～生体機能計測技術の様々な分野への適用／導入をお手伝いすることでイノベーション創出に貢献～
ワイヤレス筋電センサ
心電センサ

アンプ内蔵超小型筋電センサ

アンプ回路内蔵の超小型筋電センサ
（約2cm×1cm)を開発しました。
通常の筋電センサでは計測が困難な筋の
表面筋電図を記録するのに理想的なセンサです。

皮膚電位センサ

筋電センサと無線機能を一体化させた
ワイヤレス筋電センサ。
小型筐体内部に、無線、アクティブ電極、
大容量メモリなどを搭載し、手軽な筋電計測を実現。
さらに、同サイズ筐体に３軸加速度センサを
心電計測を容易に行うことができる心電センサ
搭載した先進的モデルもご用意。
有線タイプや無線タイプなど3種類をご用意。
無線タイプは複数人の同時心電計測も可能です。

お客様のニーズに
オンリーワンの技術で
お応えします。

ゴニオメータ

ゴニオメータは柔軟で
高精度の角度変位計測を特徴とし、
工業用途から人間の動きの計測まで
幅広く活用できる角度センサです。

皮膚電位センサは皮膚電位水準（SPL）と
皮膚電位反射（SPR）をそれぞれ計測する
ことができます。
ワイヤレス8chデータロガーに接続して
無線計測を行うことも可能です。

小型9軸
ワイヤレスモーションセンサ

3D可視化アプリケーションⅡ
様々なニーズを満たす製品を拡充

拘束のない身体運動のワイヤレス
計測を目的とし、加速度、角速度、
地磁気をそれぞれ3軸ずつ搭載しま
した。

・防水型9軸ワイヤレスモーションセンサ
・ワイヤレス8chロガー
・ワイヤレスひずみゲージロガー
・並列データ収集アプリケーション
・同期パルス発生装置Ⅱ
・同期発光装置

お客様から頂いたニーズを満たすための
製品開発を常に続けております。
現場でのトレーニング等と連動した計測
を行うためのオプション機器まで、お客様
のニーズを満たすことに尽力します。

計測時にモーションセンサが取り付
けられていた位置にファイルを配置
するだけで、角度表示や3DCGを構
築することができるPCアプリケー
ション。

お気軽にご相談下さい
既存のものではニーズを満たすことが出来ない場合、特注製作から既存製品のカスタマイズまで、ハードウェア／ソフトウェア／機構設計共に、
幅広く対応させて頂きます。お気軽に御声掛け下さい。

TEL ：
Mail ：

084-963-2890
info-oisaka@oisaka.co.jp

http://www.oisaka.co.jp/

HIGH-SPEED DATA LOGGER

MZ8D

■特徴
・低コストかつ高分解能で高速サンプリング、長期間計測に対応
・microSDカードへのロギング、USB、WiFiストリーミングの3パターン計測
・多彩な入力方式
・可変LPF搭載
・アナログ出力コネクタ搭載（オプション）
・複数台のデータを同期可能なトリガ入出力回路搭載
MZ8D

MZ8Dは高速での長時間ロギングや、有線・無線でのストリーミング計測に対応した、
低コストかつ高分解能なポータブル計測システムです。
表面
製品名

HIGH-SPEED DATA LOGGER MZ8D

入力ch

アナログ8ch

入力電圧

±5V

AD分解能

16bit

サンプリング周波数

SDカードロギング 最大500KHz（1chの場合）
USBストリーミング 最大200KHz（1chの場合）
WiFiストリーミング 最大 10KHz（1chの場合）

LPF

200Hz、400Hz、800Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz

出力電圧

±10V

電源

モバイルバッテリ

microSDカード

32GBまで対応

入力コネクタ

microUSB×8、丸形コネクタ×8、MDRコネクタ×1

出力コネクタ

SMAコネクタ×8（オプション）

サイズ

約170×148×53mm（突起部除く）

重量

約490g

裏面

［ロギング］

［有線接続］

[無線接続]

USB

WiFi

microSDカード

PC、スマートフォンなど

計測ソフトウェア

筋電センサ / ワイヤレスEMGロガーⅢ

乾式2極

乾式3極

湿式2極

小型乾式2極

測定対象の筋肉に装着し、電源等を接続するだけで簡単に筋電測定が行えま
す。乾式2極、乾式3極、湿式2極に加えて、

専用の追坂電子機器製筋電センサを最大４本接続でき、

小さな筋を計測するのに理想的な小型乾式2極も新たにご用意しました。

無線計測を行うことができるよう設計されたワイヤレスEMGロガー。

全てアクティブ型筋電センサです。

複数のワイヤレスEMGロガーは同時に使用することができます。
ロガー本体には128MByte分のメモリを搭載し、計測後に確実なデータ

製品名

筋電センサ

モデル

乾式2極、乾式3極、湿式2極、小型乾式2極
製品名

ワイヤレスEMGロガー

外形

31.0[mm] x 19.0[mm] x 4.5[mm] 乾式2極/乾式3極
35.0[mm] x 19.0[mm] x 4.5[mm] 湿式2極
21.0[mm] x 10.0[mm] x 4[mm] 小型乾式2極

外形

55[mm] x 40[mm] x 22[mm]

CMRR

94dB

無線

2.4GHz帯LP社製無線モジュール

出力信号

EMG

チャンネル数

4

周波数特性

5.3Hz～442Hz

電源

リチウムイオンバッテリー

ゲイン

500倍

連続動作時間

約3時間

サンプリング周波数

1～1000Hz（9段階)

電源

外部よりDC5V～12Vを供給
外部よりDC3.3V～5Vを供給

内蔵メモリ

128MByte

販売価格

50,000円～（税別）

販売価格

¥80,000（税別）

収集を行うことができます。

乾式2極/乾式3極/湿式2極
小型乾式2極

ワイヤレス筋電センサ / 心電センサ

P-EMG plus用／ワイヤレスEMGロガーⅢ用

乾式３極モデル

湿式3極モデル

ワイヤレスセンサ用

心電計測を容易に行うことができる心電センサです。
P-EMG plus用、ワイヤレスEMGロガーⅢ用、ワイヤレスセンサ用の3種類をご用

筋電センサと無線機能を一体化させたワイヤレス筋電センサ。

意しました。

小型筐体内部に、無線、アクティブ電極、大容量メモリなどを搭載し、

ワイヤレスEMGロガーⅢ用の心電センサは単体でも使用可能です。

手軽な筋電計測を実現。

ワイヤレスセンサ用は無線機、心電波形計測を行う生体アンプ、ロガーを一体化

さらに、同サイズ筐体に３軸加速度センサを搭載した先進的モデルもご用意。

しました。無線通信機能により、身体動作に非拘束なく心電図計測が可能です。
複数人の無線同時心電計測も可能です。

製品名

ワイヤレス筋電センサ

外形

42[mm] x 24[mm] x 11[mm]

製品名

心電センサ

無線

2.4GHz帯LP社製無線モジュール

モデル

P-EMG plus用

ワイヤレスEMGロガーⅢ用

ワイヤレスセンサ用

搭載センサ

乾式3極 or 湿式3極、加速度（オプション）

外形

35x19x4.5[mm]

35x19x4.5[mm]

43x24x12[mm]

量子化数

16bit

CMRR

94dB

サンプリング周波数

1～1000Hz（9段階)

出力信号

ECG

内蔵メモリ

32MByte

ゲイン

1000～10000倍(4段階)

500倍

250～3000倍(7段階)

電源

リチウムイオンバッテリー

周波数特性

0.048Hz～44.23kHz

0.048Hz～163.82Hz

連続駆動時間

約3.5時間

サンプリング周波数

1000～5000Hz(4段階)

1～1000Hz(9段階)

販売価格

¥95,000（税別）

販売価格

60,000円（税別）

50,000円 (税別)

95,000円(税別)

皮膚電位センサ / ゴニオメータ

柔軟で高精度の角度変位計測を特徴とし幅広く活用できる角度センサです。

皮膚電位センサは皮膚電位活動（skin potential activitiy:SPA）を計測するため
に設計されたセンサです。

■特徴
・高精度計測を可能にする精密な再現性
・軽量でフレキシブルな装着感
・優れた耐候性

皮膚電位水準（skin potential level:SPL）と皮膚電位反射（skin

製品名

ゴニオメータ

potential reflex:SPR）をそれぞれ計測することができます。

測定軸数

2軸

ワイヤレス8chデータロガーに接続して無線計測を行うことも可能です。

測定範囲

±200 [°]

出力信号

10 [mV/degree]

製品名

皮膚電位センサ

分解能

0.5 [°]

外形

28[mm] x 18[mm] x 8[mm]

角度誤差

2.5 [°] ( ±90°以内 )

電源

DC5V

温度ドリフト

なし

出力

SPL:DC～1Hz（増幅率10倍）
SPR:0.1Hz～13.4Hz（増幅率50倍）

寿命

100万サイクル以上

出力電圧

0-5V

最大伸び歪み

30 [%]

販売価格

¥75,000（税別）

最小曲げ半径

16 [mm]

起動時間

4.5 [sec]

サンプリング

500 [Hz]

電源電圧

DC 5 [V]

消費電流

約15 [mA]

重量

22.5 [g]

ハーネス長

約1.5 [m]

・ゼロ温度ドリフト
・高い耐ノイズ性能
・100万サイクルを超える高寿命

小型9軸ワイヤレスモーションセンサ／防水型9軸ワイヤレスモーションセンサ

3軸加速度、3軸角速度、3軸地磁気を搭載したワイヤレスモーション
センサ。 32MBのメモリを搭載し、無線によるリアルタイムな波形モ
ニタリングを行いながら、確実なデータロギングを実現。
電源は充電電池方式で、連続使用時間は約4時間に倍増。

9軸ワイヤレスモーションセンサに、完全防水タイプが新たなラインナッ
プとして加わります。
これまで、水泳等の水中運動を計測することは容易ではありませんでし
たが、もはや心配はご無用。実績ある9軸ワイヤレスモーションセンサの
計測性能を、水泳をはじめとする水中運動計測にもご利用いただくこと
ができるようになりました。

製品名

小型9軸ワイヤレスモーションセンサ

製品名

防水型9軸ワイヤレスモーションセンサ

外形

40[mm] x 30[mm] x 20[mm]

外形

67[mm] x 26[mm] x 8[mm]

無線

2.4GHz帯LP社製無線モジュール

無線

2.4GHz帯LP社製無線モジュール

加速度センサ

±5G/16G/50G/120G

加速度センサ

±5G/±16G

角速度センサ

±1500dps/6000dps

角速度センサ

±1500dps

地磁気センサ

±8Gauss

地磁気センサ

±8Gauss

連続動作時間

約4時間

連続動作時間

約2時間15分

サンプリング周波数

1～1000Hz（9段階)

サンプリング周波数

1～1000Hz（9段階)

内蔵メモリ

32MByte

内蔵メモリ

32MByte

販売価格

¥75,000（税別）

販売価格

¥75,000（税別）

ワイヤレス8chデータロガー

／ ワイヤレスひずみゲージロガー

ワイヤレス8chロガーは、最大8chのアナログ信号入力を接続すること

ひずみゲージによる計測をワイヤレス化を実現。

ができ、最高1kHzでサンプリングしたデータの無線送信およびロギング

ゲイン調整、バイアス調整機能を内蔵し、様々な現場に対応可能な機能を搭載。

を行うことができるワイヤレスデータロガーです。

従来では困難だった場所への取り付けも可能となり、ひずみゲージを用いた計測

ワイヤレス筋電センサ等との連動はもちろん同期性能を確保した状態

の対応範囲を拡げます。

で行えます。フットスイッチからの入力や、同期パルス発生装置と連動

製品名

ワイヤレスひずみゲージロガー

させる等、さまざま用途にお使い頂ける汎用ワイヤレスロガーです。

外形

55[mm] x 40[mm] x 20[mm]

製品名

ワイヤレス8chロガー

無線

2.4GHz帯LP社製無線モジュール

外形

55[mm] x 40[mm] x 20[mm]

チャンネル数

4

無線

2.4GHz帯LP社製無線モジュール

対応ひずみゲージ

120Ω/350Ω/1000Ω（出荷時に選択）

チャンネル数

8

ゲイン調整機能

有（ゲイン変更機能、オフセット調整機能）

連続動作時間

約4.5時間

連続動作時間

約4.5時間

サンプリング周波数

1～1000Hz（9段階)

サンプリング周波数

1～1000Hz（9段階)

内蔵メモリ

32MByte

内蔵メモリ

32MByte

販売価格

¥60,000（税別）

販売価格

¥90,000（税別）

並列データ収集アプリケーション／ 3D可視化アプリケーションⅡ

ワイヤレスセンサモジュールを最大16台接続し、
データの一括保存や一括消去を行うことができるアプリケーションです。
すぐにご使用いただけるよう16ポートUSBハブを付属しています。

計測時に小型9軸ワイヤレスモーションセンサが取り付けられていた
位置にファイルを配置するだけで、3DCGを構築することができるPCア
プリケーションを開発しました。
複数の小型9軸ワイヤレスモーションセンサを使用することで、例えば、

・ワイヤレスセンサモジュール（ひずみゲージロガー除く）を最大16台まで接続可能
・同じ測定時間のCSVファイルを自動結合可能
・複数台センサデータの一括保存、一括消去可能

肘や膝などの関節角度をCSV形式で保存させることができます。構築
された3DCGは、動画ファイルとして保存することが可能です。
また、リアルタイム角度を表示する機能も有しています。

・CSVに保存するデータを指定可能
（例：小型9軸ワイヤレスモーションセンサの加速度のみ等）
製品名

並列データ収集アプリケーション

製品名

3D可視化アプリケーションⅡ

販売価格

¥50,000（税別）

販売価格

¥92,000（税別） アカデミック価格

計測制御LabVIEWｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ（ワイヤレスセンサモジュール用）/周辺機器（ワイヤレスセンサモジュール用）

課題

他の機器と同期を取りたい

→ 同期パルス発生装置Ⅱをご用意

計測開始、または、
任意のタイミングでパ
ルス信号を生成。
同期信号の記録の
他、他の計測機器と
の連携に有用です。
計測の開始/停止はもちろんの事、ワイヤレスセンサモジュールに搭載さ
れているメモリのファイル管理、 サンプリング周波数や測定時間などの計
測設定、これらを無線接続でも、有線接続でも行うことが可能です。
課題

<計測制御アプリケーション搭載機能>
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

計測の開始／停止
内蔵メモリへの記録（本測定／予備測定切替）
計測データファイル管理（メモリ内情報の表示）
計測データファイルの回収、メモリ消去機能
サンプリング周波数設定（1Hz～1000Hz 9段階）
無線周波数設定
計測データ表示機能
複数台同時制御機能
同期信号送信機能、同期信号記録機能
各種ワイヤレスセンサモジュール固有の設定機能

製品名
販売価格

計測制御LabVIEWアプリケーション
¥3,500（税別）

ビデオ映像と同期させたい

→ 同期発光装置をご用意

パルス信号に応じて発
光する同期発光装置。
ビデオカメラの画角に
映り込ませることで、セ
ンサデータと映像の同
期ポイントを見つけや
すくすることが出来ます。

表面筋電位計測装置 P-EMG plus
最大16CHのリアルタイム表示計測が可
能です。表示の有無や表示場所を自由
に変更できるので、閲覧しやすくなりま
した。 その他、積分機能や印刷機能も
搭載しています。

ユーザ任意による最大５種類（ハムノイ
ズ・ローパス・ハイパス・バンドパス・バ
ンドストップ）のフィルタ周波数設定が行
えます。

最大5000Hzサンプリング＆16CH計測が可能な筋電計です。
外部入出力機能も搭載しており、
「リハビリテーション」・「ロボティクス」・「エルゴノミクス」・「バーチャル・リアリティ」・

保存したデータをCSVファイルに変換す

「スポーツサイエンス」など幅広い分野でご利用頂けます。

ることができます。
製品名

P-EMG plus

外形

210[mm] x 160[mm] x 66[mm]

CH数

8CH仕様/16CH仕様

周波数特性

1.6Hz～2300Hz

ゲイン

1000倍/2000倍/5000倍/10000倍

保存したデータの情報表示が行えます。

サンプリング周波数

1000Hz/2000Hz/3000Hz/5000Hz

カーソルで選択した区間の最小値・最

ホストとの接続

USB

大値・積算値・平均値などの波形情報

販売価格

8CH標準セット 898,000円～（税別）

を表示することができます。

エクセルを使用しての解析も可能です。

非侵襲性喉頭挙上計測装置 「ノドミル」

製品名

非侵襲性喉頭挙上計測装置 ノドミル

サンプリング周波数

100Hz

計測時間

1～999sec（最長16分39秒）

精度

挙上方向 約0.5mm
前後方向 約1.0mm（距離10mm以内）

前後方向への移動量も計測することが可能となっています。

外形

80x100x35[mm](突起部除く）

同期信号を使って他のセンサを組合わせることも可能で、

重量

約110g

電源

USB供給

トリガ出力

1ch（5V 500msec）

トリガ出力コネクタ

SMAジャック（BNC変換ケーブル付属）

販売価格

¥300,000（税別）

ノドミルは距離センサアレイによる非侵襲型の嚥下運動計測装置です。
頸部に押し当てるだけで簡単に喉頭部分の形状変化を記録することが可能で
嚥下や発声の解析やリハビリ時の視覚バイオフィードバックなどにご利用頂けます。
また、検出センサに距離センサを用いることで挙上方向への移動量だけでなく

より複合的な解析が可能となります。

