
 

  

  

  

  

  

  



                                              

   超小型超軽量

2 軸 精密デジタル 水準器（１ｃｈ）

モニター画面を見ながら気泡式水準器を見る感覚で調整できます。

精密機器、半導体製造設備等のレベル調整に最適！！

従来の水準調整作業を根本から改善！！    

測定範囲を広げました。（±０．３°ｄｅｇ）！！

5 つのメリット

１、水準を X，Y軸の角度最小読取 0.0001deg（1.75μ/m）まで表示可能。

２、上下間隔が狭い部位のレベル観測も OK！

３、瞬時のデジタル計測判断で、作業者の基準統一が可能。

４、２軸同時調整により、調整作業工数短縮。

５、合格角度範囲を設定で、初心者でも水準調整作業は楽々簡単！！

              

株式会社坂本電機製作所・和白工場

〒811-0202 福岡県福岡市東区和白３丁目２７－５５

tel 092-606-3036 Fax 092-400-9033

http://www.sem-sakamoto.co.jp



デジタル水準器 型式SEL-001B

製品仕様

項  目 内    容

センサー部

リニア－角度出力

計測分解能

ゼロ点繰り返し精度

応答速度

使用温度

Ｘ方向 ±0.3deg

Ｙ方向 ±0.3deg

0.0002deg

±0.001deg 以下

50ms以下

－10℃～＋50℃

本体部

マイコン

Ａ／Ｄ部

計測範囲

Ａ／Ｄ分解能

表示範囲

合格範囲設定範囲

レンジ切り替え

ＯＶＥＲ表示

16bitマイコン

14bit

±0.3deg

0.000025deg

0.0001deg

0.0001deg

0.01/0.001/0.0001

0.3deg以上

機能

計測時間範囲

センサー接続数

表示部

0～99分 （単位は秒）

1ｃｈ

グラフィック液晶モジュール

160×160ドット

ＬＥＤバックライト付

電源 専用ＡＣアダプターＤＣ６Ｖ ２Ａ

単三乾電池（１．５Ｖ） ４本

外形寸法

モニター部

センサー部

ケーブル

高さ180×幅100×奥行き45

Φ50×19mm  65ｇ(SUS ﾍﾞｰｽ) 、 40g （ｱﾙﾐﾍﾞｰｽ）  

２ｍ

       

      



                                              

   超小型超軽量

2 軸 精密デジタル 水準器（１，２ｃｈ）

モニター画面を見ながら気泡式水準器を見る感覚で調整できます。

精密機器、半導体製造設備等のレベル調整に最適！！

従来の水準調整作業を根本から改善！！

測定範囲を広げました。（±０．３°ｄｅｇ）！！

７つのメリット

１、水準を X，Y軸の角度最小読取 0.0001deg（1.75μ/m）まで表示可能。

２、上下間隔が狭い部位のレベル測定も OK。

３、瞬時のデジタル計測判断で、作業者の基準統一が可能。

４、２軸平面同時調整により、調整作業工数短縮。

５、合格角度範囲を設定で、初心者でも水準調整作業は楽々簡単。

６、水準センサ２個同時使用により基準ベースと比較しながらの水準調整が可能。

７、１センサ、２センサ追従モード新機能により２平面の相対水平の追い込みが可能。

  

株式会社坂本電機製作所・和白工場

〒811-0202 福岡県福岡市東区和白３丁目２７－５５

tel 092-606-3036 Fax 092-400-9033

http://www.sem-sakamoto.co.jp



デジタル水準器 型式SEL-012B

製品仕様

項  目 内    容

センサ部

リニア－角度出力

計測分解能

ゼロ点繰り返し精度

応答速度

使用温度

Ｘ方向 ±0.3deg

Ｙ方向 ±0.3deg

0.0002deg

±0.001deg 以下

50ms以下

－10℃～＋50℃

本体部

マイコン

Ａ／Ｄ部

計測範囲

表示最小桁数

合格範囲設定最小桁数

レンジ切り替え

ＯＶＥＲ表示

１6bitマイコン

14bit

±0.3deg

0.0001deg

0.0001deg

0.01/0.001/0.0001

0.1deg以上

機能

計測時間範囲

センサー接続数

表示部

※測定データ（SEL-012Bのみ）

0～99分 （単位は秒）

２個

液晶ディスプレイ（160×160ドット）

ＬＥＤバックライト付

ファイルに記憶（最大10 ﾌｧｲﾙ、100 ﾎﾟｲﾝﾄ/ﾌｧｲﾙ）

データ転送機能(SEL-012B→PC) USB

電源 専用ＡＣアダプタ ＤＣ６Ｖ ２Ａ

単３乾電池（１．５Ｖ）４本

外形寸法

モニター部

センサ部

ケーブル

高さ140×幅205×奥行き50

Φ50×19mm  Ｘ ２個 【65ｇ(SUS ﾍﾞｰｽ) 、 40g （ｱﾙﾐﾍﾞｰｽ）】

２ｍ

      

モニター画面（１，２センサ同時表示）      センサ



                                              

   ワイヤレス方式

2 軸 精密デジタル 水準器

モニターを見ながら気泡式水準器を見る感覚で調整できます。

【水準器(送信側)、ディスプレイ（受信側）セパレートタイプ】

●精密機器のレベル調整、測定値の記録に威力を発揮

測定ベースの真直度・平面度測定もＯＫ！

●２人作業が１人作業になります。

設備機器の据付時、測定面に SEL-101BT を置き、測定面から離れた位置

で SEL-101BR のディスプレイを確認しながらのレベル調整が可能です。

●２軸(XY 軸)を同時に調整出来ます。

２軸(XY 軸)を同時に調整出来るため調整工数の削減が出来ます。

●ディスプレイ（受信側）からのＰＣへデータ転送機能

SEL-101R に記憶したデータをＰＣへデータ転送することにより、測定ベースの真直度・平面度

も簡単に計算処理出来ます。

設備機器据付時の測定値をＰＣへデータ転送することにより、作業レポートも簡単作成できます。

  

株式会社坂本電機製作所・和白工場

〒811-0202 福岡県福岡市東区和白３丁目２７－５５
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ワイヤレスデジタル水準器 型式SEL-101B/BM

製品仕様

項  目 内    容

センサ部

リニア－角度出力

計測分解能

ゼロ点繰り返し精度

応答速度

使用温度

Ｘ方向 ±0.3 deg

Ｙ方向 ±0.3 deg

0.0002°deg

±0.001°deg 以下

50ms以下

－10℃～＋50℃

本体部

マイコン

計測範囲

Ａ／Ｄ分解能

表示範囲

合格範囲設定範囲

レンジ切り替え

ＯＶＥＲ表示

16bitマイコン

±0.3deg

0.000025deg

0.0001deg

0.0001deg

0.01/0.001/0.0001

0.3deg以上

機能

計測時間範囲

センサ接続数

表示部

観測データ

0～99分 （単位は秒）

1ｃｈ

グラフィック液晶モジュール

160×160ドット

ＬＥＤバックライト付

ファイルに記憶（最大15 ﾌｧｲﾙ、120 ﾎﾟｲﾝﾄ/ﾌｧｲﾙ）

パソコンにUPLOAD可能 （SEL-101BR→PC）USB 

電源 専用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ DC6V 2V

ﾓﾆﾀｰ側 単３乾電池（1.5Ｖ）４本、  ｾﾝｻｰ側 単３乾電池（1.5V）２本

外形寸法

モニター部

センサ部

高さ180×幅 95×奥行き 40

高さ 79×幅104×奥行き104（接地面100ｘ100）

重量 1800g

        

SEL-101BR（受信側モニター画面）          SEL-101BT（送信側）



                                              

   超小型超軽量ワイヤレス方式

2 軸 精密デジタル 水準器

モニターを見ながら気泡式水準器を見る感覚で調整できます。

【水準器(送信側)、ディスプレイ（受信側）セパレートタイプ】

●精密機器のレベル調整、測定値の記録に威力を発揮！！

通常水準器が置けないような狭い部位、耐荷重が極端に低い部位で、水準測定ができます。

（ｾﾝｻｰ高さ 19mm、最小質量 40ｇ）

●２人作業が１人作業になります。

設備機器の据付時、測定面に SEL-111BT のｾﾝｻｰを置き、測定面から離れた位置で SEL-111BR のディ

スプレイを確認しながらのレベル調整が可能です。

●２軸(XY 軸)を同時に調整出来ます。

２軸(XY 軸)を同時に調整出来るため調整工数の削減が出来ます。

●ディスプレイ（受信側）からのＰＣへデータ転送機能

設備機器据付時に SEL-111BR に記憶したデータをＰＣへデータ転送することにより、作業レポート

も簡単に作成できます。

  

株式会社坂本電機製作所・和白工場

〒811-0202 福岡県福岡市東区和白３丁目２７－５５

tel 092-606-3036 Fax 092-400-9033

http://www.sem-sakamoto.co.jp



ワイヤレスデジタル水準器 型式SEL-111BM

製品仕様

項  目 内    容

センサ部

リニア－角度出力

計測分解能

ゼロ点繰り返し精度

応答速度

使用温度

Ｘ方向 ±0.3 deg

Ｙ方向 ±0.3 deg

0.0002°deg

±0.001°deg 以下

50ms以下

－10℃～＋50℃

本体部

マイコン

計測範囲

Ａ／Ｄ分解能

表示範囲

合格範囲設定範囲

レンジ切り替え

ＯＶＥＲ表示

16bitマイコン

±0.3deg

0.000025deg

0.0001deg

0.0001deg

0.01/0.001/0.0001

0.3deg以上

機能

計測時間範囲

センサ接続数

表示部

観測データ

0～99分 （単位は秒）

1ｃｈ

グラフィック液晶モジュール

160×160ドット

ＬＥＤバックライト付

ファイルに記憶（最大15 ﾌｧｲﾙ、120 ﾎﾟｲﾝﾄ/ﾌｧｲﾙ）

ﾃﾞｰﾀ転送機能（SEL-111BR→PC）USB

電源 専用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ DC6V 2V

ﾓﾆﾀｰ側 単３乾電池（1.5V）４本、  ｾﾝｻｰ側 単３乾電池（1.5V）２本

外形寸法

モニター部

センサ部

高さ180×幅 95×奥行き 40

Φ50×19mm  65ｇ(SUS ﾍﾞｰｽ) 、 40g （ｱﾙﾐﾍﾞｰｽ）

２ｍ

       
SEL-111R（受信側）             SEL-111T（送信側）

       
ﾓﾆﾀｰ（受信側）                ｾﾝｻ（送信側）



                                             

   超小型超軽量ワイヤレス方式

2 軸 精密デジタル 水準器

モニターを見ながら気泡式水準器を見る感覚で調整できます。

+

【水準器(送信側)、ディスプレイ（受信側）セパレートタイプ】

１）超軽量超小型化・・・・・・・通常水準器が置けないような部位での水準測定に威力を発揮。

             ロボットアーム上でもＯＫ！（300mm ｳｪﾊｰと同等重量）

２）ワイヤレス化・・・・・・・・２人作業が１人作業になります。設備機器の据付時、測定面に

SEL-121BT を置き、測定面から離れた位置で SEL-121BR のディス

プレイを確認しながらのレベル調整が可能です。

３）２軸同時調整が可能・・・・・２軸(XY 軸)を同時に調整出来るため調整工数削減が出来ます。

●水準器の小型軽量化とワイヤレス方式および２軸同時調整が可能になったことで実質作業時間は従来の

７５％以上削減可能です。（レベル調整工数が１／１０になったと喜ばれているお客様もいらっしゃいます。）

●パソコンへのデータ転送機能により、作業レポートも簡単に作成できます。

                                株式会社坂本電機製作所・和白工場

〒811-0202 福岡県福岡市東区和白３丁目２７－５５

tel 092-606-3036 Fax 092-400-9033

http://www.sem-sakamoto.co.jp



ワイヤレスデジタル水準器 型式SEL-121BM

製品仕様

項  目 内    容

センサ部

リニア－角度出力

計測分解能

ゼロ点繰り返し精度

応答速度

使用温度

Ｘ方向 ±0.3 deg

Ｙ方向 ±0.3 deg

0.0002°deg

±0.001°deg 以下

50ms以下

－10℃～＋50℃

本体部

マイコン

計測範囲

Ａ／Ｄ分解能

表示単位

合格範囲設定単位

レンジ切り替え

ＯＶＥＲ表示

16bitマイコン

±0.3deg

0.000025deg

0.0001deg

0.0001deg

0.01/0.001/0.0001

0.3deg以上

機能

計測時間範囲

センサ接続数

表示部

測定データ

0～99分 （単位は秒）

1ｃｈ

グラフィック液晶モジュール

160×160ドット

ＬＥＤバックライト付

ファイルに記憶（最大15 ﾌｧｲﾙ、120 ﾎﾟｲﾝﾄ/ﾌｧｲﾙ）

ﾃﾞｰﾀ転送機能（SEL-121BR→PC）USB

電源 専用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ DC6V 2V

ﾓﾆﾀｰ側 単３乾電池（1.5Ｖ）４本、  ｾﾝｻｰ側 CR2電池（3V）１本

外形寸法

モニター部

センサ部

高さ180×幅 95×奥行き 40

φ７０Ｘ高さ４３mm

重量 １２５g（ｱﾙﾐﾍﾞｰｽ）、１８５ｇ（SUS ﾍﾞｰｽ）

   

SEL-121BR（受信側）         SEL-121BT（送信側）

ﾓﾆﾀｰ画面
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傾斜計（水平タイプ）                          上：垂直タイプセンサ      下：水平タイプセンサ

■ 特徴

・センサとモニターの分離型（垂直測定）          ・センサは３２×３２×２８mm の超小型

・ＨＯＬＤ、オフセット機能有り               ・電源は単三電池 ２本  

・マグネットを内蔵しており磁性体に対し吸着可能  ・１軸、２軸設定変更可能

■ 用途

・各種精密装置の角度調整            ・機械装置のアームのたわみ検出

      ・配管、床等の勾配測定              ・自動車チューンナップ、アライメント調整（ｷｬﾝﾊﾞｰ角）

            ・各種の水平レベル出し     

■仕様

  測定範囲             ±４５．０度

  精度（繰返し）           ±０．１度（ ±10.0 度） 、±０．１５度（＋10.0～＋45.0 度、－10.0～－45.0 度）

  分解能                  ０．０１度

応答速度               約２００ｍｓ以下  

   

  電源                  単三電池１．５V ×２本 （アルカリ、ニッカド）

  使用温湿範囲           １０～４０℃（理論値）、２５～８５％RH（結露無きこと）

  保存温湿範囲            －１０～７５℃（理論値）、２０～９０％RH（結露無きこと）

  センサ部質量、寸法      水平タイプ １００ｇ （５２×３２×１４．５mm）

  モニター部質量、寸法       １６３ｇ 、W７９×H１１７×D２４ （mm）  （電池込み）



2018/03/22                                    improved version               

株式会社坂本電機製作所・和白工場
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                         ※－Ｈはセンサ水平タイプ

特徴 ・センサとモニターの分離型                        ・１軸、２軸設定変更可能

・ＨＯＬＤ、オフセット機能有り                       ・電源 DC12V

・振動雰囲気での角度計測（ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ機能）       ・外部出力 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｱﾅﾛｸﾞ 2 系統

■ 用途 ・各種精密装置の角度アライメント調整          ・勾配可動装置、アームの角度検出、制御

          ・自動車チューンナップ、アライメント調整（ｷｬﾝﾊﾞｰ角）   ・各種の水平レベル出し     

      
    RS232C 出力端子  AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｿｹｯﾄ      センサ接続コネクタ  アナログ出力端子    RS232C シリアル通信による PC データ受信

■仕様

測定範囲             ±４５．０度 （※±６０．０度）

  精度（繰返し）           ±０．１度（ ±10.0 度） 、±０．１５度（＋10.0～＋45.0 度、－10.0～－45.0 度）

  分解能                  ０．０１度

応答速度               約 ２００ｍｓ以下  

   

電源                  電源 DC１２Ｖ

使用温湿範囲         １０～４０℃（理論値）、２５～８５％RH（結露無きこと）

保存温湿範囲            －１０～７５℃（理論値）、２０～９０％RH（結露無きこと）

外部出力                デジタル出力（RS232C）、アナログ出力（DC ０～１０V）

センサ部質量、寸法             水平タイプ １００ｇ （５２×３２×１４．５mm、 ｹｰﾌﾞﾙ長 ２ｍ）

モニター部質量、寸法           ２３６ｇ 、W１００×H７５×D５０ （mm）
※オプション仕様

※



株式会社坂本電機製作所・和白工場
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特徴 ●ＳＷ ON で高精度自動整凖             用途 ●各種測量器の自動水平設定維持

   ●整凖完了をＬＥＤ表示              ●各種センサーや測定器の自動精密水平設定

   ●整凖完了後は固定可                ●不整面での自動精密水平面確保

   ●ＡＣ／ＤＣ ２電源方式            ●研究、実験用の自動精密水平台

   ●傾斜±４°以内は自動整凖             ●其の他、自動水平を必要とする測量、計測器

   ●各種機器への取付用各種アダプターを装備       との組み合わせ

■仕様

  整凖精度（繰返し）  ０±０．００５度

  自動整凖範囲     約±４度（Ａｒｃ Ｄｅｇ．）

  鉛直検知方式     Ｚ－１８ ２軸水平センサー（日本、米国、欧州諸国の特許取得）

  制動方式       マイクロコンピューターに依るサーボ制御方式

  平均整準速度    ０．２度（Ａｒｃ Ｄｅｇ．）／秒（Ｓｅｃ．）

  電 源        充電形リチウムイオン電池（連続使用時間約４時間）

             ＡＣアダプター（ＡＣ１００Ｖ用）

  アラーム機構     制御範囲外：ピピピピピ  ピピピピピ の繰り返し

             電池残量６．０Ｖ以下：ピピ  ピピの繰り返し

             電池残量５．６Ｖ以下：自動的に電源ＯＦＦ

             本機の異常警告音：ピーの連続音（メカ的トラブル又は異常状態）

  使用温度範囲     －５～＋４０℃

    許容荷重       制御荷重限界 ７Ｋｇ

  本体質量       １．７Ｋｇ

  本体寸法       １５０ｍｍφ×１０５ｍｍＨ

             底部固定用 ：♀３５ｍｍφ ネジ×１

             整凖面固定用：♀３０ｍｍφ ネジ×１

  付属品        充電形リチウムイオン電池 Ｎｏ．ＮＢ－５Ｓ １個

             専用充電器 Ｎｏ．ＮＡ－５U（ＡＣ１００～２４０Ｖ） １個

             ＡＣアダプター（ＩＮ：ＡＣ１００Ｖ／ＯＵＴ：ＤＣ７Ｖ，８００mＡ） １個

             収納ケース（２２０×３７９×１９０ｍｍ） １個


