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2021年4月23日 13:00 

株式会社ビクセン 
 

鉱物・宝石の鑑定や布地・印刷物のチェックに。 

プロフェッショナルに応えるディテールルーペ10製品を 

4月30日（金）に発売 

 

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、ディテー

ルルーペのメタルホルダーシリーズ7製品とシマミルーペシリーズ3製品を4月30日（金）に発売し

ます。 

 

 
 

■ディテールルーペ/メタルホルダーシリーズ 

鉱物や宝石の鑑定、印刷物のチェックのほか、草花や苔の観察にお使いいただける、ポケットサイズ

の高倍率ルーペです。 

スマートフォンのカメラと組み合わせて使うことで、簡易的なマクロ撮影も可能です。 

 

■ディテールルーペ/メタルホルダー・シマミシリーズ 

シマミ（縞見）ルーペとは繊維織物の糸数を測定するためのルーペです。目盛が付いているので、布

地のチェックのほか、印刷物の仕上げ確認などの用途で使えます。 
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■ディテールルーペ/メタルホルダーシリーズ 

商品名：メタルホルダーD12 

レンズ径 12mm、倍率 10 倍の高倍率ポケットルーペです。回路基板などの確認、

自然観察に最適です。 

＜発売日＞2021年4月30日（金） 

＜メーカー希望小売価格＞¥2,200（税別¥2,000） 

＜商品コード＞41374-4 

＜JANコード＞4955295413744 

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/41374_4/ 

 

 

商品名：メタルホルダーD12-7 

レンズ径12mm/7mm、倍率10倍/20倍の2通りが使用できる高倍率ポケットルー

ペです。印刷物や彫刻の確認におすすめです。 

＜発売日＞2021年4月30日（金） 

＜メーカー希望小売価格＞¥3,080（税別¥2,800） 

＜商品コード＞41375-1 

＜JAN コード＞4955295413751 

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/41375_1/ 

 

仕様 

商品名 メタルホルダーD12 

倍率 10 倍 

レンズ径 12mm 

レンズ材質 ガラスレンズ(2 枚レンズ) 

ケース 収納式メタルケース 

サイズ 40×20.5×15.5mm(収納状態) 

重さ 22g 

原産国 日本 

仕様 

商品名 メタルホルダーD12-7 

倍率 10 倍/20 倍 

レンズ径 12mm/7mm 

レンズ材質 ガラスレンズ(2 枚レンズ) 

ケース 収納式メタルケース 

サイズ 58.5×23×16mm (収納状態) 

重さ 35g 

原産国 日本 



 3

 

 

商品名：メタルホルダーD14 

アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。レンズ径 14mm、倍率 20 倍。

屈折率の異なる 3 枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正し

ます。色にじみの少ないシャープで高精細な視界が得られるので、時計など精密機

械の造形も鮮明に観察できます。 

＜発売日＞2021年4月30日（金） 

＜メーカー希望小売価格＞¥4,840（税別¥4,400） 

＜商品コード＞41376-8 

＜JANコード＞4955295413768 

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/41376_8/ 
 

 

 

商品名：メタルホルダーD17 

アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。レンズ径17mm、倍率10倍。屈

折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。

高倍率ルーペとしては大きめのレンズを採用することにより、光学性能とのぞきや

すさを両立しました。宝石の鑑定に適したスペックです。 

＜発売日＞2021年4月30日（金） 

＜メーカー希望小売価格＞¥7,590（税別¥6,900） 

＜商品コード＞41377-5 

＜JANコード＞4955295413775 

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/41377_5/ 

仕様 

商品名 メタルホルダーD14 

倍率 20 倍 

レンズ径 14mm 

レンズ材質 ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3 枚レンズ)   

ケース 収納式メタルケース 

サイズ 40×20.5×16mm (収納状態) 

重さ 28g 

原産国 日本 

仕様 

商品名 メタルホルダーD17 

倍率 10 倍 

レンズ径 17mm 

レンズ材質 ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3 枚レンズ)   

ケース 収納式メタルケース 

サイズ 36×21×18.5mm (収納状態) 

重さ 36g 

原産国 日本 
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商品名：メタルホルダーD19 

3 倍・4 倍・5 倍の 3 枚レンズを装備し、組み合わせにより 7 通り（3、4、5、6.5、

9、11、15 倍）の拡大率が得られます。レンズ口径も大きく使いやすいので、化

石や鉱物、宝石の鑑定はもちろん、印刷物のチェックや製品の品質チェックなど多

彩な用途にご利用いただけます。 

＜発売日＞2021年4月30日（金） 

＜メーカー希望小売価格＞¥4,620（税別¥4,200） 

＜商品コード＞41373-7 

＜JANコード＞4955295413737 

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/41373_7/ 

 

 

商品名：メタルホルダーD20 

見やすい大口径 20mm、倍率 10 倍のルーペです。高倍率ポケットルーペのスタン

ダードモデル。苔など自然物の観察に便利にお使いいただけます。 

＜発売日＞2021年4月30日（金） 

＜メーカー希望小売価格＞¥2,970（税別¥2,700） 

＜商品コード＞41378-2 

＜JANコード＞4955295413782 

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/41378_2/ 

 

仕様 

商品名 メタルホルダーD19 

倍率 3、4、5、6.5、9、11、15 倍 

レンズ径 19mm 

レンズ材質 ガラスレンズ(各 1 枚レンズ)     

ケース 3 枚出、収納式メタルケース 

サイズ 51×27×17mm (収納状態) 

重さ 38g 

原産国 日本 

仕様 

商品名 メタルホルダーD20 

倍率 10 倍 

レンズ径 20mm 

レンズ材質 ガラスレンズ(2 枚レンズ) 

ケース 収納式メタルケース 

サイズ 51×27.5×16.5mm (収納状態) 

重さ 39g 

原産国 日本 
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商品名：メタルホルダーD23 

3 枚ある倍率 3.5 倍レンズを重ねることにより、3 通りの倍率（3.5、6、

8.6 倍）が得られるポケットルーペです。草花や昆虫など、お子様の自然観

察にもおすすめです。 

＜発売日＞2021年4月30日（金） 

＜メーカー希望小売価格＞¥2,090（税別¥1,900） 

＜商品コード＞41371-3 

＜JANコード＞4955295413713 

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/41371_3/ 

 

 

 

■ディテールルーペ/メタルホルダー・シマミシリーズ 

商品名：メタルホルダー・シマミ D20 

重さは 24g のシマミルーペのコンパクトモデル。倍率はシリーズ最大の 7 倍。レ

ンズ径は 20mm。布地チェックのほか、計測や品質検査にもおすすめです。 

＜発売日＞2021年4月30日（金） 

＜メーカー希望小売価格＞¥2,640（税別¥2,400） 

＜商品コード＞41382-9 

＜JAN コード＞4955295413829 

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/41382_9/ 

仕様 

商品名 メタルホルダーD23 

倍率 3.5、6、8.6 倍 

レンズ径 23mm 

レンズ材質 アクリルレンズ     

ケース 3 枚出、収納式樹脂ケース 

サイズ 59×28×15.5mm (収納状態) 

重さ 14g 

原産国 日本 

仕様 

商品名 メタルホルダー・シマミ D20 

倍率 7 倍 

レンズ径 20mm 

レンズ材質 ガラスレンズ(1 枚レンズ) 

スケール目盛 1mm 単位(全長 19.1mm)、1/8 インチ単位(全長 3/4 インチ) 

サイズ 44×30×13mm (収納状態) 

重さ 24g 

原産国 日本 
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商品名：メタルホルダー・シマミ D28 

シマミルーペのスタンダードモデル。レンズ倍率は 6 倍。シリーズ最大の 28mm

径レンズを採用しており、覗きやすい仕様です。 

＜発売日＞2021年4月30日（金） 

＜メーカー希望小売価格＞¥3,300（税別¥3,000） 

＜商品コード＞41381-2 

＜JANコード＞4955295413812 

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/41381_2/ 

 

 

商品名：メタルホルダー・シマミD25 

シマミルーペのハイエンドモデル。レンズ倍率 6 倍、レンズ径 25mm。2 枚レンズ

で像の歪みを補正し、長時間の使用でも目が疲れにくくなっています。 

＜発売日＞2021年4月30日（金） 

＜メーカー希望小売価格＞¥3,740（税別¥3,400） 

＜商品コード＞41379-9 

＜JANコード＞4955295413799 

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/41379_9/ 

 

仕様 

商品名 メタルホルダー・シマミ D28 

倍率 6 倍 

レンズ径 28mm 

レンズ材質 ガラスレンズ(1 枚レンズ) 

スケール目盛 1mm 単位(全長 25.4mm)、1/8 インチ単位(全長 1 インチ) 

サイズ 53×38×14mm (収納状態) 

重さ 42g 

原産国 日本 

仕様 

商品名 メタルホルダー・シマミ D25 

倍率 6 倍 

レンズ径 25mm 

レンズ材質 ガラスレンズ(2 枚レンズ) 

スケール目盛 1mm 単位(全長 25.4mm)、1/8 インチ単位(全長 1 インチ) 

サイズ 48×39.5×13mm (収納状態) 

重さ 64g 

原産国 日本 
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＜Vixen WEBサイト＞ 

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。 

株式会社ビクセン  https://www.vixen.co.jp/ 

Facebookページ   https://www.facebook.com/tonakaifanpage 

 

また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。 

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/ 

 

＜株式会社ビクセン 会社概要＞ 

代表取締役 新妻和重 

創業1949年 本社 埼玉県所沢市 

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー 
 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

株式会社ビクセン 

企画部 都築（つづき）・神山（かみやま） 

TEL 04-2944-4051  FAX 04-2944-4045 

Email tsuzuki@vixen.co.jp・kamiyama@vixen.co.jp 

 

https://www.vixen.co.jp/
https://www.facebook.com/tonakaifanpage
https://www.vixen.co.jp/event/event_info/
tel:04-2944-4051
tel:04-2944-4045
mailto:tsuzuki@vixen.co.jp
mailto:kamiyama@vixen.co.jp

