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ベターサイズ社は、粒子径分布、粒子形状、ゼータ電位、および粉体特性の分析のために、品質管理から研究開発まで幅広く使

われている装置を提供しています。

会社概要 材料特性評価ソリューション

* 測定範囲はサンプルによって異なります。

測定範囲* 0.1 nm 1 nm 10 nm 100 nm 1 μm 10 μm 100 μm 1 mm 3.5 mm 10 mm

レーザー回折・
散乱式

動的光散乱

画像解析

Bettersizer S3 Plus: 0.01 μm to 3500 μm

Bettersizer ST: 0.1 μm to 1000 μm

BeNano Series: 0.3 nm to 15 μm

Bettersizer 2600: 0.02 μm to 2600 μm

BeVision Series: 1 μm to 10 mm

主な特徴

92 ヶ国をカバー

92

36 個所のグローバル
ラボ

36
27 年以上のビジネス

27+

27

AN

NIVERSARY

YEARS

89 件の特許が保有
89

15000 以上のお客様が
ベターサイズのテクノ

ロジーを利用

15,000+
厳密な品質管理のため、

95 % 社内生

95%

以下は、当社のソリューションがうまく利用できる典型的なアプリケーションです。

•  研磨剤

•  農薬

•  バッテリーと燃料電池

•  セメント

•  セラミック

•  化学薬品

•  石炭

•  化粧品

•  エレクトロニクス

•  フード＆ビバレッジ

•  ライフサイエンス

•  鉱業および鉱物

•  石油および石油化学製品

•  塗料、インク、コーティング

•  医薬品

•  プラスチックおよびポリマー

•  土壌と堆積物

•  トナー

•  大学と学界

•  3Dプリント

アプリケーションと産業

アプリケーションと業界の詳細については

お客様
世界中92ヶ国の15,000を超える企業から信頼されています。

アカデミア 化学薬品鉱業および鉱物 農薬医薬品 セラミックパウダー フード＆ビバレッジ

中国で No.1
の市場シェア

No.1
15％の収益が研究開発

に投資

15%

1995年に設立されたベターサイズ社は、粒子径測定ビジネスで

中国のNo.1プレーヤーです。近年、ベターサイズ社は世界市場

でもますます重視しており、品質管理から研究開発まで幅広い

製品を提供し、ナノメートルからミリメートルまでの粒子材料を

正確に測定します。

ベターサイズ社の使命は、クラス最高の粒子径測定装置、総合的

なソリューション、卓越したカスタマーサービスを提供すること

です。 私たちは、粒子物性を解析することにより、お客様の研究

を促進し、生産効率を向上させるために、世界中の科学者、研究

者やエンジニアを支援することに専念しています。

ベターサイズ社とそのサービスは、ベンチャー企業からグローバ

ル企業に急成長し、著名な大学から重要な研究センターまで、世

界中の何万ものお客様から信頼されています。

ここで、ベターサイズ社は、より優れた粒子物性評価ソリューショ

ンを提供します。
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BeNanoシリーズ

粒子サイズ、ゼータ電位、および分子量は、ナノ粒子を特徴付ける重要なパラメ

ーターであり、最先端の技術を備えたナノ粒子アナライザーであるBeNanoシリ

ーズによって迅速かつ正確に測定できます。

腫瘍治療に対するその効果を調査

するための多機能ナノコンポジット

の特性評価。

MCN（メソポーラスケイ酸カルシウムナノコ
ンポジット）のサイズとPDI

Gao, S., Liu, Y., Liu, Zhang, M., & Shi, K. (2022). Journal of Controlled Release, 341, 383-398 から適応.

MCN（メソポーラスケイ酸カルシウムナノコ
ンポジット）のゼータ電位

あなたのナノ粒子エキスパートナー

あなたにぴったりのBeNanoを選択してください

ベナノシリーズの光学系

BeNanoの詳細については

特徴

代表的なアプリケーション

パラメーターとテクノロジー

利点

測定可能なパラメーター

• 50mWの出力パワーを備えた671nmの固体レー
ザー

• 並外れた感度を提供するAPD（アバランシェフォ
トダイオード）検出器

• サンプルの散乱能力に応じたレーザー強度の自
動調整

• サンプル内の不純物の干渉を最小限に抑える結
果評価のインテリジェントアルゴリズム

• DLS後方散乱（173°）検出技術を使用して、最大40％の
広い濃度範囲で0.3nmまでのナノサイズのサンプルを
測定します

• キャピラリーサイジングセルで貴重なサンプルを節約す
る最小サンプル量3μL

• PALS（Phase Analysis Light Scattering）テクノロジー
により、電気泳動移動度が低いサンプルでも堅牢で一貫
性のあるデータ

• プログラムは温度制御可能なシステムを使用して、さま
ざまな温度で迅速かつ正確にテストを実行します

研磨剤

粒子径

動的光散乱（DLS）

ゼータ電位

電気泳動光散乱（ELS）

分子量

静的光散乱（SLS）

フード＆ビバレッジ ナノマテリアル 医薬品

アカデミア 家庭用化学薬品 塗料、インク、コーティング タンパク質とポリペプチド

応用例

Z-平均サイズ

多分散度指数（PDI）

光強度の重量、体積、
表面積および個数の粒子径分布

拡散係数

ゼータ電位

ゼータ電位分布

電気泳動移動度

導電率

分子量

第二ビリアル係数

モデル 測定可能なパラメーター 採用された技術
粒子径分布 分子量 ゼータ電位 90°DLS 173°DLS PALS

BeNano 90 ✔ ✔ ✔

BeNano 180 ✔ ✔ ✔

BeNano 180 Pro ✔ ✔ ✔ ✔

BeNano Zate ✔ ✔

BeNano 90 Zate ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

BeNano 180 Zate ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

BeNano 180 Zate  Pro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

サ
イ

ズ（
nm

）

ゼ
ー

タ
電

位（
m

V）

温度制御付き
サンプルホル
ダー 光ファイバー

減衰器

APD電気回路

レ
ー

ザ
ー

モーターに固定
されたレンズ

反射鏡 反射鏡

光ファイバーヘッド

エアパス

PC

光ファイバーヘッド
ビームスプリッター

減衰器

PZT

反射鏡
光ファイバーヘッド
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モデル Bettersizer S3 Plus

測定範囲（レーザーシステム） 0.01 - 3500μm

測定範囲（画像システム） 2 - 3500μm

統合CCDカメラ 0.5×,  10×

コンプライアンス 21 CFR Part 11,  ISO 13320,  USP<429> , CE

分散モジュール BT-80N BT-803

容量 80mL 600 mL

自動化 半自動 完全自動

互換性 有機分散剤のサンプル 水性分散剤中のサンプル

Bettersizer S3 Plus

Bettersizer S3 Plusは、レーザー回折・散乱式と動的画像解析式を1つの装置に統合しています。 0.01μmから3500μmまでの

粒子径と形状を測定できます。 超微粒子または特大粒子のいずれかに対するその並外れた感度、および卓越した解像度によ

り、最高の科学研究を行う研究者にとって最も強力な粒子径および形状を測定できる装置です。

あなたが求める卓越性のために

特徴 利点

特許取得済みのDLOIシステム

デュアルカメラ画像解析システム
仕様

• レーザー回折と動的画像解析を1つの機器に組み
合わせる

• 特許取得済みのDLOI（デュアルレンズおよび斜め
入射）システム

• デュアルカメラ画像解析テクノロジー

• 屈折率測定

• 粒子径と形状の結果を同時に取得します

• DLOIシステムを使用して0.01μmまでの超微粒子を正確に
測定

• デュアルカメラ画像解析システムでリアルタイムの粒子画
像を表示します

• 3500μmまでの特大粒子を検出

• 未知のサンプルの屈折率を決定し、測定結果の信頼性を向
上させます

• 96個の検出器で広い角度範囲（0.02〜165°）で
超微粒子を正確に測定

• デュアルレンズ設計を使用した優れた解像度の
堅牢な光学システム

• シングルレーザーシステム（532 nm）は、一貫し
た波長の連続散乱スペクトルを提供します

• 個々の粒子の画像を表示し、本当の個数分布を
提供します

• 非常に広い粒子径分布を持つサンプルに適して
おり、3500μmまでの非常に大きな粒子を識別し
ます

• 光学特性が不明な異種サンプルの測定に適して
いますBettersizerS3Plusによって撮影された粒子画像

BettersizerS3Plusの詳細については

オートサンプラーBT-A60

機能と利点
• ワンクリックで最大60サンプル
     人件費を削減します

• 測定の自動化
     より高い生産性を保証します

• 正確なサンプル識別
     バーコードをスキャンしてサンプルを識

別します      

• 効率的な超音波洗浄
     サンプルの相互汚染を防ぎます

応用例

体積頻度粒子径分布BettersizerS3Plusによって分析された月の土壌 個々の粒子の画像

月から取って来た土壌サンプルの粒子形状と粒子径分布を測定します。

Zhang, H., Zhang, X., Zhang, G., Dong, K., Gao, X., Yang, M. (2022). Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 65(2), 1-8 から適応.

分析用の月の土壌

BettersizerS3Plusの光学システム

High Speed CCD Cameras

Lateral
Detectors

Forward
Detectors

Backward
Detectors

Lens 1 Lens 2

Sample Cell

Laser

0.5x

10x

オートサンプラー BT-A60

測定可能な上限 200μm

サンプル容量 60サンプル

サンプリングボリューム 0.5 mL- 5 mL

体
積（

%
）

粒子径（μm）

横方向検出器

後方検出器

レンズ 1 レンズ 2

レーザー

高速 CCD カメラ

サンプルセル

前方検出器
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Bettersizer 2600

粒子径は、Bettersizer 2600を使用して、湿式または乾式のいずれかの方法で測定できます。モジュール式の設計と特許取得済み

の技術を備えたこの多用途で強力な粒子径分布測定装置は、さまざまなアプリケーションに対応しています。ユーザーは、0.02μm

から2600μmまでの材料を簡単かつ正確に特性評価できます。

あらゆるニーズに対応する優れた粒子径測定

仕様

Bettersizer 2600の光学システム

特徴 利点
• 湿式および乾式法の粒子径測定

• 異なるモジュール間の柔軟で簡単な切り替え

• フーリエと逆フーリエ光学設計の組み合わせ
技術

• 92個の検出器で0.016°から165°までの広い
検出角度

• 屈折率測定

• 多種多様な分散粒子システムへの適合性

• 逆フーリエ設計と傾斜サンプルセル設計により、0.02μmまでの超
微粒子を測定

• 従来のフーリエ設計を使用した信号対雑音比の向上によるサブミ
クロン粒子に対する優れた感度

• フーリエと逆フーリエのセットアップを組み合わせた多分散サン
プルの優れた分解能

Bettersizer 2600は、特定の測定要件を満たすために広い用途のモジュールを備えて、さまざまな業界やアプリケーションに対応

できます。

湿式測定乾式測定

モジュール間の柔軟で簡単な切り替え
• 乾式測定と湿式測定を柔軟に切り替えることで、ユーザーは各サンプルに最適

な方法を利用できます。

• モジュラースイッチは、Bettersizer2600で片手で簡単かつ迅速に行うことがで
きます。

応用例
湿式法または乾式法によるさまざまなサンプルの特性評価。

湿式法による太陽エネルギー変換器の粒度分布
Fan, X., Qiu, X., Lu, L., & Zhou, B. (2021). Solar Energy Materials 
and Solar Cells, 223, 110937 から適応. 

乾式法による金属粉末の粒度分布
Xu, C., Yu, S., Wu, W., Liu, Q., & Ren, L. (2022). Additive 
Manufacturing, 102589 から適応.

Bettersizer2600の詳細については

モジュール設計

分散モジュール BT-903 BT-902

質量 0.02-1g 0.2-10g

オートメーション 半自動 完全自動

互換性 少量の粉末のみ パウダー

分散モジュール BT-802 BT-80N 湿式少量

体積 600 mL 80 mL 8 mL

オートメーション 完全自動 半自動 半自動

互換性 水性溶媒に分散した
サンプル

有機溶媒に分散した
サンプル 少量のサンプル

パラメーター Bettersizer 2600
サイズ範囲 0.02 –2600μm（ウェット）; 0.1 – 2600μm（乾燥）

湿式分散媒体 水または有機溶媒

乾燥分散媒体 空気/窒素/希ガス

コンプライアンス 21 CFR Part 11,  ISO 13320,  USP<429> , CE

個
数

頻
度（

%
）

ボ
リュ

ー
ム（

%
）

累
積

ボ
リュ

ー
ム（

%
）

直径（μm） 粒子径（μm）

レーザー

前方検出器

横方向検出器

後方検出器

レンズ

サンプルセル
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モデル

粒子径測定 形状測定 革新的なデザイン

湿式法 乾式法 0.5x CCD 10x CCD デュアルフー
リエレンズ

斜め入射レー
ザーシステム

傾斜したサン
プルセル

フーリエと逆フ
ーリエ光学の
組み合わせ

Bettersize ST ✔ ✔

Bettersize 2600 ✔ ✔ ✔ ✔

Bettersize S3 Plus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

BettersizerSTの詳細については

Bettersizer ST

Bettersizer STは、完全に自動化され統合された粒子径分布測定

装置であり、湿式分散によるスマートな操作システムを備えていま

す。産業用QCプロセス用に最適化されたBettersizerSTは、最小限

のユーザー介入で安定した信頼性の高いテスト結果を提供します。

コンパクトな設置面積により、工場や研究所の貴重な作業スペース

を節約できます。

ワンストップQCツール

特徴 利点

仕様

ベターサイザーSTの光学系

• デュアルレンズシステムは、粒子サイズに関する
正確なテスト結果を提供します

• SOP（標準操作手順）による自動測定で簡単操作

• 自動位置合わせ機能により、再現性が向上します

• ユーザーフレンドリーなソフトウェアは、最高の測
定体験を提供します

• コンパクトなデザインで作業スペースを節約

• 使いやすさ

• 堅牢性

• コスト効率

• 低メンテナンス

応用例

Bettersizerシリーズの概要

Bettersizerシリーズの代表的なアプリケーション
研磨剤 バッテリーとエネルギー セラミック建材

フード＆ビバレッジ 鉱業および鉱物 医薬品塗料、インク、コーティング

家庭用化学薬品農薬 環境分析3D印刷材料

あなたにぴったりの Bettersizerを選択してください

優れた精度と再現性を備えた

BettersizerSTは、さまざまなアプリケー

ションや業界に最適なQCツールです。

パラメーター Bettersizer ST

サイズ範囲 0.1 – 1000μm

正確さ ± 1%

再現性 ≤1％の変動

コンプライアンス 21 CFR Part 11,  ISO 13320,  USP<429> , CE

粒子サイズ（μm）

ボ
リュ

ー
ム

周
波

数（
%

） エマルジョン農薬
ダイヤモンド研磨剤

酸化アルミニウムセラミック

金属粉3D印刷

砂質土を探す

前方検出器

横方向検出器後方検出器

レーザー

レンズ 1 レンズ 2

サンプルセル
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PLC分析ソフトウェア

Mill

最大3つの生産ラインBT-Online2

BT-オンラインシリーズ

• BT-オンラインシリーズ                                                                                                                                      
ベンチュリ負圧によるサンプリングおよび分散 

• 帯電防止サンプリングパイプライン                                                                                                                         
静電気の蓄積によるサンプルの凝集を効果的に回避し
ます

• 多段空気ろ過システム                                                                                                                                         
不純物、油、水を取り除き、圧縮空気の乾燥と清浄度を確
保します

• 内蔵循環ポンプと超音波分散ユニット                                                                                                                                   
安定した信頼できる結果を保証するための十分なサンプル分散。

• 有機溶剤に対応                                                                                                                      
有機溶剤を回収してリサイクルする廃棄物ろ過システムを搭載
し、コスト削減と汚染防止。

• 優れたサンプリング再現性                                                                                                                                   
流れるパイプラインの継続的なサンプリングにより、代表的なサン
プリングと正確な結果が保証されます。

Standard Operating Procedure（SOP）によって駆動され、さまざまな制御プラットフォームおよびプロトコルと統合された

BT-Onlineシリーズは、24時間年中無休で湿式および乾式生産ラインの両方にリアルタイムの粒子径の監視と制御を提供でき

ます。自動調整システム、無停電電源装置（UPS）、および異常圧力保護を備えたBT-Onlineシリーズは、強力な環境適応性を備

えています。

オンライン粒子径測定ソリューション

特徴と利点

BT-Online1 
乾式分散オンライン粒子径測定装置

BT-Online2
湿式分散オンライン粒子径測定装置

BT-Onlineシリーズで設置された生産ライン

BT-Online2制御システム

仕様

セメント

炭素

クリンカー

飼料

マイクロシリカ

金属粉

• 一台の装置で同時に複数の生産ラインを監視します

• オペレーターの介入なしに自動的に実行され、より優れたリアルタイムの品質監視を保証します

• 自動制御システムは、内循環ことにより、厳しい許容限界を導きます

• エネルギー消費の削減とサンプルスループットの向上

• 高い投資収益率

これは、セメント生産ラインを監視する例

です。 モニターウィンドウには、％>45μm、

％>80μm、D50などの主要なパラメーター

が表示され、粒子径の変化をリアルタイム

で追跡します。 また、必要に応じて、PLCは

製造装置にフィードバック制御を提供し、製

造プロセスを最適化します。

異なるミル速度でのセメントのオンラインサイジング

応用例

BT-Online1制御システム

BT-Onlineシリーズの詳細については

PLC

分析ソフトウェア
製造設備

プロセスライン

パラメーター BT—Online1 BT—Online2

サイズ範囲 0.1 – 1000μm 0.2 – 2000μm

分散媒体 Dry Wet

正確さ ± 3% ± 0.5%

再現性 ≤ 3％の変動 ≤ 0.5％の変動

コンプライアンス 21 CFR Part 11,  ISO 13320,  USP<429> , CE
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BeVision M1

仕様

代表的なアプリケーション

応用例

BeVision M1は自動画像スキャンシステムであり、フィルター上の粒子の清

浄度分析に特に適しています。 BeVision M1は、冶金顕微鏡、プログラム

可能な電動ステージ、オートフォーカス機能、および高解像度CMOSを備

えており、個々の粒子をキャプチャして認識し、画像を大きな摘要画像に

自動的につなぎ合わせます。

BeVisionM1はISO16232に準拠しており、自動車および電子産業で使用

される部品およびコンポーネントの清浄度分析に広く適用されています。

これは、フィルター上の粒子と繊維の数を数える例を示しています。

自動粒子径および形状スキャナー

• 乾式サンプルと湿式サンプルの両方の自動測定
測定効率を改善し、オペレーターの主観を回避します。

• 自動清浄度分析
異物粒子の測定と分類を可能にします。

• 金属および繊維粒子のインテリジェントな識別
形態学的および光学的特性に基づいて金属および繊維粒子を識別します。

• センチメートルの粒子径測定
画像スティッチングモードでは、複数の画像を横切る繊維や粗い粒子でも、細部を失うことなく記録および分析できます。

機能と利点

•  オートモーティブエレクトロニクス

•  マイクロファイバー

•  研磨剤

•  金属粉

•  医薬品（注射用懸濁液など）

•  鉱業および鉱物（砂および砂利/鉱石粉末など）

BeVisionM1の詳細については

仕様

代表的なアプリケーション

応用例

BeVision S1

BeVision S1は、光学顕微鏡と画像分析を組み合わせて、粉末または懸

濁液の直感的で正確な粒子径と形状の分布を提供します。最大100倍

の対物倍率で、1μmの微細な粒子でもBeVisionS1によって効率的に分

析および記録することができます。

粒子径と形状のための伝統的な画像解析装置

•  金属粉

•  医薬品

•  塗料、インク、コーティング

•  鉱業および鉱物

•  農薬

•  研磨剤（炭化ケイ素、ダイヤモンドなど）

MCC（微結晶性セルロース）と水でできたペレットの粒子

径と形状を分析します。
異なる球形化最中に押し出された顆粒の投影画像。
Zhang, M., & Li, Y. (2016). Powder Technology, 299, 199-209 か
ら適応.

• 乾いたサンプルと湿ったサンプルの両方
乾燥した粉末または液体のサンプルを十分に分散させて分析することができます。

• 柔軟な光源と幅広い用途
デフォルトの透過率光源はほとんどのサンプルに適しており、反射光源または偏光光源
は、より複雑なニーズを満たすためにオプションです。

• 付着粒子の自動識別
ユーザーは、付着した粒子を統計から除外するか、それらを分離した粒子に分割して統計
に含めることができます。

機能と利点

付着した粒子の識別 付着した粒子の分離

オプションのBT-910ドライパウダーディ
スパーサーは、ユーザーがサンプルの迅
速で再現性のある分散を実現するのに役
立ちます

BeVisionS1の詳細については

•  ガラスとセラミック

パラメーター Bettersizer ST

粒子径範囲 1 – 3000μm

測定 手動

総倍率 160x, 400x, 1600x, 4000x

CMOSカメラ 12Mピクセル

コンプライアンス ISO 13322-1：2014

パラメーター Bettersizer M1

粒子径範囲 1 – 10000μm

測定 自動化

総倍率 160x, 200x, 400x, 800x

CMOSカメラ 12Mピクセル

コンプライアンス ISO 13322-1: 2014, ISO 16232: 2018
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BeVision D2

• マルチスレッド処理による測定中のリアルタイムの結果表示

•  高速CCDカメラ-120FPSおよびマイクロ秒の露光時間で、移動する粒子の
トレーリング現象を最小限に抑えます

• 付着した粒子の自動識別-本当の結果への干渉を回避します

• 効率的なサンプラー-粗い粒子に適した電磁振動供給と重力駆動分散

• ふるい分け結果のシミュレーション機能

仕様

BeVision D2は、高性能の動的画像粒子径および形状分析システムであり、

乾式分散による粗い粒子、さらにはミリメートルスケールの粉末材料の総合

的な特性評価を目的としています。 BeVision D2の高速CCDとマルチスレ

ッドソフトウェアにより、1分あたり10000を超える粒子を迅速に識別し、再

現性のある正確な測定結果を得ることができます。

粒子は振動フィーダーによって分散され、テスト
ゾーンを通って自由に落下し、CCDカメラによっ
てリアルタイムで検出および撮影されます。

乾式分析用ダイナミックイメージアナライザー

特徴と利点

代表的なアプリケーション

応用例
清華大学の研究チームによる黒鉛鉱石の粒子径測定。

測定された鉱石の写真とサイズの分布。
Li, J. H., Hou, S. Y., Su, J. R., Li, K., Wei, L. B., Ma, L. Q., Huang, Z. 
H. (2019). New Carbon Materials, 34(2), 205-210 から適応.

•  研磨剤

•  3D印刷材料

•  土壌と堆積物

•  ガラスとセラミック

•  化学薬品および触媒

•  粒状肥料

•  食品（穀物、塩、砂糖など）

•  鉱業および鉱物（鉱石、石炭など）

•  プラスチック・樹脂（吸水性材等）

BeVisionD2の詳細については

BeVisionシリーズの概要

•  多様な評価パラメーター
 11個のサイズパラメータ、13個の形状パラメー

タ、および単一粒子画像を含めます。

• 完全自動化された操作
 画像処理、粒子識別、粒子分析、粒子情報統計

などの分析を自動化します。

• 凝集体の同定
 付着した粒子や凝集物が結果に干渉するのを

防ぎます。

• すべての粒子の可視化
 不規則な形状の粒子が本来の一次粒子である

か凝集体であるかをユーザーが判断するのに
役立ちます。

• 豊富な結果のプレゼンテーション
  頻度グラフ、累積グラフ、ヒストグラム、散布図、

分布表を提供します。そして、グラフは高度にカ
スタマイズすることができます。

• キャリブレーション機能
 結果の信憑性を確保するためのステージ目盛

による倍率と焦点の正確なキャリブレーション。

• 再分析機能
 ユーザーが保存された単一粒子ギャラリーを再

分析し、元のレコードとは独立した新しいレコー
ドを作成できるようにします。

• コンプライアンス
 すべての測定パラメーターの表現は、ISO 

9276-6：2008に準拠しています。

あなたにぴったりのBeVisionを選択してください

BeVisionソフトウェアの機能と利点

Particle Size (μm) Particle Size (μm)

パラメーター Bettersizer D2

粒子径範囲 30 – 10000μm

総倍率 5x – 8x

CMOSカメラ 1.3Mピクセル，120 FPS

コンプライアンス ISO 13322-2：2021

モデル 静止画像分析 動的画像分析 湿式分散 乾式分散 清浄度分析

BeVision S1 √ √ √

BeVision M1 √ √ √ √

BeVision D2 √ √

サイズパラメーター 形状パラメーター

面積相当径 L/D比

周囲長に相当する直径 楕円比

長軸径 アスペクト比

短軸径 伸長

最大フェレット径 真直度

最小フェレット径 不規則性

長さxLF コンパクトさ

ルジャンドル楕円の主軸 範囲

ルジャンドル楕円の短軸 ボックス比率

最大マーティン直径 循環性

最小マーティン直径 堅牢性

凸性

凹み

粒子サイズ（μm）

累
積

分
布（

%
）

ボ
リュ

ー
ム

周
波

数（
%

）
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サンプル 安息角 (°) スパチュラ角 (°) 圧縮率 (%) 均一 流動性指数 流動性評価

M(全脂粉乳) 52.03 52.09 25.45 2.42 63 普通

M(脱脂粉乳) 38.90 36.46 12.28 2.42 78 良い

パラメーター PowderPro A1 PowderPro M1

動作モード 自動 手動

角度の測定 1-CCDカメラで測定された90° 分度器で測定した1- 90°

ドロップの高さ 3 or 14 mm 3 or 14 mm

タッピング速度 50〜300タップ/分（ユーザー調整可能） 250タップ/分

再現性 ≤3％の変動 ≤ 5% の変動

コンプライアンス ASTM D6393-14, ISO 3953:2011, USP32-NF27<616>, EP7.0 07/2010:20934E

PowderPro A1

PowderPro A1は、Wi-Fiによるインテリジェント制御、画像処理技術、3D電磁振動技術など、多くの最先端技術を統合していま

す。粉体の物性を高速、簡単、正確に測定できます。 インテリジェントな粉末特性テスターとして、粉末材料の解析と研究に役立つ

重要な機器です。

自動粉体特性試験機

•  コンパクトなデザイン 
短時間で一台装置に粉体特性の14のパラメーターを提供します。

•  自動画像技術 
高解像度CCDカメラでパウダーパイルの画像をキャプチャしま
す。

•  自動制御技術 
使いやすさと高速動作を保証します。 SOPを使用すると、正確で
信頼性の高い結果を得ることができます。

•  複数のコントロール
21 CFR Part 11機能を備えたタブレット、携帯電話、またはコンピ
ューターでテストを実行します。

•  インテリジェントなデータ送信
分析用のサンプル重量を転送するために、電子天秤が機器に接
続されています。

•  便利なデータ出力 
測定データをタイムリーに印刷するためのミニプリンターが利用
可能です。

•  手動バージョンで利用可能 
手動プロセスで同じ分析を実行する費用対効果の高い
PowderProM1。

測定されたパラメーター

安息角

ふるいサイズ

落下角度

へらの角度

計算されたパラメーター

差の角度

圧縮率

均一性

流動性

不沈性

かさ密度

タップ密度

分散性

ボイド

凝集

仕様

代表的なアプリケーション

粉末洗剤

電池材料

医薬品

建材

トナー

セラミック

土壌と堆積物

金属粉

測定方法

タップ密度 (ρT)

安息角 (θR)

かさ密度 (ρB)

空のカップを埋める

空のカップ

Mass A

パックされた粉末で満たされ
たカップ

Mass C

画像処理技術

𝜃𝑅

ゆるい粉で満たされたカップ

Mass B

垂直振動

自由に落ちる

スクレープ

スクレープ

ρB =
𝑀𝑎𝑠𝑠 𝐵 −𝑀𝑎𝑠𝑠 𝐴 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑢𝑝

 ρT =
𝑀𝑎𝑠𝑠 𝐶 −𝑀𝑎𝑠𝑠 𝐴 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑢𝑝

応用例
ブランドMの全粉乳と脱脂粉乳の流動性の違いを評価します。

PowderProA1の詳細については

特徴と利点
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BeDensi T1/T2/T3 Pro 

BeDensi T Proシリーズは、USP、EP、ASTM、およびISO規格に準拠しながら、直感的な操作に優れた信頼性の高いタップ密度

測定装置です。再現性のばらつきが1％未満のかさ密度とタップ密度を測定できるため、ユーザーはさまざまな粉末材料の流動

性を理解できます。

タップ密度測定

• コンプライアンス-USP、EP、ASTM、およびISO規格に適合し、信頼できる結果を提供します 

• 最大3台のワークステーション-さまざまなニーズを満たし、生産性を向上させます

• 使いやすさ
   - キーパッドでパラメータを簡単に設定可能； 

   - シリンダーをロックホルダーとすばやく交換します； 

   - ワンクリックで内蔵サーマルプリンターで詳細レポートを印刷。

異なる粉砕時間で調製された2つのLiFePO4サンプルの

特性評価。
2つのサンプルのタップ密度が測定され、10サイクルの測定で優れた
再現性（<1％）が示されます。

読みやすいシリンダー

メインデバイス

統合プリンター

変更が簡単なロックのサポート

メンブレンキ
ーパッド

落下高さ：3 または 14 mm

速度：100 〜 300 タップ / 分

各種容量シリンダー

最大 3 つのステーション

BeDensi T1 Pro BeDensi T2 Pro BeDensi T3 Pro

特徴と利点

仕様

応用例

BeDensi B1-S/B1/HFlow 1

HFlow 1 

流動性試験機（金属粉用）

HFlow 1テスターは、サンプルを標準のホール流量計ファンネ

ル（2.5 mmオリフィス）またはカーニーファンネル（5 mmオリ

フィス）に流すことにより、金属粉末および粉末混合物の流量

を評価します。 HFlow 1は、ISO 44900、ASTM B213、および

ASTMB964に基づいて設計および製造されています。

かさ密度計および金属粉末流動性試験機

BeDensi B1-S 
かさ密度計（金属粉用）

BeDensi B1-Sかさ密度計は、スコット容積測定法を使用して、さまざ

まな金属粉末および医薬品粉末のかさ密度を測定します。 BeDensi 

B1-Sの製造規格は、ISO 3923-2、ASTM B329、USP <616>、および

EP2.9.34に準拠しています。

BeDensi B1 

かさ密度計（金属粉を除く）

BeDensiB1かさ密度計は自然堆積法を採用

しています。 GB / T16913.3-1997-パート

III：かさ密度の測定を完全に準拠

BeDensiTProシリーズの詳細については

パラメーター BeDensi T1 Pro BeDensi T2 Pro BeDensi T3 Pro

ワークステーションの数 1 2 3

タッピング速度 100〜300タップ/分（ユーザー調整可能）

再現性 ≤1％の変動

サイクル回数

再現性=0.96%

再現性=0.95%

タ
ッ

プ
密

度
(g

/m
l）
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認定サービスとサポート
私たちは卓越したカスタマーサービスに大きな誇りを持っており、製品ライフサイクル全体を通じて

優れたアプリケーション技術サポートとアフターサービスを提供しています。

製品のデモンストレーションとインストールから、定期的な製品トレーニングとワークショップ、予防

保守プログラム、ソフトウェアとハードウェアのアップグレード、下取り購入プログラム、修理範囲と

24時間年中無休の緊急サービスまで、当社の認定サービスチームが対応します。

36のローカルサポートセンターとラボ
中国の本社および研究開発センター

グローバル・フットプリント・ネットワーク
Bettersizer 2000S

• 自動位置合わせ機能を備えたクラシックな
フーリエ設計

• オープン測定ゾーンを備えた高速サンプリ
ングシステム

• 低メンテナンスコスト
レンズ保護カバーとステンレス鋼ハウジン
グを使用してます

• 幅と高さを柔軟に調整可能
さまざまなアプリケーションに適応します

• 防水・防塵設計 
過酷な環境の工業用地に適しています

Bettersizer 2000Sは、1μmから2000μmの範囲のスプレー液滴またはエアロゾルの粒子径測定用に設計されています。

これにより、ユーザーはノズルの設計を最適化し、スプレー圧力を決定し、スプレー効果を評価することができます。 耐食性、防

水性、防塵性を備えたBettersizer 2000Sは、さまざまなアプリケーションの要件を満たす理想的なスプレー測定装置です。

リアルタイムスプレー粒子径測定装置

特徴と利点

仕様

代表的なアプリケーション
エアロゾル

農薬 ドローンスプレー

ノズルリサーチ

応用例

Particle Size (μm)

Cu
m

ul
at

iv
e 

Di
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n 

(%
)
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lu
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eq

ue
nc

y 
(%

)

ミスト噴霧器の性能を評価するための噴霧液滴の測定。

レーザー

ボトムブラケット

スプレー液滴

制御盤

エアコンプレッサ

ガイドレール

ノズル

ベターサイズ社の装置の全シリーズは、ISO9001およびCE認証に準拠しています。 ソフトウェアは、米国FDA 21 CFR Part 11
に準拠しており、測定結果の有効性と信頼性を確保し、トレーサビリティ要件を満たしています。

コンプライアンス

U.S. Food and Drug Administration Center for Devices and Radiological Health Document Mail Center - WO66-G609 10903 New 
Hampshire Avenue Silver Spring, MD 20993-0002 

This message is to acknowledge receipt of your Annual Report , which was filed pursuant to the regulations for the administration and 
enforcement of the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968 (Title 21, Code of Federal Regulations, Subchapter J) as they 
pertain to the submission information description below. If your submission is a report, it has been filed according to reporting 
requirements in Title 21, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1002. Your submission has been assigned an informal subject title 
below after “Purpose:”. Your submission has been assigned an ACCESSION NUMBER which can be used by you and FDA to identify 
your submission. 

WARNING:  
THE ACCESSION NUMBER ASSIGNED TO YOUR SUBMISSION DOES NOT IMPLY, CONVEY OR CONSTITUTE FDA APPROVAL OF ANY 
REPORT, APPLICATION FOR VARIANCE OR EXEMPTION, NOTIFICATION, OR ANY OTHER SUBMISSION OR ITS CONTENTS. THE 
ACCESSION NUMBER IS ONLY AN ACKNOWLEDGMENT THAT FDA HAS RECEIVED YOUR SUBMISSION. IT MAY BE REVOKED BY FDA. 
ITS DISCLOSURE IS YOUR RESPONSIBILITY. IT IDENTIFIES YOUR SUBMISSION FOR PRODUCTS OR PRODUCT FAMILIES IDENTIFIED IN 
THIS MESSAGE. 

Be advised that failure to comply with FDA regulations may result in notification of affected persons and corrective actions at no cost 
to the purchaser, pursuant to 21 CFR Part 1003 -- Discovery of Defect or Failure to Comply and 21 CFR Part 1004 -- Repurchase, 
Repairs, or Replacement of Electronic Products. 

Please be aware that the following CDRH Product Code(s) have been assigned to the product(s) described in this report: 

REO defined as Analytical Measuring And Detection Laser Product 

If these products will be shipped to the United States, the shipping broker will need to provide the full FDA Product Code at the time of 
entry, structured as follows: 

95R- -EO 

- - - - - - - - - - DOCUMENT RECEIVED, FILED, & ACKNOWLEDGED - - - - - - - - - - 

This automated notification from the CeSub Submission Process contains general information about the aforementioned submission: 

Accession Number:      2130308-000 

Date Loaded:    Jul 12, 2021 

Document Date:   Jul 10, 2021 

Establishment Name:   DANDONG BETTERSIZE INSTRUMENTS LTD. 

Purpose:   This submission is a(n) Annual Report. These Research, Scientific, Laboratory Laser Products cover the period from 
July 01, 2020 to June 30, 2021. 

 Submitter: David Jia 

Email:   davidjia168@126.com 

Reporting Official:   Yanan Yu 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

If you meet all other applicable FDA requirements, you may market the product(s) reported. Please be aware that additional electronic 
product radiation control or medical device regulations may apply to your product, such as: 

21 CFR 1002.11, requiring report supplements under certain circumstances following the same reporting forms as used for 
product reports on your products 

21 CFR 1002.13, requiring annual reports to be submitted each year by September 1 using the appropriate reporting form 
for annual reports 

21 CFR 1010 - 1050, requiring certification to FDA radiation safety performance standards 

21 CFR 807, requiring manufacturer registration and device listing, and 

21 CFR 807, 812 and 814, requiring medical device clearance or approval 

For further information see: 

Radiological Health web site - http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/default.htm 
FDA Electronic Submissions Gateway website -  
http://www.fda.gov/ForIndustry/ElectronicSubmissionsGateway/default.htm 

If you have any questions, please contact the Director of the Division of Radiological Health, or the branch chief of your respective 
product area, as listed on the CDRH Management Directory, under the Office of In Vitro Diagnostics and Radiological Health, Division 
of Radiological Health. 
http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/CDRHOffices/ucm127854.htm 

Please include a primary (and optional secondary) contact email address in all submissions (and/or cover letters) to facilitate electronic 
correspondence. 

Sincerely yours, 

Division of Radiological Health 
Office of In Vitro Diagnostics and Radiological Health 
Center for Devices and Radiological Health 

パラメーター Bettersizer 2000S

粒子径範囲 1 – 2000μm

シングルテストの最小期間 ≤ 10秒

正確さ ± 3%

再現性 ≤ 3％の変動



Bettersize Instruments Ltd.

Web サイト : https://www.bettersizeinstruments.com

E メール : info@bettersize.com

住所 : No. 9, Ganquan Road, Jinquan Industrial Park, 

Dandong, Liaoning, China

郵便番号 : 118009

電話 : +86-415-6163800

ファックス : +86-415-6170645

免責事項：パンフレットを使用またはアクセスすることにより、資格や制限なしに免責事項に同意したことになります。 
このパンフレットの情報が正確であることを保証するために細心の注意が払われています。Bettersize Instruments Ltd.
は、ここに含まれる誤りまたはこの資料の使用に関連する損害について責任を負わないものとします。 このパンフレッ
トの情報は一般的な情報として提示されており、その正確性、完全性、または正確性に関して明示または黙示を問わず
表明または保証するものではありません。 法的な申し出または契約の一部を構成するものではありません。 Bettersize 
Instruments Ltd. は、事前の通知なしに、また会社に対するその後の責任なしに、パンフレットに概説されているコンテ
ンツを変更、変更、追加、および削除する権利を留保します。 
  
著作権：©2022 Bettersize Instruments Ltd. | 全著作権所有

当社のウェブサイトを訪問：:

公式 YouTube チャンネルのアクセス :


