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オーハウスのエクスプローラーシリーズは、天びんの新たなレベルに到達しまし
た̶より近代的な特徴と設計でアップグレードしたエクスプローラーは、高性能
天びんとして市場にある他の天びんにはない比類のない性能を発揮します。 

エクスプローラーの特徴:
インテリジェントなパフォーマンス̶エクスプローラーシリーズのすべてのモデルに、最適化さ
れた直線性と繰り返し性、そして優れた振動フィルタリング機能が新しく搭載され、天びんの安定性が向上
しました。また、すべてのモデルがAutoCal™自動内部校正機能を標準装備。3×3フィルタリング設定によ
り、迅速で安定した計量結果が保証されます。これらのより優れた特徴により、正確性、効率性、生産性がさ
らに向上しました。 

直感的な操作性̶大きなカラータッチスクリーン画面、14のアプリケーションモードを搭載したアイ
コンによる操作が可能なソフトウェア、3段階の角度に調整可能な表示部により、エクスプローラーの操作
は非常に簡単です。 

精巧な設計̶計量部と表示部は取り外して分離することができるため、作業環境に柔軟に対応し
ます。風防を備えたモデルは、風防により計量チャンバを隔離することで、素早く安定した結果を提供しま
す。側面の風防ドアをスライドさせて開くまたは、上部ドアを上向きに蓋をあけるように開くかガラスパネ
ルをスライドさせて開くことで、計量チャンバに快適にアクセスできます。また、自動風防モデル（型式末
尾：/ AD）は、ハンズフリーでの風防ドアの開閉も可能です。

ハンズフリー操作̶エクスプローラーは、ユーザーが設定可能なタッチレスセンサを最大 4つ搭載
しており、クロスコンタミネーションや繰り返し触れることによって生じる天びんの磨耗を最小限に抑えます。

インテリジェント
直感的
優れた実用性

新しくなったエクスプローラー



機能、デザイン、性能をアップグレードしたオーハウスのエクスプローラーは、
天びんの新たなレベルに到達しました

インテリジェントなパフォーマンス
安定時間が最大 50 %短縮され、優れた衝撃保護機能を搭載
したエクスプローラーは、迅速、正確、信頼性の高い結果を提
供します。
• 安定時間の短縮 

—操作の効率性向上  
—スループット向上 
—生産性向上 

• 直線性および繰り返し性の最適化 
—正確で繰り返し性のある結果を実現

• 優れた振動フィルタリング 
—不安定な環境でも天びんの安定性を保持

• 衝撃、こぼれ、飛沫に対する優れた耐性 
— 2-Dプロテクションが、衝撃や急な動きによって生じる稼動中の中断から天び
んを保護。防塵防滴IP54の計量台ハウジングは、粉塵や湿度、突発的なこぼれ
や飛沫によるダメージから計量台を保護。*

*大ひょう量モデル（EX12001G, EX24001G, EX35001G）のみ

直感的なソフトウェア
SmarText™ 2.0 は簡単に使用できるオーハウスのグラフィック
ソフトウェアで、14のアプリケーション、キーボードと数字キー
パッド、および最小計量値の警告機能を備えています。
• カラー VGA 表示部、アイコンによる簡単なメニューナビゲーション 
̶高解像度の145 mmカラーTFT表示部により、非常に読み取りやすいオペレー
　ティングソフトウェア 
̶ 抵抗膜方式タッチスクリーン表示部で、オペレータのタッチまたはタッチペンに即
座に反応

• カスタマイズ機能のある14の組み込みアプリケーションにより、ラボや実働環境の　
さまざまなニーズに合致

• 視覚的警報が可能な最小計量値機能

• キーボードおよび数字キーパッドにより、GLP　
および G M P データやその他のアプリケー
ションデータを迅速に入力

• 管理者機能のある User Manager

• カスタマイズしたアプリケーションを保存して呼　
び出せるライブラリ機能

• 既存のデータ取得ソフトウェアに天びんを適応　　　　　　　　　　　　　　　　
させる代替 RS232コマンド機能

• 外付けのフットスイッチアクセサリによる外部　　　　　　　　　　　　　　　     　　
からのゼロ設定、風袋引き、または印字操作入力

• 音声および視覚によるボタン操作確認とチェック　　　　　　　　　　　　　　　
計量ステータスの表示

※日本語への切り替え可能



性能が向上したオーハウスのエクスプローラーは、高性能天びんシリーズとして、
他の天びんにはない比類のない特徴を装備

精巧な風防
エクスプローラーの風防は、上部ドアと側面のスライディング
ドアにより、余裕をもったアクセスと計量チャンバの目視が可能
です。また、計量台または表示部にあるタッチレスセンサにより、
側面ドアの自動開閉が可能なモデルもあります。
• 自動風防開閉モデルは、天びんに触れることなく風防を開くことができる新しい機能
を搭載。これにより、サンプル残留物の移行やコンタミネーションを防止

• 側面のドアは、上に付けられたベアリングで滑らかにスライド 

• 上部ドアは2種類の開け方で計量チャンバへアクセス可能：上向きに蓋を開けるか、ガ
ラスパネルをスライド

• 160 mm × 240 mm のワイドな側面開口部により大きな
計量ボートやその他の大きな計量皿を計量チャンバに不
自由なく設置および取り外し可能

• 静電気防止ガラスにより、計量結果に悪影響を及ぼす可
能性のある計量チャンバの静電気を除去

• ガラスパネルやステンレススチールの底面を簡単に取り
付け/取り外しできるため、洗浄が非常に容易

• 明かりが不十分な環境で使用する場合、風防内のライト
を使用可能

実用的なタッチレスセンサ 
エクスプローラーには 4つのタッチレスセンサが備えられて
おり、印字、校正、風袋引き、風防ドアの自動開閉、およびその他の
選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。
• ハンズフリーでの操作 
̶計量の効率性向上 
̶サンプル残留物の移行を防止 
̶汚染の最少化 

• 計量台にある 2 つのセンサ*と表示部にある 2つのセ
ンサをそれぞれ設定して、リモート操作が可能

• センサは、風防の側面ドアのハンズフリー操作の設定が
可能。センサの反対側にある側面ドアを自動で開くよ
う設定することもでき、空いているほうの手で効率的
かつ理にかなった形でサンプルを設置できるようサ
ポート。

*分析・上皿天びんモデルのみ対応。
 風防ドアの自動操作は分析天びんのみ対応。



インテリジェントな校正
AutoCal™ により、パフォーマンスが保証され、毎日自動的に校正
が行われることで、定期メンテナンスがサポートされます。
• 完全自動の内部校正システム

• 外部分銅不要 

• 外部分銅管理にかかるコストを削減

• 計量の精度に影響する温度変化を感知した場
合、または 11時間ごとにシステムを自己校正

直感的なユーザー設定
エクスプローラーは業界で最も操作が簡単な天びんで、水平調整
のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定
し、使用することができます。
• 天びん前面に見やすいライト付き水準器搭載

• 調整用のホイールを簡単に回して天びんを水平調整可能

• 水平調整サポート画面により、天びんを水平に    　　　　　　　　　　　　　　　
するために調整が必要なホイールをすぐに識別　　　　　　　　　　　　　　　
可能

• データ伝送機能によりデータを直接　　　　　　　　　　　　　　　　    
Microsoft Excel に出力

• アプリケーション使用時に表示される指示メッ 　　　　　　　　　　　　　　　
セージにより、ユーザーに計量プロセスをガイド

• ユーザー情報メニューにより、ユーザーはいつ　　　　　　　　　　　　　　　
でも簡単に天びんの機能を知ることが可能

•  最大 13言語に対応するエクスプローラーの　　　　　　　　　　　　　　　　
直感的なユーザー設定は真のユニバーサル　　　　　　　　　　　　　　　
天びん

機能拡張したエクスプローラーは、非常にインテリジェントで直感的なかつてない
天びんです

※日本語への切り替え可能



優れたモジュール型設計
エクスプローラーのモジュール型設計：計量台から取り外し可能
なカラータッチ表示部が備えられています。
• 表示部の機能: 
̶見やすい角度に調整可能（ 3段階） 
̶標準USBとRS 232、および RS 232または
　イーサネット用の3つめのオプションポート
　があり、通信ポートへのアクセスが容易  
̶左右のケーブル出口により、設置場所に柔
　軟に対応  
̶タワーおよび壁面へのモジュール型取り付け* 
̶過酷な環境下での使用のための保護カバー  
̶ 拡張ケーブルアクセサリにより最長約3メー
トルまでのリモートでの利用が可能　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

   ̶4つの調整用ホイールを備えた QuadraStance™設計による優れた安定性
   ̶堅牢なダイキャストメタルの底面ハウジング
   ̶モジュール型設置がすぐに可能なタワーマウントキットあり
   ̶ケーブル保管システム
       可動脚により、簡単で迅速な天びんの移動が可能** 

*タワーマウントキットは別売り
**大ひょう量モデル（EX12001G, EX24001G, EX35001G）のみ

 

その他の標準機能 & 機器:

メニューロックスイッチ、セキュリティブラケット、つり下げ式の計量アプリケーション
向けの床下計量フック、取り外し可能なステンレススチールの計量プラットフォーム、
水準器、過負荷および荷重不足インジケータ、自動スタンバイ

エクスプローラーは、オーハウス独自の実用的設計理念により、快適な操作性を備え
ています
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エクスプローラーの優れたアプリケーション機能は、ラボにお
ける非常に複雑な測定でさえ簡素化します。質量差測定であっ
ても、固体や液体の密度測定であっても、エクスプローラーは
手作業による計算やデータ記録にかかる手間や時間を必要と

しません。高解像度ディスプレイと革新的なユーザーインター
フェイスにより、天びんの設定と計量作業はいとも簡単に行え
ます。

オーハウス エクスプローラー アプリケーションソフトウェア

分かりやすいプロンプト     
次のアクションをメッセージ
で表示

現在使用中のアプリケーションを
表示。ワンタッチのドロップダウン
メニューはその他のアプリケーション
を表示

タッチするとアプリケー
ション設定の変更が可能

データの保存と呼出　　
頻繁に使用するアイテム
のライブラリデータを素
早く保存＆呼び出し

ヘルプ 　　　　　　　
内蔵のヘルプ機能の呼び
出しはインフォボタンを
押すだけ

量り込み＆ひょう量バー
範囲内にあることを表示
（表示はアプリケーション
によって異なる）

結果エリア　　　　　　
アプリケーション関連情
報を表示（アプリケーショ
ンによって異なる）

大きな計量値                  
どのような角度からも見
ることが可能

ソフトキー　　　　　　
アプリケーションによって
異なる表示7つのクイックキー  　

天びんの操作が簡単に！ メニューボタン　　　　   
アプリケーションの選択、
ユーザー設定の変更、天
びんの設定など、その他
多数

バッテリー寿命表示　　
オプションのバッテリー
パック使用時（大ひょう量
モデルのみ）

計量単位　　　　　　　
押すだけで計量単位を変
更可能（計量単位メニュー
で起動）

計量
計量物の重量を選択された測定単位
で測定します。最小計量値機能も利用
できます。
パーセント計量
サンプルの重量を測定し、事前に設定
された基準重量に対するパーセント
比率で表示します。
動物計量
不安定な計量物を計量します。天びん
では、特定時間における平均重量が採
用されます。
合計
複数の計量物の累積重量を測定しま
す。累積合計が天びんのひょう量を超
えることがあります。

質量差計量
サンプルの重量を保存し、初期重量と
最終重量の差を計算します。

ピーク保持
一連の最大重量を計測して保存しま
す。安定重量および不安定重量を両方
計測します。
個数計量
均一な重さを持つサンプルの個数を数え
ます。標準個数計量、チェック個数計量、お
よび量り込み個数計量から選択できます。
ピペット校正
組み込みの水密度テーブルを使用
して、重量分析によりピペット容量を
チェックします。（大ひょう量モデル未対応）
チェック計量
サンプルの重量を目標限度と比較しま
す。標準、公称重量、および公称パーセ
ントから選択できます。

量り込み
容器にターゲット重量まで量り込みます。進捗
バーに量り込みステータスが表示されます。

調合
調合および配合表作成に使用します。　　 
2 ～ 99 種類の成分に対応できます。

密度測定
水より密度の高い固体、水より密度の低い
固体、液体、または多孔物質の密度を測定
します。
原料原価計算
既知の成分または原料の原価/量に基づい
て、調合または配合の原価を計算します。

SQC
量り込みの不足および超過をなくすために、
バッチ毎にプロセスを監視し、制御します。

アプリケーション



オーハウス エクスプローラー 大ひょう量モデル
エクスプローラーシリーズには、最大 35 kgのひょう量を備えた 3つの大ひょう量モデル
があります。エクスプローラー大ひょう量天びんは、その他のモデルと同様にAutoCal™ 
や安定時間 1秒などの優れた特徴を備え、さらに大ひょう量計量アプリケーションを
サポートするさらなる機能と特徴を備えています。

モジュール型設計
• 145 mmのカラー VGAタッチスクリーンにより、読み取りやすく簡単なメニューナビゲーション

• 表示部に搭載された2つのタッチレスセンサによるハンズフリー操作

• 表示部と計量部は取り外して、最大 1.5 m離して設置できるため、さまざまな作業環境のニーズ　　
に対応。より高度な柔軟性が求められる場合は、3メートルケーブルもあり

過酷な環境や不安定な環境下に対する優れた保護機能
• ダイキャスト合金製計量部と 377 × 311 mmのステンレススチール製計量皿により、過酷な　　　　
環境下における高頻度使用に対応 

•  2 - Dプロテクションが、衝撃や急な動きによって生じる稼動中の中断から天びんを保護

• 防塵防滴 IP 54の計量台ハウジングは、粉塵や湿度、突発的なこぼれや飛沫によるダメージから　
計量台を保護

より高度な効率性を実現するための大ひょう量用アクセサリ
• 天びんの容易な移動を可能にする可動脚

• 電源のない場所でも10時間の稼動を可能にする充電式バッテリーオプション

型式 EX12001G EX24001G EX35001G

ひょう量 (g) 12000 24000 35000

最小表示 (g) 0.1 0.1 0.1

繰り返し性 標準偏差(g) ±0.1 ±0.1 ±0.1

直線性 (g) ±0.2 ±0.2 ±0.2

安定時間 (秒) ≤1 ≤1 ≤1

感度ドリフト (PPM/°C) 3 3 3

最小計量値 代表値 (USP, K=3, U=0.1%) 210 210 210

最小計量値 代表値 (GLP K=2, U=0.1%) 140 140 140

計量アプリケーション 重量、％、個数、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、SQC

計量単位 グラム、キログラム、カスタム単位

計量皿寸法 377 × 311 mm

校正 AutoCal™内部校正

風袋差し引き範囲 ひょう量まで

電源条件 電源入力100-240 VAC 0.5-0.25A 47-63 Hz、電源出力: 24 VDC, 0.63 A, 15W

表示部タイプ フルカラー VGAグラフィックディスプレイ、4線抵抗膜方式タッチスクリーン

表示部サイズ 145 mm （対角線）

表示部ハウジング （幅ｘ高さｘ奥行） 195 × 90 × 155 mm

計量部ハウジング （幅ｘ高さｘ奥行） 377 × 120 × 443 mm

通信出力 標準装備：RS232、USB、オプション：イーサネット、2つめのRS232

動作中の適応温度範囲 10℃～30℃

動作中の適応湿度範囲 30℃において15%～80%、40℃において50％、結露なきこと

保管条件 相対湿度10%～90%において-10℃～60℃、結露なきこと

正味重量 10 kg

梱包後重量 12.5 kg

梱包後寸法 665 × 525 × 330 mm

オプションの　　　
タワーマウントキットと
可動脚をつけた　
エクスプローラー 
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*〒110-0008
東京都台東区池之端 2-9-7 
池之端日殖ビル 6F
（メトラー・トレド㈱内）

電話: 03-5815-5515
ファックス: 03-5815-5525
www.ohaus.com
世界各国に事業拠点を展開

*ISO 9001:2008
登録品質
管理体制

Explorer®
分析/上皿天びん

型式 EX124G EX224G EX324G EX223G EX423G EX623G EX1103G EX2202G EX4202G EX6202G EX10202G EX6201G EX10201G

自動風防モデル EX124G/AD EX224G/AD EX324G/AD — — — — — — — — — —

ひょう量 (g) 120 220 320 220 420 620 1100 2200 4200 6200 10200 6200 10200

最小表示 (g) 0.0001 0.001 0.01 0.1

繰り返し性 標準偏差 (g) ±0.0001 ±0.001 ±0.01 ±0.1

直線性 (g) ±0.0002 ±0.002 ±0.02 ±0.2

安定時間 (sec) ≤2 ≤3 ≤1.5 ≤1

感度ドリフト(ppm/°C) 1.5 3 5 3
最小計量値 代表値  
(USP, K=3, U=0.1%) 0.24g 0.24g 0.24g 2.1g 2.1g 2.1g 2.1g 21g 21g 21g 21g 210g 210g

最小計量値 代表値  
(GLP K=2, U=0.1%) 0.16g 0.16g 0.16g 1.4g 1.4g 1.4g 1.4g 14g 14g 14g 14g 140g 140g

計量単位 グラム、ミリグラム、カスタム単位

計量アプリケーション 重量、％、個数、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC

計量皿寸法 Ø 90 mm Ø 130 mm 190 × 200 mm

校正  すべてのモデルで外部校正が可能。AutoCal™内部校正機能搭載。

風袋差し引き範囲 ひょう量まで

電源条件 ACアダプタ入力：100-240 VAC 0.6A 50-60 Hz

表示部タイプ フルカラーVGAグラフィックディスプレイ、4線抵抗膜方式タッチスクリーン

表示部サイズ 145 mm (対角線) 
表示部ハウジング
 （幅 ｘ 高さ ｘ 奥行） 195 × 90 × 155 mm

計量部ハウジング
 （幅 ｘ 高さ ｘ 奥行） 230 × 350 × 393 mm 230 × 98 × 393 mm

通信出力 標準装備：RS232、USB、オプション：イーサネット、2つめのRS232

動作中の適応温度範囲 10°C to 30°C

動作中の適応湿度範囲 30℃において15%～80%、40℃において50％、結露なきこと

保管条件 相対湿度10%～90%において-10℃～60℃、結露なきこと

正味重量 6.9 kg 4.3 kg 5 kg

梱包後重量 9.6 kg 6.8 kg 7.4 kg

梱包後寸法 55 × 38.5 × 55.1 cm 55 × 38.5 × 29.1 cm

コンプライアンス
製品の安全性: IEC/EN 61010-1:2010
電磁適合性: IEC 61326-1:2005; EN 61326-1:2006 (Class B)
環境: RoHS; WEEE

** 大ひょう量モデル（EX12001G, EX24001G, EX35001G）のみ対応

アクセサリ
タワーマウントキット 83021102
タワーキット** 30078082

ターミナル延長ケーブル 83021083

密度測定キット 80253384

風防キット（最少表示　0.01ｇ、0.1ｇモデル） 
※EX12001G,EX24001G, EX35001Gを除く

83021084

USBインターフェイスケーブル 91501026

第２RS232キット 83021081

イーサネットインターフェイスキット 83021082
外付け充電バッテリーパック** 30041295
フットスイッチキット 83021086
SF40Aプリンタ 30045641
RS232ケーブル（プリンタ、パソコン用） 12122603
可動脚部** 30041470
補助ディスプレイAD7-RS 30472064

延長ケーブル 9m 30078078


