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Axiolab 5は、ラボでの日常的な顕微鏡のルーチンワークのために開発されました。
コンパクトで人間工学に基づいたデザインは、スペースをとらず操作も簡単です。
Axiolab 5は、顕微鏡カメラとのチームプレーで真の力を発揮します。スマートマ
イクロスコープを可能にする Axiocam 208 colorと組み合わせることで、まったく
新しいデジタル画像取得の形が誕生します。サンプルに焦点を合わせボタンを
押すだけで、色再現性の高い鮮明な画像を取得できます。まるで接眼レンズを
通して見ているように細部や微妙な色の違いまではっきりととらえます。
さらに、Axiolab 5は画像に正しいスケーリング情報を自動的に追加します。 
PCや他のソフトウェアを必要とすることなく、すべてスタンドアーロンで実現で
きます。スマートでコンパクトな Axiolab 5で、時間とコストをスリム化し、ラボ
スペースを効率的に使いましょう。Axiolab 5は、デジタルドキュメンテーション
を今までになく身近なものにします。

ラボのルーチン作業を効率化するスマートマイクロスコープ
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より簡単に。インテリジェントに。さらにインテグレートされたシステム。

ラボでのルーチン作業をさらに効率化

確認したい領域を見つけ、スタンド右側に
あるスナップボタンを押すだけで 容易に
画像を取得することができます。人間工学
に基づきデザインされた Axiolab 5は、ラ
ボの日常的なルーチン作業に適しています。
手の位置を変えることなく顕微鏡と装着し
たカメラを制御でき、 スマートマイクロス
コープシステムがパラメータを自動的に調
整、接眼レンズを通して見るような鮮明で
色再現性の高いサンプル画像を記録します。
また、正確なスケーリング情報が常に自動
保存されます。他のコンピューターやソフ
トウェアは必要ありません。スマートマイ
クロスコープが作業を効率化し、サンプル
に常に集中することができます。

より経済的で高い信頼性

Axiolab 5はコストを抑え、省エネにも貢献
します。例えば、エコモードでは 15分間
何も操作を行わないと、Axiolab 5は自動
的にスタンバイに切り替わります。これに
よりエネルギーを節約し、光源をより長く
もたせます。LEDは従来の光源より長く使
用でき、 その強力な白色 LEDを用いた透過
光によって、自然な色でサンプルを視覚化
できます。これにより微妙な色の違いも鮮
明に確認できます。さまざまな波長の蛍光
LEDは、従来の水銀ランプ等に比べ安全性
や取り扱いやすさの点で優れています。ス
イッチのオン /オフだけで、 ランプ交換や
調整の手間もかかりません。また、スマー
ト機能を搭載した Axiolab 5は他のコン
ピューターやソフトウェアも不要で、ラボ
のスペースとコストを節約できます。

人間工学に基づくデザインでラボ作業が快
適に
Axiolab 5は、人間工学と効率性に優れて
います。スナップボタン、ステージドライ
ブ、フォーカス調整、輝度調整といった主
要な制御部に片手でアクセスできます。エ
ルゴ鏡筒や高さとトルク調整のできるス
テージハンドルで、長時間の作業も快適に
行えます。2枚用試料ホルダーでは、例え
ば IHCスライドの使用時にスライドの交換
回数を減らすことができ、負担（手間）が
軽減できます。新たに追加されたライトマ
ネージャー機能は、どんな倍率においても
明るさを一定に保ち、対物レンズ変更時に
いちいち輝度を調整する必要がありません。
Axiolab 5は手動での操作を最小限に抑え、
作業をより効率的かつ快適にします。
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可能性を拓く

顕微鏡カメラ Axiocam 202 monoまたは
Axiocam 208 colorと併用し、スマートなス
タンドアローン顕微鏡ソリューションのメ
リットを最大限に活用できます。

ホワイトバランス、露光時間、画像補正
機能などのカメラ設定は自動的に行われま
す。追加のイメージングソフトウェアやコ
ンピュータがなくても、次の作業ができます。

基本的なルーチンイメージング向けの 
スタンドアローン

ZEISS Axiolab 5はコンピューターシステムと
は独立して動作します。

V

高度なルーチンイメージング向けの
ZEISS Labscope

ZEISS Axiolab 5の顕微鏡検査や標準マル
チチャンネル蛍光イメージングには ZEISS 
Labscopeイメージングアプリが最適。

V

研究用途向けの ZEISS ZEN

ZENイメージングソフトウェアを使用して
ZEISS Axiolab 5で高度なイメージングタス
クを実行。

VV

V

• 顕微鏡から直接画像のスナップ撮影および
ビデオ撮影

• マウス (およびオプションのキーボード )を
使用して OSD（オンスクリーンディスプレ
イ）でカメラをコントロール

• 設定の保存
• スケール情報、顕微鏡とカメラの全メタ
データと共に画像を保存

• 画像の名称の変更または事前設定

スマートマイクロスコープ – デジタル撮影を簡単に
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画像ファイル
を保存する

画像を取
得する

イメージング
パラメータを
設定する

コンピュ
ータを起
動する

関心領域
を探す 

サンプルを
観察する

スナップボタ
ンを押す

関心領域を
探す

サンプルを
観察する

ルーチンアプリケーションにおける明視野 蛍光デジタル画像取得の ためのスマート機能

これまでのルーチンイメージングワークフロー

作業効率の向上 
目と手を顕微鏡から離すことなく作業を行えます。
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可能性を拓く

スマートマイクロスコープで効率を上げる
ラボにおいて効率と品質は重要ですが、色
再現性の高い微細な画像取得には、ご存じ
のように多くの時間がかかります。サンプ
ルを置き、関心領域にフォーカスを合わせ、
コンピュータに切り換え、ホワイトバラン
ス、露出時間、ゲインなどの設定を調整し
て、画像を取得し、スケールバーを挿入後、
顕微鏡に戻るというのが 典型的なイメージ
ングのワークフローですが、 Axiolab 5シス

テムでは、スマートマイクロスコープによっ
て常にサンプルに集中できます。デジタル
画像取得はシステムに組み込まれており、 
人間工学に基づき設計されたスナップボタ
ンを押すだけで完了します。従来のワーク
フローにスムーズに融合し、これまでと同
じ手順のまま作業効率を劇的に向上させ 
ます。
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多様なアプリケーションに的確に対応

アプリケーション 
分野

病理組織学 細胞学 血液学 微生物学 細胞遺伝学 食品および農業 アンドロロジーと婦人 
科学

応用分野 病気のために採取され
た組織切片の検査

単一細胞および細胞構
造の構造、組成および
成長の評価

血液細胞の量、形状、
状態に関する血液サン
プル（EDTA血液）お 
よび骨髄の検査

感染症を引き起こす病
原微生物の研究

細胞の状態 /疾患に関
連する染色体異常の研
究、分子細胞遺伝学的
調査

食品または飲料の生産
品質の検査、栄養成分
の分析

精子濃度、運動性 /活力、
精子形態の評価、細胞学
的および微生物学的所見
のための婦人科塗抹標本
のスクリーニング

典型的なサンプル 肺や腎臓などの臓器の
組織

パップスメア、尿、唾液、胸
水などの体液、肺などか
らの穿刺吸引細胞診

血液塗抹標本、骨髄塗
抹標本

バクテリア、ウイルス、
菌類、寄生生物

血液塗抹標本、骨髄塗
抹標本、サイトスピン、
組織サンプル

ビール、ワイン、チーズ、
肉、作物、大豆、澱粉

婦人科塗抹標本、精液

一般的な染色 /準備 ヘマトキシリンおよびエ
オシン (H＆ E) 染色、免
疫組織化学、凍結切片、
ホルマリン固定および
パラフィン包埋切片

パパニコロー (PAP)、ア
ズールエオシンメチレ
ンブルー、ギムザ、免
疫組織化学、FISH

ギムザ、パッペンハイム グラム染色、抗酸染色、
メチレンブルー、チー
ル・ニールゼン、免疫
蛍光染色

ギムザ（Gバンディン
グ）、キナクリンおよび
その他のバンディング
の染色、FISH

ネイティブ、グラム染
色、切片化

パパニコロー、エオシン
ニグロシン、SPERMAC
染色、免疫蛍光染色

典型的なコントラス
ト手法

明視野 明視野、位相差 明視野、暗視野、DIC、
蛍光

明視野、暗視野、位相差、
DIC、蛍光

明視野、蛍光 明視野、暗視野、位相差、
偏光

明視野、位相差、蛍光
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›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス



7

ZEISS Axiolab 5のアプリケーション

血管、透過光明視野、対物レンズ：プランアポクロマート
40x/1.4

ラット網膜切片、Nuclear Fast Red染色、透過光明視野、対
物レンズ：プランアポクロマート 20x/0.8

ヒト赤色骨髄、透過光明視野、対物レンズ：プランアポクロ 
マート 40x/1.4

ラット舌、Acid Green染色、透過光明視野、対物レンズ： 
プランアポクロマート 20x/0.8

血液塗抹標本、ギムザ染色、透過光明視野、対物レンズ： 
プランアポクロマート 63x/1.4

バロアダニ、透過光明視野、対物レンズ：プランアポクロ 
マート 5x/0.16
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›   システム構成
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可能性を拓く

一般的に蛍光顕微鏡には、蛍光色素と蛍光タンパクを励起する強力な光源が必要です。Axiolab 5 FL では、寿命が長く、メンテナンスや調整を必要
としない省エネ LED 光源を搭載し、最大 3 チャンネルでの蛍光撮影が可能です。また、各 LED 輝度は個別に制御できます。 Axiolab 5 は、エンコー
ディングによって現在使用している LED 光源を識別し、最後に使用した輝度に自動調整します。

クリックしてビデオを見る

›   要約

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

https://zeiss.wistia.com/medias/9imkr7w8ix
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8 名 使用可能なスペースに応じて
個々の組み合わせを設定し、
スペースを最大限に活用することができます。
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可能性を拓く

マルチディスカッションシステム
どこからでも最適な観察が可能
マルチディスカッションシステムは、トレー
ニングや協議、医学の現場においては学生
や大学院生の指導、困難な試料の共同評
価に利用できます。ZEISSマルチディスカッ
ションシステムでは、全ての共同観察者に
対して同じ向きの画像を提供します。観察
者の構成や人数に関係なく、それぞれの共
同観察者が主観察者と同じ向きで同一の
画像を観察します。また、共同観察者の人
数および利用可能なスペースに合わせたあ
らゆる構成が設定可能です。ワークステー
ションの追加が必要な場合は、システムを
いつでも簡単に拡張できます。

マルチディスカッションシステムでは、
チューブごとに支持部品が設けられ、重心
配分を考慮して配置されています。これに
よってシステムの安定性は大きく向上しま
す。支持部の高さは個別に調整可能で、ボー
ル‐ソケットジョイントにより、テーブル
またはフロアのわずかな凹凸も自動的に補
正されます。

可動式ライトマーカーを使用して、興味深
い構造または顕著な組織学的変化を持つ試
料部分にマーキングができます。ライトマー
カーのカラー設定（白、緑、赤）と輝度を
調整することで、さまざまに染色された試
料に最適な方向ガイドをマークできます。

›   要約

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様
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1 顕微鏡
ZEISS Axiolab 5：
• 透過光付きのエンコードスタンド
• 透過光と蛍光付きのエンコードスタンド

2 対物レンズ
推奨されるクラス：
• A-Plan
• N-Achroplan
• EC Plan-NEOFLUAR

5 ソフトウェア
• スタンドアローン（オンスクリーンディ
スプレイ）

• Labscope イメージングアプリ
• ZEN イメージングソフトウェア

フレキシブルな構成選択

3 照明
透過光：
• 10 W LED光源
• 35 Wハロゲン光源（オプション）
蛍光：
• 最大 3つの蛍光 LED

4 カメラ
推奨カメラ：
• ZEISS Axiocam 208 color （Axiolab 5エン
コード透過光スタンド向き）

• ZEISS Axiocam 202 mono （Axiolab 5エン
コード蛍光スタンド向き）

›   要約

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様
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Axiolab 5

Axiolab 5

Axiolab 5

Axiolab 5

Axiolab 5

Axiolab 5

G

UV

B

321

Axiolab 5 stand, Bio-TL, 
XY stage with right handle
430037-9011-000

Fine drive knob with scale, changeable
430051-9000-000

Axiolab 5 stand, Bio-TL, 
XY stage with 
left handle
430037-9060-000

Axiolab 5 stand, Bio-TL/FL, 
XY stage with 
left handle
430037-9070-000

Axiolab 5 stand, Mat-TL/RL, 
XY stage with right handle
430037-9052-000

Axiolab 5 stand, Bio-TL/FL, 
XY stage with right handle
430037-9021-000

Dust cover G
459306-0000-000
Dust cover for 
Primovert / Axiolab
415510-1901-000

Axiolab 5 stand, Pol-TL/conoscopy, 
rotary stage
430037-9042-000

Axiolab 5 stand, Pol-TL, 
rotary stage
430037-9130-000

Axiolab 5 stand, Pol-TL/RL, 
rotary stage
430037-9032-000

Camera Adapter T2-T2 DSLR 1.6x
426115-0000-000
Camera Adapter T2-T2 SLR 2.5x
426116-0000-000

Video Adapter 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000
Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.5x 
for Axiocam 208 color
426112-0000-000
Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.63x
for Axiocam 202 mono
426113-0000-000
Camera Adapter 
60N-C 1" 1.0x
426114-0000-000

Adapter 60N-T2 1.0x
426103-0000-000

Camera Adapter T2-C 1" 1.0x
426104-0000-000
Camera Adapter T2-C 1" 1.0x,
adjustable 
426105-0000-000

Analyzer slider D/A, 
with lambda plate, 360° rotatable
428102-0000-000
Analyzer slider D/A, 360° rotatable
428103-0000-000

Analyzer slider D/A, fixed
428101-0000-000

Analyzer slider D/A, with lambda plate, each rotatable +/– 10°
453663-9901-000

Intermediate plate 
for analyzer slider 12x46
425313-9020-000
Note: 
Not usable with Ergotubes 
and Ergophototubes with 
vertical adjustment 

T2 Adapter 
for SLR camera
(on request)

Camera Adapter 
for interface 60
e. g.
Adapter Video 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000Slider with beam splitter

426141-9021-000

Slider with 100% mirror
426141-9011-000

Double adapter 60N - 2x 60N 1.0x
426141-9902-000

Slider 12x46, with focusing Bertrand lens,
for phase contrast and conoscopy
453671-0000-000

[ Camera with SLR bayonet ]

Binocular phototube 
30°/23 (50:50), 
reversed image
425520-9010-000

Binocular phototube 
30°/23 (100:0/0:100), 
reversed image
425520-9020-000

Binocular phototube 
20°/23 (100:0/0:100), 
upright image
425520-9030-000

Binocular tube 30°/23, 
reversed image
425520-9000-000
Binocular tube 30°/23, 
upright image
425520-9090-000

Binocular Ergophototube 20°/23 
(100:0/0:100), reversed image, variable, 
continuous vertical adjustment 44 mm
425512-0000-000
(not suitable for stand 430037-9042-000)

Binocular phototube, Pol, 
20°/23 (100:0/0:100), 
upright image
425520-9100-000

Eyepiece PL 10x/23 GW, foc. Pol, 
with crossline graticule
444038-9000-000

Eyepiece eyecup 
444801-0000-000

Eyepiece PL 10x/23 GW, foc.
444036-9000-000

Eyepiece micrometer 
(see price list)
Crossline micrometer 
(see price list)

Eyepiece E-PL 10x/23 GW, foc.
444235-9901-000

Auxiliary microscope, d=30 mm
444830-9902-000

Pinhole diaphragm, d=30 mm
444020-0000-000

Eyepiece PL 10x/23 GW, foc. Pol 
with crossline graticule
444038-9000-000

Eyepiece PL 16x/16 GW, foc.
444054-9000-000

Center comp. co-observation 
for Axioscope / Axiolab
425145-9010-000

Tube carrier for 1 co-observer, 
light-intensive, end panel, left
425145-9060-000

Binocular ergo tube 5-30°/23, 
upright image
425520-9080-000
(only for co-observation)

Tube carrier multidiscussion 
for 2 tubes, end panel linear, L / R
425145-9050-000

Adapter set for tubes 
425145-9070-000

Quartz depolarizer 
428106-9010-000
with tube lens (115)

Axiocam 202 mono
426570-9010-000 (with stand-camera cable)

Axiocam 208 color
426570-9000-000 (with stand-camera cable)

(other Axiocam on request)
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2

1

Pol rotary stage, 360° 
with clamping device
432035-9191-000

Attachable Pol object guide, 47x27 mm
432323-9012-000

Filter holder
(included in all stands)

Heat absorbing filter KG 1, 
d=32x2
467830-0000-000

Neutral-density filter 0.06, 
d=32x2
467848-0000-000

Mechanical stage, 75x50 L, 
with hardcoat anodized surface
432035-9012-000

Mechanical stage, 75x50 R, 
with hardcoat anodized surface
432035-9002-000

Ultra condenser 
1.2/1.4 (0.75-1.0)
465500-0000-000

Dry darkfield condenser 
0.8/0.95 (0.6-0.75)
465505-0000-000

Condenser 0.9/1.25 H 
424225-9001-000

Rackless stage 75x30 R 
with hardcoat anodized surface
432035-9152-000
Rackless stage 75x30 L 
with hardcoat anodized surface
432035-9162-000

Specimen holder for double slides 76x26 
432333-9001-000

Specimen holder for single slide, 
one-hand operation with spring lever, left
432323-9001-000

Condenser holder Z 
for darkfield condenser
445323-0000-000

Condenser, achrom.-aplan. 0.9 BF
424225-9060-000
Condenser, achrom.-aplan. 
0.9 BF DF PhC DIC
424225-9070-000
for Pol stands:
Condenser, achrom.-aplan. 0.9 BF Pol
424225-9090-000

Condenser 0.9 H Pol
424225-9080-000

Modulator disk BF, DF 0.65, 
PhC 1, 2, 3, PlasDIC 
for condenser 0.9/1.25 
424225-9010-000

Circular polarizer D, 
including slider 6x20
453623-0000-000

Low-power system 
for objectives 2.5x/4x 
for condenser 0.9/1.25 H
424225-9050-000

Color filter carrier 3x 
for filter d=32 mm
428305-0000-000

Polarizer, rotatable, 
with color filter carrier
427707-0000-000

Polarizer D, fixed, 
removable
427701-0000-000

Polarizer, fixed, with 
lambda plate, rotatable
445226-0000-000

Polarizer D, 90° 
rotatable, removable
427706-0000-000

Objectives A-Plan M27
(see price list)

Objectives W 0.8
(see price list)

TIC slider 6x20
000000-1105-190
(usable with 
Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C
424941-9000-000)

Optovar modules
(see price list)

Analyzer slide, fixed, 
for transmitted light, 6x20
433605-0000-000

Lambda/4 compensator, 6x20
473714-0000-000
Analyzer slide D, 
fixed with lambda plate
453681-0000-000

Adapter M 27x0.75 
on W 0.8 H "0"
000000-1095-168

Object marker
000000-1105-072
Refill set for 
object marker
000000-0428-327

For fluorescence:
LED module 625 nm
423052-9522-000
LED module 505 nm
423052-9562-000
LED module 470 nm
423052-9573-000
LED module 385 nm
423052-9593-000
LED module 565 nm
423052-9602-000

Objectives 
N-Achroplan Pol
(see price list)
Objectives 
N-Achroplan M27
(see price list)
Objectives 
EC-Epiplan M27
(see price list)

Bulb 12 V 35 W, 
halogen reflector GU5.3
000000-0425-360

DIC slider C 6x20 for EC EPN 5x-20x 
000000-1105-192
DIC slider C 6x20 for EC EPN 50x-100x
000000-1105-193

Reflector module, C-DIC/TIC ACR P&C 
for reflected light 
424941-9000-000

Analyzer module  
424937-9901-000

Antiglare screen
452163-0000-000

Not usable with: 
Microscope stand Axiolab 5, Mat
430037-9052-000:

Illuminator 
TL/RL LED10
Axiolab
423005-9100-000

Filter set for FL reflector modules
(see price list)

Reflector module, FL EC P&C
424931-0000-000

Lambda compensator, 6x20
473704-0000-000

Condenser carrier with 
vertical adjustment on both sides
430720-9002-000

Interference wide-band filter, green,
d=32x4
467803-0000-000

Neutral-density filter 0.25, 
d=32x2
467849-0000-000

Polarizing filter 32 mm
473600-0000-000

Reflector module, brightfield ACR P&C 
for reflected light
424928-9901-000

Reflector module, darkfield ACR P&C 
for reflected light
424922-9901-000
Reflector module, polarizer ACR P&C
for reflected light
424923-9901-000

Reflector module, DIC/Pol red I Lambda 
ACR P&C for reflected light 
424938-0000-000
Reflector module, DIC/Pol ACR P&C 
for reflected light 
424939-9000-000

Bertrand system module, Pol P&C 
with analyzer 
424941-9040-000

Bulb 12 V 35 W, 
halogen reflector GU5.3
000000-0425-360

Illuminator 
TL/RL LED10
Axiolab
423005-9100-000
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技術仕様

寸法（長さ x 幅 x 高さ）

鏡筒を除く Axiolab 5標準顕微鏡スタンド（430037-9011-000） 約 304 mm x 210 mm x 357.5 mm

他のスタンドタイプは、使用する鏡筒に応じ、奥行においては微小な、高さにおいては大幅な差異を有します。

動作環境

許容環境温度 +10 °C ～ +40 °C

許容相対湿度（結露なし） 35°Cで最大 75%

使用可能な高度 2,000 m

気圧 800 hPa ～ 1,060 hPa

汚染度 2
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技術仕様

ZEISS Axiolab 5 スタンド ZEISS Axiolab 5 TL ZEISS Axiolab 5 TL+FL

透過光  光源 部品コード 430037-9011-000 430037-9021-000

TL 光源 LED 10W
オプション Hal 35 W

LED 10W
オプション Hal 35 W

TLフィルターホルダー  

蛍光 /反射光光源 FL / RL 光源 NA FL LEDモジュール

スタンド上の各 FL-LED の輝度コントロール NA 

FL-LED 輝度メモリ機能 NA 

蛍光イメージング用 TL 自動メカニカルシャッター NA 

リフレクタータレット NA 4ポジション、エンコード

RL / TLスイッチボタン NA 

観察および画像取得 Ecoモード  

ライトマネージャー  

スタンド上のスナップボタン（画像およびビデオ撮影用）  

コントラスト法 BF、DF、Phおよび簡易 TL Pol BF、DF、Ph、FLおよび簡易 TL Pol

視野数 23 mm 23 mm

光学系 無限 , IC²S 無限 , IC²S

カメラ鏡筒  

フルケーラー  

スタンド 対物レンズレボルバ 5X H、エンコード、M27 5X H、エンコード、M27

ステージ メカニカルステージ 75 x 50（ハードコートアルマイ
ト仕上げ、ラックドライブ、右または左ドライブ、
拡張可能、トルク調整付き）

メカニカルステージ 75 x 50（ハードコートアルマイト
仕上げ、ラックドライブ、右または左ドライブ、拡張
可能、トルク調整付き）

Z フォーカスレンジ 15 mm 15 mm

フォーカスノブ 微粗動フォーカスノブ左、微粗動フォーカスディス
ク右

微粗動フォーカスノブ左、微粗動フォーカスディス 
ク右

試料ホルダー ワンハンドオペレーション用 2スライドホルダー、ス
プリングレバー左
オプション：単一スライド用ホルダー

ワンハンドオペレーション用 2スライドホルダー、ス
プリングレバー左
オプション：単一スライド用ホルダー

エルゴ鏡筒  

アイピース、視度調整 ± 5 まで ± 5 まで

携帯ハンドル  

保管時のケーブルソリューション  

保管時のツール（アレンレンチ）ソリューション  

電源 内蔵 内蔵
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カールツァイス株式会社
リサーチマイクロスコピーソリューションズ
info.microscopy.jp@zeiss.com
https://www.zeiss.co.jp/microscopy

Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Germany
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.de/axiolab

http://flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
http://youtube.com/zeissmicroscopy
http://facebook.com/zeissmicroscopy
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