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iPhone12
顕微鏡撮影セット

セット価格：255,000円 税別

無料貸出
実施中

1200 万
画素 256GB

容量

アクティベーション設定済み出荷／通信契約必要なし
設定・アプリインストール済みですぐ使える。毎月の通信費はかからずに使用できます。

見たままを記録し、すぐにシェアする。リモートでつながる。

新しい時代の新常識を、顕微鏡撮影でも。専用アダプターによる最高の品質で。

顕微鏡撮影の

へ

6.1インチ

人気 新アプリ
登場

リアルタイム焦点合成カメラアプリ

多層フォーカス

無料

（期間限定）

実体顕微鏡に本格対応！
オリンパス SZ、ニコン SMZなど

詳しくは裏面へ→

アクティベーション済み

アプリインストール済み

設定済み出荷

通信契約必要なし

iPod touch
顕微鏡撮影セット

セット価格：135,000円 税別

800 万
画素 32GB

容量

アクティベーション済み

アプリインストール済み

最新 iOSに更新済み

充電済み

設定済み出荷



型式
カメラ解像度
ディスプレイサイズ
容量
タッチレスシャッター
構成内容

価格

MR-6i-12m
1,200 万画素
5.4 インチ  Retinaディスプレイ
256GB（画像約 12万枚分）

対応

MR-6i-12
1,200 万画素
6.1インチ  Retinaディスプレイ
256GB（画像約 12万枚分）

対応

MR-6i-P7
800 万画素
4インチ  Retinaディスプレイ
32GB（画像約 1.5 万枚分）

非対応

MR-6i

iPhone12 顕微鏡撮影セット iPhone12 mini 顕微鏡撮影セット iPod touch顕微鏡撮影セット i-NTER LENS単体

iPod touchセット、またはi-NTER LENS単体（ケース付属）の１週間の無料貸出し実施中。
お申し込み、製品の詳細は取り扱い販売店までお問い合わせください。

セット価格255,000円 税別 セット価格245,000 円 税別 セット価格135,000円 税別 単体価格 90,000円 税別

A）i-NTER LENS（本体）
B）スーパースリーブ（Φ30変換）
C）専用iPhoneケース
　（iPodは専用プレート）
D）iPhone/iPod本体（設定済み）
E）取扱説明書

専用iPhoneケース

i-NTER LENS
（インターレンズ）

iPhone or iPod touchiPhone と専用アダプターが実現する
高品質な顕微鏡撮影

iPhone / iPod touch と、顕微鏡用 iPhone 取り付けアダプター 

i-NTER LENS（インターレンズ）により、高品質な顕微鏡イメー

ジングが可能。目で見る像と遜色のない、高い再現性を誇ります。

実体顕微鏡に本格対応し、精度も大幅に向上！

焦点ハンドルを回すだけの超・簡単操作

＜対応顕微鏡（一部）＞

オリンパス｜SZ61(SZシリーズ), SZX, CX, CKX, BX, IX,  BHなど
ニコン｜SMZ745/645(SMZシリーズ ),ECLIPSE シリーズ など
ライカ｜S9(S シリーズ ),  M, MZ, DMシリーズなど　... その他

回すそばから焦点が合成されてく

やみつきのリアルタイム合成！

複数枚のレンズで構成された
光学レンズアダプターです

特許取得済みの独自機構

顕微鏡メーカーだけが作れる光学アダプター

スライド式で簡単に脱着できる独自の機構

で、撮影と手元操作の切り替えが片手で簡

単に行えます。機動性と正確な取り付けを

両立した、唯一無二のアダプターです。

特許第6452702号

あらゆる顕微鏡に取付可能

オリンパス
BX / CX / IX / CKX / SZX
SZ シリーズ など 
ニコン
ECLIPSE / SMZシリーズ など

ライカ（Leica）
M / S / A / DM シリーズなど

ツァイス（ZEISS）
Axiso / Primoシリーズなど

Cマウントへも取り付け可

... その他、メイジ／カートン／ミツトヨ／島津理化など

顕微鏡への取付方法

顕微鏡撮影用カメラアプリ

（インターショット）

無料

タッチレスシャッター

さまざまな顕微鏡の接眼部（内径 23.2mm / 30mm）をはじめ、Cマウントへ

も取付け可能（Cマウントスリーブ 別売：3,000 円 を併用）です。

(A)

(C)

(B)

(D)
設定済み

(E)

(A)

(C)

(B)

(D)
設定済み

(E)

取り扱い販売店

（インターレンズ）

顕微鏡用 iPhone 取付アダプター

(A)

(B)

(E)

(D)

設定済み

※ (C)プレート

　 貼付け済み

(A)

(C)

(B)

(E)

専用 iPhone ケース１種付属
（iPhone13 用（近日発売）/12用
/12mini 用 /11 用 / 第 2世代 SE, 
8, 7 用 /XS, X 用 /XR用 /XS MAX
用 /8+,7+ 用 /6s+, 6+ 用 /6s, 5 用
/ 第1世代 SE,5s, 5 用）

顕微鏡用対物レンズの設計・製造技術を結集した作

品です。正確な顕微鏡像の記録を可能にします。

対物レンズ５０倍
と同じ技術水準

で設計された複合レンズ光学系

iPhoneユーザーはこれだけでOK無料貸出（本体込み）実施中

リアルタイム焦点合成カメラアプリ

多層フォーカス

無料 （期間限定）

一部にしか
合わなかったピントが

顕微鏡 の
焦点ハンドルを回すだけで

新アプリ登場

動画でも紹介中↑
Youtube をひらきます

取付解説ページを開きます

i-NTER LENS 専用の標準カメラアプリ。


