
だれで
も

操作が簡単です。

土壌の色を簡単・正確に測定できる携帯型測色計。

土色判定のバラツキを大幅に解消します。

どこで
も

小型･軽量の
ポータブルサイズです。

せいか
くに

土色帖に基づく
マンセル表示をします。

土色計 SPAD-503

SPAD 開発製品
土色計SPAD-503は、農林水産省農蚕園芸局
農産課の大規模経営体土壌・作物・生産物分析
システム実用化事業(Soil & Plant Analyzer 
Development，略称SPAD) において、本事
業の実施主体である（財）農産業振興奨励会、
農林水産省農業研究センター・農業環境技術研
究所および都県試験研究機関等の各先生方のご
指導により、葉緑素計に続いて開発した測色計
です。
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本器は測定して得られた値と土色帖色票のデータ
を比較し、最も色差が小さい色票名を選んで表示
します。

■ L*a*b*の表示もできます。

土色計　SPAD-503
小型・軽量の

ポータブルサイズです。
土色帖に基づく

マンセル表示をします。操作が簡単です。

実用的な機能だけを搭載。
初めてでも手軽に取り扱いができます。

手のひらにフィットするコンパクトタイプ。
掘削した断面の下層部でも測定しやすい
縦形形状です。

●土色帖に基づくマンセル表示をします。
長年蓄積したノウハウを基に開発した
独自のアルゴリズムを使用しています。
●平均測定が可能。色のバラツキの影響
を少なくすることができます。
●最大200個の測定データを記憶する
ことができます。

※ マンセル表示時のみ（L*a*b*のとき最大100データ）

●泥土での作業に便利な保護カバーの
装着ができます。 
●小型・軽量の専用プリンターで測定
データの印字ができます。

電源を入れます。

校正をします。

測定部を試料に当て測定をします。

測定結果が表示されます。

液晶表示例

マンセル

L*a*b*

プリンター　DPU-S245

保護カバー　CR-A80

寸法図（単位：mm）

●質量：370 g
           （電池別）

59 85

158

35

29.5

主な仕様
光 学 条 件

測 定 径

表 示

格納データ数

測 定 時 間

繰り返し性

使用温湿度範囲

保管温湿度範囲

標準付属品

別売付属品

8°：de（8°方向照明拡散受光方式：正反射光を除く）

約φ8mm

土色帖マンセル値（389色）、L*a*b*

マンセル値：最大200データ、L*a*b*：最大100データ

約1秒

標準偏差（ΔE*ab） ：0.1以内　（条件：白色校正板測定時）

マンセル値において ：表示値±1表示値

0～40℃、相対湿度85％以下（35℃のとき）／結露しないこと

－20～40℃、相対湿度85％以下（35℃のとき）／結露しないこと

ソフトケース CR-A68、リストストラップ CR-A73、

白色校正板 CR-A74、保護ガラスキャップ CR-A79、

保護カバー CR-A80、単3形電池4本

プリンター DPU-S245、

プリンターケーブル CR-A85、ACアダプター（100V）

●人間の目の感度に合わせた、3つの受光
センサーを内蔵した三刺激値タイプ
です。

●目視に近い、8°：de（8度方向照明／
拡散受光方式、正反射光除去）で測
色を行います。

●土壌の観察条件に近い、10度視野／
D65光源の条件で色票番号を選択し
ます。

■土色計の測定方式■土色計の測定方式

● 画面は一部はめ込み合成です。
● ここに記載の仕様および外観は、都合により予告なしに変更する場合があります。
● KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴ、シンボルマーク及びGiving Shape to Ideas は、コニカミノルタ株式会社の商標または登録商標です。

〒590-8551  大阪府堺市堺区大仙西町三丁91番地

登録証番号：JQA-E-80027
登録年月日：1997年3月12日

登録証番号：LRQ 0960094/A
登録年月日：1995年3月3日

http://sensing.konicaminolta.jp
E-mail:sensing@konicaminolta.jp 

コニカミノルタ ホームページ
セミナー開催や展示会、新製品情報、アプリケーション事例
など、コニカミノルタ計測製品をご活用いただく上でお役に
立つ情報を発信しています。

色と光の技術相談窓口

0120 - 610577

コニカミノルタ株式会社 
オプティクスカンパニー センシング事業部
CR推進部 顧客サポートG
フリーダイヤル

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
● 必ず指定の電源電圧に接続してご使用ください。
接続をあやまると、火災や感電の原因となります。

● 必ず指定の電池をご使用ください。
異なる電池を使用すると、火災や感電の原因となります。

安全に関するご注意

■標準付属品

■別売付属品

・ACアダプター(100V) 
・プリンターケーブル　CR-A85 

BEHPK9242-0876-10



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027005b9ad854c18cea53705237005d00270020306b57fa3065304f005d00209ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


