Apogee ユーザー様向け

特別割引キャンペーン
11

2021年

///

対象期間

///

2022 年

月 〜

3

月末

迄のご注文分

弊社からご購入いただいたApogee製カメラをお使いのお客様向けに、
ANDORの冷却カメラを期間限定特別価格で販売致します。

///
最

対象製品

///
最

大

15 %
OF

低ノイズ 真空冷却sCMOSカメラ

• コストパフォーマンスモデル ：
Zyla�.� （USB�.� or CameraLink）

• センサー真空封切りモデル ：
Neo�.� （CameraLink）

• 高速高感度モデル ：
Zyla�.�P （USB�.� or CameraLink）

NEO シリーズ

最

大

15 %
OF

F

超大面積 冷却sCMOSカメラ

Balor シリーズ

• ��.�MP/��㎛センサ搭載 ：
Balor ��F-�� （CoaXPress）

お問い合わせはこちら！
〒���-���� 千葉県船橋市本町�-�-�船橋本町プラザビル
https://www.ads-img.co.jp/

OF

F

軽量高感度 冷却sCMOSカメラ

大

15 %

OF

F

ZYLA シリーズ

最

大

15 %

F

超高感度 冷却sCMOSカメラ

MARANA シリーズ

• ��㎛センサ搭載モデル ：
Marana �.�B-�� （USB�.�）

• �.�㎛センサ搭載モデル ：
Marana �.�B-� （USB�.�/CoaXPress）
最

大

30 %
OF

F

低ノイズ 冷却CCＤカメラ

iKon-M シリーズ

• 背面照射CCD搭載 ：
iKon-M ��� BV （USB�.�）

※ キャンペーン価格の適用は弊社からの直接販売に限ります。

※ 本キャンペーンは予告なく変更、終了することがございます。

047-434-2090
ads-contact@ads-img.co.jp

対象Andorカメラ

スペック一覧表
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-
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�� fps (USB)
��� fps (CoaXPress)

USB �.� /
Camera Link ��-tap
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※上記は一例です。詳細なスペック、モデルについてはお問い合わせください。
※RS：Rolling Shutter， GS：Global Shutter

