
ＢＪ-５０シリーズ 天体用冷却ＣＣＤカメラ価格表 

２０２２年１２月現在 

製 品 名 製 品 概 要    型  番 税抜価格 

■ ＢＪ－５０シリーズカメラセット 
ICX285ＡＬ （140万画素）ＡＢＧ付 モノクロ冷却ＣＣＤカメラセット 

・カメラ本体 

・マニュアル 

・コントロールソフト 

・電源ケーブル(4m) 

・USBケーブル(3m) 

１インチスリーブ 

電子シャッタ 

ＢＪ－５１Ｌ ￥３８０，０００ 

ICX285ＡＱ （140万画素）ＡＢＧ付 カラー冷却ＣＣＤカメラセット ＢＪ－５１Ｃ ￥３８０，０００ 

KAI-04022 （400万画素）ＡＢＧ付 モノクロ冷却ＣＣＤカメラセット 

(Standard) 

２インチスリーブ 

電子シャッタ 

ＢＪ－５２Ｌ ￥４９８，０００ 

KAI-04022 （400万画素）ＡＢＧ付 カラー冷却ＣＣＤカメラセット 

(Standard) 
ＢＪ－５２Ｃ ￥４９８，０００ 

ICX694ＡＬG （600万画素）ＡＢＧ付 モノクロ冷却ＣＣＤカメラセット ＢＪ－５３Ｌ ￥４９８，０００ 

ICX694ＡQG （600万画素）ＡＢＧ付 カラー冷却ＣＣＤカメラセット ＢＪ－５３Ｃ ￥４９８，０００ 

KAI-16050 （1600万画素）ＡＢＧ付 モノクロ冷却ＣＣＤカメラセット(G1) ＢＪ－５４Ｌ ￥７４０，０００ 

KAI-16050 （1600万画素）ＡＢＧ付 カラー冷却ＣＣＤカメラセット(G1) ＢＪ－５４Ｃ ￥７４０，０００ 

KAI-29050 （2900万画素）ＡＢＧ付 モノクロ冷却ＣＣＤカメラセット(G2) ＢＪ－５５Ｌ－Ｇ２ ￥９００，０００ 

KAI-29050 （2900万画素）ＡＢＧ付 カラー冷却ＣＣＤカメラセット(G2) ＢＪ－５５Ｃ－Ｇ２ ￥９００，０００ 

KAI-29050 （2900万画素）ＡＢＧ付 モノクロ冷却ＣＣＤカメラセット(G1) ＢＪ－５５Ｌ－Ｇ１ ￥１，１５０，０００ 

KAI-29050 （2900万画素）ＡＢＧ付 カラー冷却ＣＣＤカメラセット(G1) ＢＪ－５５Ｃ－Ｇ１ ￥１，１５０，０００ 

■ オプション 
ＭａｘＩｍ ＤＬ/ＣＣＤ 対応ドライバソフト 

※オートガイドは行えません 
ＭａｘＩｍ ＤＬ/ＣＣＤからの制御が可能 ＢＪ－ＭＡＸＩＭ1 ￥２０，０００ 

自動導入対応カメラ・コントロールソフト 

※ケーブルは入っていません 

Ｔｅｍｍａシリーズ、ＬＸ２００ 

ＳＴＡＲ ＢＯＯＫ ＴＥＮ対応 
ＢＪ－ＮＡＶＩ ￥１５，０００ 

ＡＣ-ＤＣ電源（ＤＣ１２Ｖ ３A）ケーブル付き AC100Vで使用する際に必要 ＢＳ－ＡＤＰ ￥１０，０００  

■ 保守用 
保守用 電源ケーブル 電源ケーブル（４ｍ） ＸＢＪ－Ｃ１ *￥２，５００ 

ガス交換費用 ＣＣＤ結露の場合に容器内のガス交換 ＢＪ－ＧＡＳ *￥３５，０００ 

紛失及びソフトバージョンアップ（送料込） 

※現行のWindowsバージョンに対応 
コントロールソフト（CD） ＸＢＪ－ＦＤ *￥５，０００ 

 

ＢＮ-８０シリーズ 天体用冷却ＣＣＤカメラ価格表 

                製 品 名 製 品 概 要    型  番   税抜価格 

■ ＢＮシリーズカメラセット 
KAI-11002 （1100万画素）ＡＢＧ付 モノクロ冷却ＣＣＤカメラセット(G1) 

・カメラ本体 

・マニュアル 

・コントロールソフト 

・電源ケーブル(4m) 

・USBケーブル(3m) 

２インチスリーブ 

電子シャッタ 

ＢＮ－８１Ｌ Discontinued 

KAI-11002 （1100万画素）ＡＢＧ付 カラー冷却ＣＣＤカメラセット(G1) ＢＮ－８１Ｃ Discontinued 

KAI-16070 （1600万画素）ＡＢＧ付 モノクロ冷却ＣＣＤカメラセット(G1) ＢＮ－８２Ｌ Discontinued 

KAI-16070 （1600万画素）ＡＢＧ付 カラー冷却ＣＣＤカメラセット(G1) ＢＮ－８２Ｃ Discontinued 

KAF-1001E （100万画素）ＡＢＧ無 モノクロ冷却ＣＣＤカメラセット(G2) 

２インチスリーブ 

メカシャッタ 

ＢＮ－８３Ｅ Discontinued 

KAF-6303E （600万画素）ＡＢＧ無 モノクロ冷却ＣＣＤカメラセット 

(Standard） 
ＢＮ－８４Ｅ 

Discontinued 

KAF-16803 （1600万画素）ＡＢＧ無 モノクロ冷却ＣＣＤカメラセット 

（Standard） 
ＢＮ－８５Ｌ 

Discontinued 

■ オプション 
ＭａｘＩｍ ＤＬ/ＣＣＤ 対応ドライバソフト※オートガイドは行えません ＭａｘＩｍ ＤＬ/ＣＣＤからの制御が可能 ＢＮ－ＭＡＸＩＭ1 ￥２０，０００ 

自動導入対応カメラ・コントロールソフト※ケーブルは入っていません 
Ｔｅｍｍａシリーズ、ＬＸ２００ 

ＳＴＡＲ ＢＯＯＫ ＴＥＮ対応 
ＢＮ－ＮＡＶＩ ￥１５，０００ 

ＡＣ－ＤＣ電源（ＤＣ１２Ｖ ６A）ケーブル付き AC100Vに使用する際に必要 ＢＱ－ＡＤＰ ￥２０，０００ 

■ 保守 
保守用 電源ケーブル 電源ケーブル（４ｍ） ＸＢＪ－Ｃ１ *￥２，５００ 

ガス交換費用 ＣＣＤ結露の場合に容器内のガス交換 ＢＮ－ＧＡＳ *￥４５，０００ 

紛失及びソフトバージョンアップ（送料込） 

※現行のWindowsバージョンに対応 
コントロールソフト（CD） ＸＢＪ－ＦＤ *￥５，０００ 

 

（全ての製品対象） 一度のご注文が￥５０，０００（税別）以下の場合、送料が別途必要になります。 



フィルターオプション 

製 品 名 製 品 概 要    型  番 税抜価格 

■ フィルターオプション（ＢＪ-５１用） 

手動フィルター付きカメラマウントセット 

（４８ｍｍ・LRGBフィルター及びケース４個付き） 

三脚取り付け用金具付属 

ニコンマウント用 お問い合わせください。 

EOSマウント用 お問い合わせください。 

電動フィルターホイールセット（４８ｍｍ・LRGBフィルター付き） 

USB電源動作 

三脚取り付け用金具付属 

タカハシワイドマウント用 お問い合わせください。 

Tマウント用 お問い合わせください。 

電動フィルターホイールセット（３６ｍｍ・LRGBフィルター付き） 

DC12V電源動作 

三脚取り付け用金具付属 

ニコンマウント用 CST-Ｆ３６－Ｎ *￥１９６，０００ 

EOSマウント用 CST-Ｆ３６－Ｅ *￥１９６，０００ 

※レンズの絞りやフォーカスなどの電動調整は行えません。 

■ フィルターオプション（ＢＪ-５２/５３/５４用） 

手動フィルター付きカメラマウントセット 

（４８ｍｍ・LRGBフィルター及びケース４個付き） 

三脚取り付け用金具付属 

ニコンマウント用 ＣＳＴ-ＭＢＪＮ－Ｎ *￥１３６，０００ 

EOSマウント用 ＣＳＴ-ＭＢＪＮ－Ｅ *￥１３６，０００ 

電動フィルターホイールセット（４８ｍｍ・LRGBフィルター付き） 

USB電源動作 

三脚取り付け用金具付属 

タカハシワイドマウント用 ＣＳＴ-AB５０－W *￥１６３，０００ 

Tマウント用 ＣＳＴ-AB５０－Ｔ *￥１６３，０００ 

電動フィルターホイールセット（４８ｍｍ・LRGBフィルター付き） 

DC12V電源動作 

三脚取り付け用金具付属 

ニコンマウント用 CST-Ｆ４８－Ｎ *￥２０８，０００ 

EOSマウント用 CST-Ｆ４８－Ｅ *￥２０８，０００ 

※レンズの絞りやフォーカスなどの電動調整は行えません。 

■ フィルターオプション（ＢＪ-５２/５３/５４/５５用） 

手動フィルター付きカメラマウントセット 

（５０.４ｍｍ・LRGBフィルター及びケース４個付き） 

三脚取り付け用金具付属 

ニコンマウント用 ＣＳＴ-ＭＢ５５－Ｎ *￥１４３，０００ 

EOSマウント用 ＣＳＴ-ＭＢ５５－Ｅ *￥１４３，０００ 

電動フィルターホイールセット（５０.４ｍｍ・LRGBフィルター付き） 

USB電源動作 

三脚取り付け用金具付属 

タカハシワイドマウント用 ＣＳＴ-AB５５－Ｔ *￥１６８，０００ 

電動フィルターホイールセット（５０.４ｍｍ・LRGBフィルター付き） 

DC12V電源動作 

三脚取り付け用金具付属 

ニコンマウント用 CST-Ｆ５０－Ｎ *￥２１５，０００ 

EOSマウント用 CST-Ｆ５０－Ｅ *￥２１５，０００ 

※レンズの絞りやフォーカスなどの電動調整は行えません。 

※BJ-55は望遠鏡取り付けた際ケラレが起こる場合があります。 

■ フィルターオプション（ＢＱ-８０シリーズ用） 

電動フィルターホイールセット 

DC12V電源動作 

三脚取り付け用金具付属 

各種マウント 特注で承っております。 

※レンズの絞りやフォーカスなどの電動調整は行えません。 
 

 

 
仕様は予告なく変更することがあります。 

製造元 ビットラン株式会社  
お問い合わせ／ＣＣＤ事業部  〒361-0056  埼玉県行田市持田2213   TEL.048-554-7471㈹   FAX.048-556-9591   URL  http://www.bitran.co.jp/ccd/   E-mail ccd@bitran.co.jp 

 


