
スリットランプシリーズ



伝統的な 100 / 16（SM / M）のデザインを踏襲した

スリットランプです。光学系の改良により、より完成度

の高いスリットランプになっています。

スリットの開閉、回転などの微調節を独特のレバータッチ

のデザインで再現しました。器械ベース周辺の操作、

スリット幅、スリット長などの微妙な調整までワンハンド

コントロールを基本としています。

スリットランプ SL120

忙しい日常診療において、スリットランプ

の操作性は診療の量及び質へ影響を与え

ます。暗室で思った所へ手が届くことや、

必要なアライメントがスピーディに行える

ことが重要です。レバー式のSL120、ダイ
ヤル式のSL130ともに、スリットサイズを
微細かつスムースに調節可能です。ジョイ

スティックによる本体の三次元移動や

スリット部の旋回、変倍システムどれを

とっても軽くかつ質感のあるツァイスなら

ではの特徴です。

SL130の光学性能とデザインは各レーザ機器メーカー

の多くが採用していることでも立証されています。

前眼部はもちろんのこと網膜・硝子体観察においても

充分なワーキングディスタンスとレンズセレクション

フリーな操作性と観察クオリティを保証します。診察用

としてだけではなくレーザ治療用としても広く採用

されている光学系は、スリットランプのゴールデン

スタンダードです。

スリットランプ SL130

カールツァイス伝統の光学技術と人間工学を融合させた
スリットランプです。

スリットランプSL120  製造販売届出番号：13B1X00119001070 スリットランプSL130  製造販売届出番号：13B1X00119001060



システムアクセサリ

アプラネーショントノメーターAT 020 アプラネーショントノメーター
AT 030

アプラネーショントノメーター

ビームスプリッタ

使用前

使用後

CマウントTVアダプタ各種
（f = 50～105mm）

オプション

その他

CCDカラーカメラシステム
各種CCDカメラと接続できます。用途に応じてインフォームド
コンセント用の静止画プリントアウトからデジタルファイ
リングまで、ご希望のシステムを取り揃えております。

ACCENTO ergo tube
スリットランプでの観察は毎日長時間に及びます。また、観察
するときの姿勢は顎が突き出た格好になりがちです。この
ACCENTO ergo tubeは“ergo”の名の通り、人間工学に基づき、
いままでより楽な姿勢でスリットランプの観察が可能なパーツ
です。
対象機種：SL130（SL120については制限があります）

イエローストップフィルタ
このバリアフィルタを使用することに
より、フルオレセイン染色によるイエロー
グリーンの蛍光が見やすくなります。
フィルタのON/OFFはレバーを左右に
倒すだけです。実際に観察されている
先生のみならず、ビデオカメラでの画像
にも効果を発揮します。
対応機種：SL120、SL130

スリットランプに対し上から振り出すAT020、横から振り
出すAT030から選択できます。

パラレル
伝統的なツァイススタンダード
です。

コンバージェント
内向した接眼光路は両眼視をより
容易にします。

双眼鏡筒
パラレルタイプとコンバージェントタイプから選択できます。

●12.5倍接眼レンズ

●10倍マイクロメータ付

接眼レンズ

●ブレスシールド

●周辺照明

●単眼側視鏡

製造販売認証番号：220AHBZX00006000

製造販売認証番号：220AHBZX00005000
ACCENTO ergo tube

イエローストップ
フィルタ



テクニカルデータ

倍率 5x、8x、12x、20x、32x 

視野径 40 mm - 6 mm 

接眼レンズ 10xスーパーハイアイポイント接眼レンズ、視度調整範囲 ±8D 

スリット幅 0 - 14 mm｠連続可変

スリット長 0.5 / 3.5 / 8 / 14｠ 刻み、1 - 6｠連続調節可

スリットの回転 ±90、連続

スリット偏芯 水平±4°、0°にクリックストップあり

スリットプリズムの旋回角度 ±180°角度目盛付き

あおり角度 0°- 20°、ティルト可能プリズムヘッド

フィルタ ブルー、グリーン（レッドフリー）、

ディフューズ照明用マットガラス（スイングインタイプ）

防熱フィルタ（固定）

作業距離 65 mm 

器械ベース移動範囲　 上下30 mm、左右110 mm、前後90 mm｠

あご受け上下動範囲 59 mm 

光源 ハロゲンランプ6V 20W

ランプ電圧 連続調節可能

電源 100 V ±10%、50 / 60 Hz、最大消費電力 75W

重量 11 kg

スリットランプ SL120

倍率 5x、8x、12x、20x、32x 

視野径 40 mm - 6 mm 

接眼レンズ 10xスーパーハイアイポイント接眼レンズ、視度調整範囲 ±8D 

スリット幅 0 - 14 mm｠ 連続可変

スリット長 0.3 / 2.5 / 3.5 / 7 / 10 / 14｠ 刻み、triple slit 

スリットの回転 ±90、連続

スリット偏芯 水平±4°、0°にクリックストップあり

スリットプリズムの旋回角度 ±180°、角度目盛付き

あおり角度 0°- 20°ティルト可能プリズムヘッド

フィルタ ブルー、グリーン（レッドフリー）、グレー、

ディフューズ照明用マットガラス（スイングインタイプ）

防熱フィルタ

作業距離 66 mm 

器械ベース移動範囲 上下30 mm、左右110 mm、前後90 mm｠

あご受け上下動範囲 59 mm 

光源 ハロゲンランプ6V 20W 

ランプ電圧 連続調節可能

電源 100 V ±10%、50 / 60 Hz、最大消費電力 75W 

重量 11.1 kg

スリットランプ SL130
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カールツァイスメディテック株式会社

〒160-0003 
東京都新宿区本塩町22番地

Tel 03-3355-0331
Fax 03-3358-7413

URL http://www.meditec.zeiss.co.jp

大阪営業所 〒564-0062大阪府吹田市垂水町3-35-22
Tel 06-6337-5464 Fax 06-6337-5477

名古屋営業所 〒465-0043名古屋市名東区宝が丘25 
Tel 052-777-1411 Fax 052-777-1417

福岡営業所 〒810-0062福岡市中央区荒戸2-1-5
Tel 092-713-7821 Fax 092-711-0776

仙台営業所 〒980-0014仙台市青葉区本町1-12-7
Tel 022-224-5621 Fax 022-224-5626

●本製品の仕様はお断りなしに変更させていただくことがあります。
●本カタログ中の製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。

スリットランプSL120  
製造販売届出番号：13B1X00119001070

スリットランプSL130  
製造販売届出番号：13B1X00119001060

医科向け


