　－70.0　　－70.68　　　　1.0　　　　　1.36　   　￥14,200
　Ｓ129　　 10.0　　　－80.0　　－80.69　　　  1.0　　　　　1.32   　　￥14,200
　Ｓ130　　 10.0　　　－90.0　　－90.68　　　　1.0　　　　　1.28　   　￥14,200
　Ｓ131　　 10.0　　 －100.0　 －100.70　　　　1.0　　　　　1.25　   　￥14,200
　Ｓ132　　 15.0　　　－30.0　　－30.68　　　　1.0　　　　　3.10　　 　￥16,800
　Ｓ133　　 15.0　　　－40.0　　－40.69　　　　1.0　　　　　2.52　 　　￥16,800
　Ｓ134　 　15.0　　　－50.0　　－50.70　　　　1.0　　　　　2.19 　　　￥15,900
　Ｓ135　　 15.0　　　－60.0　　－60.69　　　　1.0　　　　　1.99　　 　￥15,900
　Ｓ136　　 15.0　　　－70.0　　－70.68　　　　1.0　　　　　1.84　 　　￥15,900
　Ｓ137　　 15.0　　　－80.0　　－80.69　　　　1.0　　　　　1.74　 　　￥15,900
　Ｓ138　 　15.0　　　－90.0　　－90.68　　　　1.0　　　　　1.65 　　　￥15,900
　Ｓ139　　 15.0　　 －100.0　 －100.70　　　　1.0　　　　　1.58　 　　￥15,900
　Ｓ140　 　20.0　　　－30.0　　－30.68　　　　1.0　　　　　5.11　 　　￥19,500
　Ｓ141　　 20.0　　　－40.0　　－40.69　　　　1.0　　　　　3.84　　 　￥19,500
　Ｓ142　　 20.0　　　－50.0　　－50.70　　　　1.0　　　　　3.20　 　　￥19,500
　Ｓ143　 　20.0　　　－60.0　　－60.69　　　　1.0　　　　　2.80　 　　￥17,700
　Ｓ144　　 20.0　　　－70.0　　－70.68　　　　1.0　　　　　2.53　 　　￥17,700
　Ｓ145　　 20.0　　　－80.0　　－80.69　　　　1.0　　　　　2.33　　 　￥17,700
　Ｓ146　　 20.0　　　－90.0　　－90.68　　　　1.0　　　　　2.18　　 　￥17,700
　Ｓ147　 　20.0　　 －100.0　 －107.70　　　　1.0　　　　　2.06　 　　￥17,700
　Ｓ148　　 20.0　 　－150.0　 －150.69　　　　1.0　　　　　1.70　 　　￥17,700
　Ｓ149　 　20.0　　 －200.0　 －200.68　　　　1.0　　　　　1.53　 　　￥17,700
　Ｓ150　　 30.0　　　－40.0　　－41.38　　　　2.0　　　　　9.51 　　　￥21,200
　Ｓ151　 　30.0　　　－50.0　　－51.39　　　　2.0　　　　　7.42　　 　￥21,200
　Ｓ152　 　30.0　　　－60.0　　－61.38　　　　2.0　　　　　6.32　 　　￥21,200
　Ｓ153　 　30.0　　　－70.0　　－71.37　　　　2.0　　　　　5.62　 　　￥19,500
　Ｓ154　　 30.0　　　－80.0　　－81.38　　　　2.0　　　　　5.12　 　　￥19,500
　Ｓ155　　 30.0　　　－90.0　　－91.37　　　　2.0　　　　　4.75 　　　￥19,500
　Ｓ156　　 30.0　　 －100.0　 －101.38　 　　 2.0　　　　　4.45　 　　￥19,500
　Ｓ157　 　30.0 　　－150.0　　－15138　　　　2.0　　　　　3.61 　　　￥19,500
　Ｓ158　 　30.0 　　－200.0　 －201.37　　　　2.0　　　　　3.20　 　　￥19,500
　Ｓ159　　 40.0　　　－50.0　　－51.39　　　　2.0　　　 　13.37　 　　￥38,000
　Ｓ160　　 40.0　　　－60.0　　－61.38　　　　2.0　　　 　10.41　 　　￥38,000

  Ｓ161　 　40.0　　　－70.0　　－71.37　　　　2.0　　　　　8.84       ￥28,300

  コード　外径（㎜） FＬ(㎜)　ＢＦＬ(㎜)　中心厚(㎜)　フチ厚(㎜)　価　格

Ｓ162　　 40.0　　　－80.0　　－81.38　　　　2.0　　　　　7.80　　￥28,300
Ｓ163　　 40.0　　　－90.0　　－91.37　　　　2.0　　　　　7.06　　￥28,300
Ｓ164　　 40.0　　 －100.0   －101.38　　 　 2.0　　　　　6.50　　￥28,300
Ｓ165　　 40.0　 　－150.0   －151.38　 　 　2.0　　　　　4.91　　￥28,300
Ｓ166　　 40.0　 　－200.0 　－201.37　　　　2.0　　　　　4.16　　￥28,300
Ｓ167　　 40.0　　 －300.0　 －301.38　　　　2.0　　　　　3.43　　￥28,300
Ｓ168　 　50.0　　  －60.0　　－61.30 　 　　2.0　 　　　14.27　　￥49,400
Ｓ169　　 50.0　　  －70.0　　－71.37　　  　2.0　　 　　11.74　　￥49,400
Ｓ170　　 50.0　　　－80.0　  －81.33　 　   2.0　 　　　10.19　　￥45,900
Ｓ171　 　50.0　　　－90.0　　－91.35　  　　2.0　　　　　9.10　　￥45,900
Ｓ172　　 50.0　 　－100.0　 －101.36　　　　2.0　　　  　8.28　　￥45,900
Ｓ173　 　50.0　 　－150.0　 －151.34　　　　2.0　　　　　6.04　　￥45,900
Ｓ174　 　50.0　 　－200.0　 －201.32　　　  2.0　　　  　4.99  　￥45,900

     　Ｓ175 　　50.0　　 －300.0　 －301.34 　　 　2.0　　　　　3.98　　￥45,900

光学レン

光学レン


