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※本製品ガイドは編集部のアンケートにより
ご回答いただいた製品について掲載しています。
「検査技術」編集部

超音波厚さ計AD-3255

／㈱エ－・アンド・デイ

■製品概要・仕様
① １台でワイドな計測範囲（0.8～300 mm）をカバー。
② 0.01 mmの表示分解能（0.01/0.1 mmの表示切り替え可能）。
③ 探触子を移動させながら計測した厚さの最小値を表示するスキャンモード搭載。
④ 用途にあわせて３種類の探触子を使用可能。
⑤ 塗装越しの厚さ計測が可能。
■主な特長
① 探触子のゼロ点調整が可能。4 mm相当の試験片付属。
② 探触子の交換が可能。
③ 音速調整が可能。
１点調整、２点調整または数値入力で調整可能。設定内容と調整データは記憶
される。
④ カップリングの状態を表示、探触子と測定対象物との接触状態の確認が可能。
⑤ 乾電池の残量表示機能。
⑥ オートパワーオフ機能。
⑦ バックライト機能（暗い環境でも見やすい表示）。

問い合わせ先／TEL： 03-5391-6126
URL： http://www.aandd.co.jp/adhome/products/ndt/ad3255.html

超音波厚さ計

MTG8

／Elcometer㈱

超音波厚さ計（鋳鉄、鋼鉄、ガラス、アルミニウム、プラスチックなど）
■仕様
◦最大測定範囲：0.63～500 mm
◦速度の範囲：1,250～10,000 m/s
◦精度：±1%または0.05 mm
◦分解能：0.1 mmまたは0.01 mmのどちらかを選択
◦単位：mm、inch
■特長
① 防塵防水仕様（IP54）で、衝撃に強い本体
② 見易い大きなカラー液晶画面（日本語を含む、多言語での表示可能）
③ 統計値、グラフ、ランチャート、B－スキャン表示
④ 読み取りデータ1,000バッチ、100,000点保存（データー管理ソフト付）
⑤ スキャンモード：１秒間に最高16箇所の厚さを測定し、最も薄い値を記録
⑥ エコー・エコーモード：試料の塗膜の厚さを含まず、素地のみの厚さを測定

問い合わせ先／TEL：03-6869-0770
URL：http://www.elcometer.co.jp
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超音波厚さ計

CTS-30C

／エフティーエス㈱

CTS-30シリーズは、本体が非常にコンパクトで、厚さ測定や腐食・減肉検査に最
適な汎用タイプ。最大5,000点のデータ保存が可能な内蔵メモリーを搭載し、付属ソ
フトおよびUSBケーブルを経由して測定データをPCに転送可能。音速度計としても
使用することができる、コストパフォーマンスに優れた簡易型厚さ計。
■特長
◦コンパクトで取り扱いが容易
◦塗膜の上から母材厚が測定できる（コーティングキャンセル機能）
◦厚さ、音速の両方の測定が可能で、腐食・減肉検査にも適用可能
◦非金属材料（ガラス、セラミック、プラスチック等）の厚さ測定が可能
◦本体の上部に基準プレートを装備 キャリブレーションが簡単
◦用途に合った探触子を選択可能
◦コーティングキャンセル機能付き
■仕様
【サイズ／重量】
（W）65×
（H）98×
（D）24 mm／120 g
【測定／音速範囲】 0.8～300 mm（鋼中）／1,000～9,999 m/s
材質、表面状態、温度、探触子により異なる

問い合わせ先／TEL：03-6206-2220
URL：http://www.fts-web.jp

ポータブルデジタル超音波探傷器・超音波厚さ計 Smartor／エフティーエス㈱
Smartorは超音波探傷器と超音波厚さ計がひとつになった画期的な製品。ソフト
ウェアのアップグレードにより、用途に合わせて様々な超音波探傷と超音波厚さ計
の切り替えが行える。
■特長
◦塗膜の上から母材厚が測れるスルーコーティング測定など、多数の厚さ測定機能
◦複数の旧来UT機能搭載
◦軽量かつコンパクト（0.9 kg（バッテリ含む）／W198×H128×D52 mm）
◦防塵・防水の堅牢ハウジング：IP66
◦5.7インチ液晶ディスプレイ、高解像度640×480ピクセル
◦片手で操作でき、右手でも左手でも操作可能
◦ネガティブSW波パルサー最大350 Vのハイパワーモデル
◦0.5～20 MHzのブロードバンド、各周波数に合わせたナローバンドと、使用用途
に合わせたフィルター設定が可能
◦少ないボタンで簡単操作、日本語対応

問い合わせ先／TEL：03-6206-2220
URL：http://www.fts-web.jp

精密超音波厚さ計

ECHO-8

／エフティーエス㈱

ECHO-8は、基本的にあらゆる材料の厚さを非破壊で測定することが可能なうえ、
非常に精度が良く、1 µm単位で表示可能。また、塗装膜の上からでも母材のみの厚
さを測定するスルーコーティング測定も可能。音速度計としても使用することがで
き、黒鉛球状化率等の材質検査にも活用可能。
■特長
・1 µm単位で表示可能
・非金属材料（ガラス、セラミック、プラスチック等）の厚さ測定も可能
・充電式で24時間以上使用可能（測定環境による）
・最大2,700のアプリケーション設定が保存可能
・IP67（防水防塵）
■仕様
【サイズ／重量】 （W）102×
（H）184×
（D）51mm／520g
【測定／音速範囲】 0.5～584mm（鋼中）／508～18,699m/s
材質、表面状態、温度、探触子により異なる

問い合わせ先／TEL：03-6206-2220
URL：http://www.fts-web.jp

P製品ガイド2019-05.indd 2

19/04/08 15:52

超音波厚さ計

38DL PLUS

／オリンパス㈱

38DL PLUSは、腐食検査と精密厚さ測定のどちらでも使用できる高性能な超音波
厚さ計。また高い耐久性で過酷な環境下でも安心して使用することが可能。
■特長
・一振動子型探触子、および二振動子型探触子に対応
・広範な厚さ測定範囲：0.08〜635 mm（素材および探触子のタイプなどにより異
なる）
・THRU-COAT（スルーコート）／エコーtoエコー機能が装備されているので、塗
装・コーティングをはがすことなく、母材の厚さのみを測定可能
・V-Path Builder（ブイパスビルダー）機能により、二振動子型探触子でカスタ
ムV-Path補正曲線を作成することができ、測定精度がさらに向上
・データロガー機能搭載、厚さ測定値475,000件、または波形20,000件まで保存可能
・防水・防塵性能 IP67準拠、耐衝撃性能 MIL-STD-810F準拠
・ソフトウェアオプションにて、内部酸化スケール測定、高分解能（0.001 mm）
測定、最大４層までの多層材を同時に測定、ハイペネトレーション測定などが
可能
・測定データを、RS232C経由で外部PCのEXCEL上に自動記録可能

問い合わせ先／TEL：0120-58-0414（フリーダイヤル）
URL：http://www.olympus-ims.com/

超音波厚さ計

45MG

／オリンパス㈱

45MGは、腐食検査用途に加えて、ソフトウェアオプションにて精密厚さ測定にも
対応できる超音波厚さ計。簡単操作と耐久性を同時に兼ね備えている。
■特長
◦二振動子型探触子による腐食検査対応
◦B-スキャンマッピング機能搭載
◦小型ボディーに、屋内／屋外でも見やすいQVGAカラーディスプレイを搭載
◦左右どちらからでも片手で簡単操作が可能な日本語キーパッドを装備
◦防水・防塵性能 IP67準拠、耐衝撃性能 MIL-STD-810G準拠
◦多彩なソフトウェアオプションにて、一振動子型探触子による精密厚さ測定、
一振動子ハイペネトレーション測定、THRU-COAT（スルーコート）／エコー
toエコー測定、波形表示機能付きライブA-スキャン、データロガーなどが可能

※波形表示オプション付き

磁気式厚さ計

問い合わせ先／TEL：0120-58-0414（フリーダイヤル）
URL：http://www.olympus-ims.com/

Magna-Mike 8600

／オリンパス㈱

Magna-Mike 8600はシンプルな磁気式を採用した厚さ計で、プラスチックや
PET、アルミ、ガラス、複合材など、非磁性体素材の肉厚を高精度に素早く、非破
壊で測定することが可能。
■特長
◦検査対象物の片側にターゲット材を設置し、反対側からプローブ先端のセンサ
ーを接触させることにより、ターゲット材とセンサー間の距離（厚さ）を瞬時
に測定
◦0.001～25.4 mmまでの肉厚測定が可能
◦３種類のプローブ（ストレート、直角、薄型湾曲）、付け替え可能な３種類のウ
ェアキャップ（標準、拡張、チゼルチップ）と、サイズと形状の異なるターゲ
ット材で、さまざまな形状の検査対象物に対応
◦簡単操作で、複雑なセットアップや特別なトレーニングが不要
◦検査対象物を切断・分解することなく、非破壊検査が可能

問い合わせ先／TEL：0120-58-0414（フリーダイヤル）
URL：http://www.olympus-ims.com/
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ポータブル型EMAT（電磁超音波）厚み計（NKD-019E）

／極東貿易㈱

■特長
◦コーティング（厚さ4 mmまで）上から腐食減肉測定可能
◦高温の材料を測定可能（−20〜＋720 ℃の広範囲に適用可能）
◦非接触測定のため、接触媒質は不要
◦プローブの傾きなどの影響が少なく、安定した測定が可能
◦測定材の表面粗さの影響が少なく、表面の手入れが不要
◦３パターンの自動測定モードにより、操作が容易
◦全自動／（T-B1）モード／（B1 - B2）モード
◦自動感度調整機能 ◦自動校正（音速調整）機能 ◦測定結果が保存可能
■適用範囲
◦材質：鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、合金
◦材料：板、管、容器、部品
◦金属加工業、石油化学工業、航空宇宙産業、造船および船舶の修繕、産業機械
製造、etc

問い合わせ先／TEL：03-3244-3628
URL：http://www.kbk.co.jp

SFタンク用超音波厚さ計 SF-1150

／㈱サンコウ電子研究所

SF二重殻タンクの間隙有無検査、FRPの肉厚検査
■特長
◦SF二重殻タンクの殻壁内の検知層の接着・隙間状態を外殻板（FRP）表面より
簡単に検出、タンク内からの危険物の漏洩を未然に予知・点検
◦FRPの厚さを超音波によってワンタッチ測定
◦液晶はバックライト付で、暗所でも見やすいデジタル表示
◦SF二重殻タンクの試験確認に簡単で直ぐに使用可能
■仕様
◦測定方式：パルス反射方式
◦測定範囲：1.0～50.0 mm（モード自動切替）
◦音速調整範囲：500～9,999 m/sec
◦電源：単３アルカリ乾電池×１（約12時間）
◦使用温度範囲：－10～50 ℃（結露しないこと）
◦寸法重量：66（W）
×180（H）
×28（D）mm、360 g

問い合わせ先／TEL：03-3254-5033（営業統括部）
URL：http://www.sanko-denshi.co.jp

超音波厚さ計

TI-120T

／JFEアドバンテック㈱

塗膜下測定可能な超音波厚さ計「TI-120T」（新発売）
■塗膜の上から効率よく測定
対象物の塗膜を剥がす前処理が不要の超音波厚さ計。
■測定データは本体に記録可能
記録しておきたい測定値をボタン操作一つで保存。
■データはPCへ転送して管理
本体に保存したデータをお持ちのPCへ転送可能。
（CSV形式。通信ソフト、USB通信ケーブル標準付属）
■測定範囲：鋼板の場合3.0〜20.0 mm（塗膜下測定）
パイプの場合、外径27.2 mm以上が対応条件

問い合わせ先／TEL：0798-66-1508（大阪営業）03-5825-7362（東京営業）
URL：https://www.jfe-advantech.co.jp/
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連続厚さ測定装置

サーキットスキャンⅢ

／新日本非破壊検査㈱

■特長
◦連続測定することで減肉部の断面形状を図形化できる。
◦全波形収録により母材きずと減肉の判断を容易にし、測定値の信頼性を向上さ
せることができる。
◦バッテリー駆動で最大４時間の連続使用が可能。
■用途
◦各種プラントの連続厚さ測定
■仕様
◦検査対象物：各種配管および板材
◦適用配管径：50A以上
◦表面状態：塗膜上からの測定が可能
◦操作速度：500 mm/sec（MAX）
◦本体寸法、重量：293×206×87 mm、3.2 kg

問い合わせ先／TEL：093-581-1234（営業本部）
URL：http://www.shk-k.co.jp

ワイドスキャン（マルチチャンネル連続厚さ測定システム）／新日本非破壊検査㈱
■特長
◦12chのマルチチャンネル連続厚さ測定により、面での減肉状況の把握が可能
◦各チャンネルの全超音波波形データを収録することで、信頼性が向上
◦ログアンプを採用したことでダイナミックレンジが大きくなり、データの収録
性が向上
◦マグネット吸着式の自動走行機構により大径管の周方向の連続測定が可能
■仕様
◦適用外径：φ500 mm以上
◦表示画像：肉厚分布のカラーマッピング表示および断面表示
◦測定精度：±0.1 mm
◦走査速度：Max 2 m/min
◦測定方式：R-B1方式
◦取得データ：全波形データ収録方式（1 mmピッチ）

問い合わせ先／TEL：093-581-1234（営業本部）
URL：http://www.shk-k.co.jp

Scale-Ut（水蒸気酸化スケール厚さ測定装置）／新日本非破壊検査㈱
■特長
◦10 µm以上の水蒸気酸化スケール厚さの測定が可能
◦リアルタイムで測定が可能
◦波形収録により測定データの確認が可能で、測定値の信頼性が向上
◦サンプリング周波数を高めることで、高精度な測定を実現
◦バッテリー駆動で最大4時間の連続使用が可能
■用途
◦ボイラチューブ内面の化学洗浄状況の確認
◦ボイラチューブ内面の水蒸気酸化スケール厚さの測定
◦ボイラチューブ内面の水蒸気酸化スケール厚さの経年調査

問い合わせ先／TEL：093-581-1234（営業本部）
URL：http://www.shk-k.co.jp
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超音波厚さ計 DMS Go+シリーズ／GEセンシング＆インスペクション・テクノロジーズ㈱
DMS Go+は、軽量・小型設計で厳しい検査環境下でも操作可能なAスコープ表示付
超音波厚さ計。高機能・高精度を実現し、厚さ測定に必要な様々な機能やレポート作
成機能を搭載。一振動子探触子および二振動子探触子の使用が可能となっており、あ
らゆる厚さ測定に適用可能。用途に応じた機器の選択や、オプション機能の追加搭載
も可能。
DMS Go+は携帯型超音波探傷器USM Go+と共通のオペレーティングプラットフォ
ームを使用しており、USM Go+のソフトウェアを購入することで手持ちのDMS Go+
本体を超音波探傷器USM Go+としても使用することが可能。
■特長
◦一振動子及び二振動子探触子対応
◦アプリケーションに応じた表示形式（差厚測定、Bスコープ、データレコーダ表示
など）の選択が可能
◦酸化スケール用探触子設定の追加搭載により、厚さ測定の幅が拡大
◦Topcoat／AutoV機能搭載（オプション選択、TC560探触子使用時）
◦データレコーダ内の保存データをPDF、CSV形式等に変換してSDカードに保存可能
◦超音波探傷器USM Go+へDMS Go+の機能を追加搭載可能

問い合わせ先／TEL：03-6890-4567
URL：https://www.geoilandgas.co.jp/it/

超音波外径肉厚測定装置 自動超音波厚さ計／HSC-100 ／ダイヤ電子応用㈱

計測センター部

超音波厚さ計本体

データ処理装置

■装置概要
HSC-100はラインに設備する、超音波式の高精度デジタル外径肉厚測定装置。
本体内部にソフトウエアを搭載でき、合否判定は勿論のこと様々な要望に対応。
■用途
板やパイプの品質管理、ライン制御
■測定項目
外径、肉厚、偏芯、ラミネーション欠陥など
■被検査材
金属、樹脂等
■測定仕様
◦測定方法：局部水浸パルス反射法、直接接触法
◦チャンネル数：1〜8CH
◦測定モード：S-B1／B1-B2
◦試験周波数：1〜30 MHz
◦ゲート数：１〜３ゲート
◦繰返周波数：3,000 Hz/ch
◦測定分解能：1/100 mm
◦測定CH数：最大８チャンネル
◦測定範囲：1〜60 mm

問い合わせ先／TEL：06-6101-1013
URL：http://www.dia-elec.com

低周波電磁誘導装置ファルコンLineCat ／㈲テステックス・ジャパン
配管腐食を非接触で全面探傷する先端技術。
内面腐食と外面腐食の同時探傷や溶接部近傍も探傷可能。
■特長
◦全面の高速探傷（低コスト検査）
◦欠陥のプロファイリング可能（欠陥評価可能）
◦減肉マップ作成（UT値と併記可能）
■仕様
◦400 mm幅（32チャンネル）の配管周方向探傷（軸方向探傷も可能）
◦適用板厚 12 mmまで
◦適用管径 1B～無限 平板まで（内面Rからの探傷可能）
◦前処理不要 塗装、ライニング、錆こぶなどがあっても可能

問い合わせ先／TEL：082-289-6770
URL：http://www.testex-j.com
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ポケッタブル超音波厚さ計 UTM-110/210 ／東京計器㈱

油圧制御システムカンパニー

UTM-110は、1973年に世界初となるポケットサイズの超音波厚さ計を開発した当
社が自信を持って届ける新鋭機である。従来の高い測定精度、豊富な機能はそのま
まに、斬新なデザインと計測作業が楽しくなるような使いやすさを追求した。
■特長
① 手に馴染みやすくグリップ感を重視したエルゴノミックデザインを採用
② 大型ディスプレイと大きなキーパッド採用で操作性を向上
③ 探触子を測定対象から離しても表示が消えないホールド機能を採用
④ データロガー機能搭載により1,000件の測定結果を時刻付きで保存可能
⑤ 付属のUSBケーブルでパソコンと接続することで保存データをパソコンに出力
し、 現場おける測定結果の記録やレポート作成をサポート
⑥ 材質別音速（固定７件・任意設定２件）をキー操作で呼び出せるダイレクト呼
び出し機能搭載
⑦ 単３乾電池１本で連続50時間以上使用可能（UTM-210は40時間以上）
⑧ 豊富なオプション探触子を用意、各探触子毎の測定モード付（UTM-110）
⑨ ゼロ点調整用試験片に油溜まり機構を採用し接触媒質（油）が垂れにくい構造
⑩ 1/100 mmの高精度計測が可能（UTM-210）

問い合わせ先／TEL：03-3737-8616
URL：http://tokyo-keiki.co.jp/

A-スキャン超音波厚さ計 ATG-Ⅱ

／日本ソナテスト㈱

A-スキャン（波形画面付き）超音波厚さ計
■特長
厚さ測定の異常値を波形で確認／E-Eモードでコーティングの上から厚さ測定／ゲ
イン調整（12～52dB）、ゲート設定／データロガー（波形画面・測定値保存）、250
の波形または1,280,000測定値。
Bスキャン記録ディスプレイ（Bスコープ図を記憶250B-スキャン）／全波、＋半
波、RF表示の切り替え／バッテリー動作時間40時間。
■仕様
サイズ：155×80×35（mm）／重さ：275 g（バッテリー及びカバー含む）／電源：
1.5 V単３型バッテリー／動作時間：40時間／プローブ：２振動子プローブ／２振
動子パルスエコー法／V－パス補正：自動補正／測定範囲：0.5〜350 mm（プロー
ブによる）／表示単位：0.01 mm／素材音速：500〜9,999（m/s）／パルサー電圧：
150 Vネガティブパルサー／ディスプレイモード：標準／MIN/MAXキャプチャー／
DIFF/PR%／A-SCAN、B-SCAN、測定値拡大表示

問い合わせ先／TEL：049-295-4817
URL：http://www.ait-ultrasonic.jp

現場用電磁超音波共鳴装置による厚さ測定

／日本テクノプラス㈱

■標準仕様
◦バースト波出力 0～500 Vpp、バースト時間 max.200 µs
◦測定周波数範囲 0.2～5 MHz、ステップ周波数 min.0.1 kHz
◦積分ゲート 遅れ時間、積分時間 max.100 µs、max.500 µs
◦レシーバゲイン max.78dB
◦筐体寸法 幅370×奥行280×高さ200 mm
◦重さ 9.5 kgw、電源100 V×約3 A
■電磁超音波共鳴法による材料評価
① 酸化膜厚さ・溶射膜厚さの評価
② 音速測定
③ 共鳴ピークの振幅・シフト量によるミクロ組織評価
④ 音弾性・減衰係数による損傷評価

問い合わせ先／TEL：06-6390-5993
URL：http://nihon-tp.com
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ポケット超音波厚さ計 エコーメーター1076BASIC ／日本マテック㈱
１台で、厚さ測定と音速測定が切り替えて使用出来る高性能超音波厚さ・音速
計である。50×27 mmの大型表示部、バックライト付き。小型軽量：131×81×32
mm、175 g。単３電池２本で130時間作動。残容量警告アラーム付き。防滴ケース：
IP54相当。保護ラバー付の堅牢設計。上下限設定警報機能搭載。基準値との差分表
示も可能。
◦測定範囲：0.5～400 mm（鋼）
◦測定精度：±0.1 mm
◦音速測定範囲：100～19,999 m/s
プローブは薄物・小径管用から低周波・厚物用、高温用まで豊富に用意！
装置のバリエーションも豊富で、モデル1076DATAは9,999データを保存出来るロ
ガー機能付き、RS232C/USBでパソコン等への出力も可能。さらには、デジタルノ
ギスを接続して厚さ入力を自動化しての音速測定も可能となる。
モデル1076TCシリーズは、単一プローブ、遅延材付きプローブも使用が可能でコ
ーティング上からの測定を可能とする。TCシリーズにもDATA付きとBASICの２
機種が用意されている。

問い合わせ先／TEL：03-3221-7531（東京本社） 079-447-1561（大阪支社）
URL：http://www.matech.co.jp

波形表示付高性能超音波厚さ計 エコーメーター1077

／日本マテック㈱

１台で、厚さ測定と音速測定が切り替えて使用出来る高性能超音波厚さ・音速計
に波形表示機能とデータロガーを搭載した高機能高性能モデル。各種のプローブモ
ードが選択可能なため、様々な用途に対応可能。塗膜の上から測定可能。
50×37 mmの大型表示部､バックライト付き。小型軽量：本体135×82×32 mm、
237 g。電池残容量警告アラーム付き。防滴ケース：IP54相当。保護ラバー付。自動
プローブ認識で構成手順も自動的に切り替えられて簡単操作。測定範囲：0.25～200
mm。測定表示単位：0.1 mm、0.01 mm、0.001 mm、0001inch、0.001 µs。単３アル
カリ電池２本：７時間作動、単３Litium電池２本：16時間作動。ゲートパラメータ
ーの設定（ゼロクロス等）によって高精度が得られる。自動深さ補正機能により、
材料減衰を補正可能。自動感度と選択可能。
◦Windows（Excel等）に対応した出力フォーマット（EasyExportソフト有）
◦プローブ毎の設定条件を保存して迅速に立ち上げ可能
◦100 Hzの高速測定繰り返し
◦メモリー：最大4,995データ（５つのホルダーに各999データ）
◦単一型プローブ、分割型プローブ、遅延材付きプローブが選択できる

問い合わせ先／TEL：03-3221-7531（東京本社） 079-447-1561（大阪支社）
URL：http://www.matech.co.jp

電磁石電磁超音波厚さ計

A1270

／日本マテック㈱

電磁超音波は材料中で超音波を発生するため、水や油などの接触媒質が不要。そ
のため、非接触でも測定が可能、プローブの保持にも難しさがない。表面が荒れて
いたり、ゴミや塗膜があっても問題なく使用可能。さらにA1270は世界で初めて、
ポータブルで電磁石パルサーを搭載。 永久磁石を使用しないため、材料に貼り付い
て移動しにくかった操作性の問題点を解決し、プローブも小型、軽量化されてさら
に使いやすくなった。
測定範囲：0.5～50 mm、精度±0.1 mm+0.1%。音速範囲：1,000～9,999 m/s。
TFT3.5”
カラー。Aスコープ表示付き。バッテリー動作時間９時間。本体寸法：190
×87×40 mm、900 g。動作温度範囲：−30～+50 ℃。高精度、高安定性。

問い合わせ先／TEL：03-3221-7531（東京本社） 079-447-1561（大阪支社）
URL：http://www.matech.co.jp
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超音波塗装膜厚計

ペルトゲージµPELT-ts5

／インサイト㈱

米国Imaginant社製のハンディタイプ超音波塗装膜厚計PELTゲージ（Pulse Echo Layer
Thickness Gauge）がモデルチェンジ。
従来より小型・軽量となった「µPELT-ts5」は、母材に施された各種コーティング層の厚
さを最大５層まで同時に計測し、計測波形を本機上のカラータッチスクリーンディスプレイ
に表示することが可能。
さらに、計測したデータはUSBにてパソコンへ転送し、付属のペルトマネージャーソフト
ウェアにより自動解析処理、保存、計測値の出力が可能。
測定再現性は、自動車メーカーの比較試験で実証済み。
■特長
◦非破壊で計測するため、製品にダメージを与えずに計測が可能
◦鉄、アルミニウム、ポリマー樹脂、プラスチック、カーボンファイバーなど、母材の材
質や厚さに影響されずにペイント厚さを計測可能
◦計測データは、最大10,000ポイントまで保存可能（RF波形を含む）
◦寸法および重量：175
（W）
×150
（H）
×55
（D）
mm、1.18 kg（バッテリーを含む）
◦専用リチウムイオンバッテリー搭載（駆動時間 約８時間）

問い合わせ先／TEL：03-5330-6430
URL：http://www.insightkk.co.jp

電磁式･渦電流式･デュアル式膜厚計 A456シリーズ

／Elcometer㈱

鉄・非鉄属素材上の塗装膜、メッキ膜、酸化処理膜など各種被膜の厚さを測定する。充実
したメニュー画面とBluetoothⓇを採用し、計測したデーターはPCや携帯端末に転送でき、
Elcomaster2.0（データ管理用ソフトウェア）にて素早く報告書を作成する事が可能（ソフト
は無料でダウンロード：携帯用のアプリケーション有）
。
① 本体一体型とプローブセパレート型の２種類
② 測定範囲は 電磁式
：0～1,500 µm、0～5 mm、0～13 mm、0～25 mm
渦電流式 ：0～1,500 µm、0～5 mm、0～30 mm
デュアル式：0～1,500 µm
③ 多種多様な取り換え可能プローブ（ストレート、L型、ミニチュア、PINIP）
■特長
① 見易く大きなカラー液晶画面。日本語での簡単操作。バックライト付き。
② 画像自動ローテンション能（本体の向きに合わせて画面が変化）
③ 頑丈で衝撃に強く、IP65に従った防塵と防水加工。
④ データーメモリー容量は最大150,000点、バッチ2,500（Tタイプ）1,500点（Sタイプ）
５点ローリングメモリー（Bタイプ）の３タイプ。T、SタイプにはElcomaster2.0が付
属。

問い合わせ先／TEL：03-6869-0770
URL：http://www.elcometer.co.jp
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ポータブル膜厚計K5-C（デュアルタイプ）

／エフティーエス㈱

ポータブル膜厚計K5-Cシリーズは、磁気あるいは渦流原理などを応用して塗膜の
厚さやメッキ厚さを非破壊で測定でき、プローブの差し替えが可能なデュアルタイ
プなので、測定対象に合わせた使い分けが可能。ポータブルタイプながら簡単・正
確な膜厚測定が可能。
研究室および現場作業にも対応出来る機能・性能を持つ。製造・金属処理・化学
工業などの広い分野で使用することが可能。
■特長
◦軽量コンパクト設計でわずか120 g、125×60×20 mm
◦最大12時間の測定が可能。※測定環境による
■仕様
◦測定原理：電磁式／渦流式
◦測定範囲：0～120 mm ※プローブにより異なる
◦画面表示：2.4インチ TFTフルカラーディスプレイ
◦環境温度：【本体】−10～40 ℃ 【プローブ】−40～60 ℃

問い合わせ先／TEL：03-6206-2220
URL：http://www.fts-web.jp

ポータブル膜厚計MK4-C（ケーブル式）

／エフティーエス㈱

ポータブル膜厚計MK4-Cシリーズは、磁気あるいは渦流原理などを応用して塗膜
の厚さやメッキ厚さを非破壊で測定可能。豊富なプローブの中から測定対象・用途
に合ったものを選択でき、電磁式と渦流式の両方の機能を持ったデュアルタイプも
ラインナップ。ポータブルタイプながら簡単・正確な膜厚測定が可能。
研究室および現場作業にも対応出来る機能・性能を持つ。製造・金属処理・化学
工業などの広い分野で使用することが可能。
■特長
◦軽量コンパクト設計でわずか130 g、120×45×20 mm
◦最大８時間の測定が可能。※測定環境による
■仕様
◦測定原理：電磁式／渦流式
◦測定範囲：0～30 mm ※プローブにより異なる
◦画面表示：1.7インチOLEDカラーディスプレイ
◦環境温度：【本体】−30～40 ℃【プローブ】−40～50 ℃

問い合わせ先／TEL：03-6206-2220
URL：http://www.fts-web.jp

ポータブル膜厚計MK4-C（デュアルタイプ一体型）／エフティーエス㈱
ポータブル膜厚計MK4-C（FNF）は、磁気および渦流原理などを応用して塗膜の
厚さやメッキ厚さを非破壊で測定可能。測定箇所が本体下部にある為、直接測定対
象物に当てるだけで測定が可能。わずらわしいケーブル類も無いので研究室や現場
への持ち込みも容易。機能・性能についてはポータブルながら幅広い分野で使用出
来る機能を持つ。
■特長
◦一体型の為、本体を直接当てて測定が可能
◦最大８時間の測定が可能。※測定環境による
■仕様
◦測定原理：電磁式／渦流式
◦測定範囲：0～1 mm ※電磁式・渦流式いずれも
◦試験面積：φ6 mm以上
◦画面表示：1.7インチOLEDカラーディスプレイ
◦環境温度：【本体】−30～40 ℃

問い合わせ先／TEL：03-6206-2220
URL：http://www.fts-web.jp
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静電容量式非接触厚さ計

CL-5610/5610S

／㈱小野測器

静電容量式非接触厚さ計（CL-5610/CL-5610S）は、ギャップディテクタVEシリー
ズセンサと接続して、導体・半導体や絶縁体の厚さを非接触で計測可能。従来、導
体や半導体を計測する場合サンプルと本体（コモン）間の導通を取らなければなら
なかったが、本器は特殊回路の採用によりインピーダンスを持った状態でも計測す
ることが可能。
■特長
◦導体・半導体のほか、絶縁体の厚さを非接触で計測
◦サンプルと本体（コモン）間にインピーダンスがあっても計測が可能
◦計測値の他に、偏差、最大、最小、最大幅（最大－最小）も表示可能
◦PLCやPCからもコントロール可能（RS-232C、外部リモート機能）
■仕様
◦計測対象：導体、半導体、絶縁体
◦計測範囲（センサによる）：厚さ表示範囲0.02～999,999 µm
◦計測分解能（センサによる）：0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2 µm
◦リニアリティ：±0.15%/F.S.（高分解能演算時±0.12％/F.S.）
◦その他の機能：コンパレータ機能、出力機能（アナログ、BCD）

問い合わせ先／TEL：0120-388841（お客様相談室）
URL：https://www.onosokki.co.jp/

電磁式／渦電流式両用膜厚計 SWT-9000シリーズ／㈱サンコウ電子研究所
プローブの互換性により、本体とプローブの組合せが自由に出来る。
測定対象物に合わせて、別売の鉄素地用（電磁式）プローブ、非鉄金属素地用（渦
電流式）プローブ、素地金属を自動判別する両用プローブ（FN-325）など用途や測定
範囲により接続プローブを選択。予備のプローブを持つことも可能。
■仕様
◦型式：SWT-9000、9100、9200、9300 ◦測定範囲：接続プローブによる
◦検量線メモリ1〜100本 ◦測定値メモリ：9200：20,000点、9300：40,000点
◦データ転送：USB他（除く9000） ◦統計機能：データ数、平均値等（9200、9300）
◦電源：単３乾電池 ◦寸法重量：72（W）
×30（H）
×156（D）
、約200 g
■プローブ仕様
◦FN-325：電磁・渦電流式両用 電磁式の測定範囲0〜3 mm、渦電流式の測定範囲
0〜2.5 mm
◦Fe-2.5：電磁式、測定範囲0〜2.5 mm ◦Fe-10：電磁式、測定範囲0〜10 mm
◦Fe-20：電磁式、測定範囲0〜20 mm ◦NFe-0.6：渦電流式、測定範囲0〜600 µm
◦NFe-2.0：渦電流式、測定範囲0〜2.0 mm ◦NFe-8：渦電流式：測定範囲0〜8 mm

問い合わせ先／TEL ：03-3254-5033（営業統括部）
URL：http://www.sanko-denshi.co.jp

一体型膜厚計 SAMACシリーズ

／㈱サンコウ電子研究所

■特長
・プローブ一体型のデュアルタイプ膜厚計
・素地金属を自動で判別し測定
・鉄素地･非鉄金属素地両用のFN型（単機能）と、測定値･検量線メモリ機能付の
Pro型（高機能）の２器種
・検量線登録機能で素地に合致した測定作業が可能。また上･下限値設定機能で迅
速な判定ができる
・鉄素地専用のSAMAC-F型も用意
■仕様
・測定方式：電磁式･渦電流式両用（素地自動判別）
・測定範囲：鉄素地 0～2.5 mm、非鉄金属素地0～2.0 mm
・プローブ：1点定圧接触式、クロスVカット付
・電
源：単４乾電池（1.5 V×2）、オートパワーオフ
・寸法重量：63（W）
×84（H）
×30（D）mm、約125 g

問い合わせ先／TEL ：03-3254-5033（営業統括部）
URL：http://www.sanko-denshi.co.jp
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デュアルタイプ膜厚計 LZ-990「エスカル」／㈱ケツト科学研究所
デュアルタイプ膜厚計LZ-990「エスカル」は、必要最小限の操作キーを備えた
シンプルな膜厚計。しかしながら膜厚管理に必要な機能は充実し、アプリケーショ
ン・メモリ（検量線メモリ）機能、測定データ・メモリ、膜厚管理の上下限設定、
簡単な統計処理、データ出力など15種の機能を装備。磁性金属上の非磁性被膜、非
磁性金属上の絶縁被膜厚の測定が可能。
■特長
◦デュアルタイプの膜厚計
◦素地自動判別
◦アプリケーションメモリ（検量線メモリ）機能搭載
◦データ出力端子を装備
◦多彩な機能を装備
◦充実した付属品
◦各種オプションを用意

問い合わせ先／TEL：03-3776-1111（営業部）
URL：http://www.kett.co.jp

膜厚計L-373シリーズ

／㈱ケツト科学研究所

◦電磁膜厚計LE-373
磁性体金属上の塗装やメッキ（電解ニッケルメッキは除く）などの非磁性被膜厚
を測定する膜厚計。
◦渦電流膜厚計LH-373
非磁性金属上の絶縁被膜厚を測定する膜厚計。
◦デュアルタイプ膜厚計
磁性金属上および非磁性金属上の被膜厚の測定ができるデュアルタイプの膜厚計
です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計。
■特長
100本の検量線メモリ機能、約39,000点の大容量測定データメモリ、統計計算・素
地補正・上下限アラーム・連続ホールド測定機能など多くの機能を搭載。

問い合わせ先／TEL：03-3776-1111（営業部）
URL：http://www.kett.co.jp

膜厚計用測定スタンド

LW-990

／㈱ケツト科学研究所

膜厚計用スタンド LW-990は、L-373シリーズのようなプローブタイプの膜厚計、
またはLZ-990のような一体型の膜厚計に取り付けることで、測定部が測定対象物に
一定の力と角度で接触するようになり、測定エラーが軽減し繰り返し精度の高い測
定を行うことが可能。特にパイプ状の測定対象物などで有効。
■特長
◦左下：プローブタイプ膜厚計での使用例
◦右上：一体型膜厚計 LZ-990での使用例

問い合わせ先／TEL：03-3776-1111（営業部）
URL：http://www.kett.co.jp

P製品ガイド2019-05.indd 12

19/04/08 15:52

デュアルタイプ膜厚計

6000FN1

／JFEアドバンテック㈱

デュアル式（電磁誘導、渦電流両用）6000FN1は、センサ・本体一体型の膜厚
計。自動車鋼板、船舶、鉄鋼構造物、タンク、橋梁、機械、アルミニウム製品、ス
テンレス製品、アルミサッシ家電製品、建材などの塗装膜や皮膜厚さを測定する。
■特長
◦デュアルタイプ（電磁誘導式、渦電流式）で、鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮
膜の測定が可能
◦電磁誘導式、渦電流式 自動選択機能付
◦プローブと本体一体型
◦オートパワーオフ機能付
◦簡単操作
輸出元：ELECTROMATIC EQUIPMENT CO.,INC
輸入元：JFEアドバンテック㈱

問い合わせ先／TEL：0798-66-1508（大阪営業）03-5825-7362（東京営業）
URL：https://www.jfe-advantech.co.jp/

膜厚測定機能搭載 超音波厚さ計 CMX/CMX DL ／ダコタ・ジャパン㈱
膜厚と金属素材の厚さを同時に測定する画期的な厚さ計。
大きく見易いディスプレイと操作性に優れたメニューで、人気のモデル。
■用途
◦金属、プラスチック、ガラス等の厚さ測定
◦塗膜上からの母材の厚さと膜厚の同時測定
◦膜厚の測定
■仕様
◦寸法：63（W）×165（L）×32（D）mm
◦重量：383 g
◦表示：数値、Bスコープ
◦最小表示単位：0.01 mm
◦測定範囲：0.63〜1,200 mm（膜厚：0.01〜2.5 mm） ◦USB Type-C
◦電源：単３アルカリ電池３本（35時間動作）
◦スキャンモード（高速測定、最小・最大値ホールド）
＊測定範囲は、材質、トランスデューサーにより異なる。
■CMX DLのみ
◦データロガー内蔵（4GB）

問い合わせ先／TEL：048-783-5601
URL：http://www.dakotajapan.com

デジタル膜厚計

MCT-200

／日本ソナテスト㈱

■特長
ペイント（コーティング）の厚さを、素材を壊すことなく、正確に素早く測定。
製造業、金属加工産業、化学工場の検査現場、商品出荷の検査場など、広い範囲で
使用可能。
磁性体上の非磁性塗膜、非磁性体上の非電動塗膜測定の両用。
PCソフトウェアで測定値をPCへ転送・統計。
■仕様
◦測定原理：電磁法及び渦流法
◦測定範囲：0～1,250 µm、最大10 mm（プローブに依る）
◦ローレンジ分解能：0.1 µm
◦測定精度：±（3％の厚さ＋1）µm（プローブと状況に依る）
◦４桁デジタルLCD、バックライト付き
◦メモリー：最高20ファイル（それぞれのファイルに最高50の値）
◦測定単位：µm及びmm
◦電源：1.5 Ｖ単三アルカリバッテリー、動作時間200時間（バックライトoff）
◦コミュニケーション：USB1.1
◦サイズ・重量：125×67×31 mm、340 g

問い合わせ先／TEL：049-295-4817
URL：http://www.ait-ultrasonic.jp/
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電磁膜厚計 ポケットーレプトスコープ 2018NFe 2021Fe 2026Fe/NFe／日本マテック㈱
狭い場所でも測定可能な超小型ポケッタブル膜厚計に使い易く、表示も読みやすいポケッ
トタイプで、大型の高輝度液晶ディスプレイを採用。
■特長
◦便利な片手操作：電源のON／OFFの操作は片手でOK ◦すぐに測定可能：キャリブ
レーション不要・出荷時校正済み ◦文字も大きく読みやすい ◦測定も１秒以内と迅速
◦保護膜付きキーは、使い易い４つのみ ◦わかりやすいガイド付きメニュー：携帯電話と
同じ操作感覚 ◦バックライト付き表示画面は上下を反転できるので、上向き操作でも読
み取り可能 ◦スプリング付きプローブで確実にフィットする ◦小型軽量：46×95×16
mm、70 g
■モデルバリエーション
◦2 018NFe（非鉄母材用）：アルミ、銅、真ちゅうなどの非鉄母材上の塗膜、樹脂、ゴ
ム、セラミック、充填剤、照射膜等の厚さ測定に適している
◦2021Fe（鉄母材用）：強磁性体の鉄母材上の塗膜、樹脂、ゴム、セラミック、充填剤、
照射膜等の厚さ測定に適している
◦2026Fe/NFe（兼用型）：複合型プローブを搭載して、磁性体母材、非磁性体母材の両
方に使用可能（母材の材質は自動的に識別でき、切り替え不要）

問い合わせ先／TEL：03-3221-7531（東京本社）079-447-1561（大阪本社）
URL：http://www.matech.co.jp

電磁膜厚計 レプトスコープ2042

／日本マテック㈱

豊富な脱着式プローブが使用できる高性能モデル。KD社だけの小径マイクロプロ
ーブが使用できる。
■特長
◦簡易操作から高精度測定のためのキャリブレーション選択が可能、未知の膜厚
上でも可 ◦豊富なプローブから選択可能。磁性体／非磁性体の両方に使用可 先
端の細いマイクロプローブは小径パイプ、複雑形状、狭い場所に適用可、単極で20
mmまで測定出来るEPSプローブはクラッド測定にも可 ◦サブメニューを表示させ
て操作性が飛躍的に向上 ◦大型液晶モジュール（48×24 mm）を搭載 ◦画面分
解能も128×64pixelにアップ ◦校正、操作、確認が簡単 ◦バックライトを装備
し、暗いところでも画面が見やすい ◦バッテリー動作も80時間に飛躍 ◦データ
ロガー内蔵（最大3850点）RS232C出力付き ◦上下限警報設定機能 ◦演算機能：
測定点数、最大、最少、平均値、標準偏差 ◦オフセット設定機能

問い合わせ先／TEL：03-3221-7531（東京本社）079-447-1561（大阪本社）
URL：http://www.matech.co.jp

電磁・渦電流両用式膜厚測定器 デュアルスコープ FMP40／㈱フィッシャー・インストルメンツ
世界中で御愛用頂いているポータブル膜厚測定器は、既存の膜厚測定器の中でも
最高級の精度、安定性を保持し、その機能性は他に類をみない。
素地材料を自動認識して2種類の測定方式（電磁式、渦電流式）により、鉄、鋼、
アルミ、銅などの金属を下地とする数多くの皮膜を測定できる。
多数のアプリケーションや測定値をメモリーして、広範な統計評価およびグラフ
ィック評価を可能としている。測定値データは、USBおよびBluetooth（オプショ
ン）によりデータ転送できる。また、上下限値の範囲設定を行い、生産プロセスを
統計的に分析できる。さらに、マルチポイント測定のために標準モードからマトリ
クスモードに切替が可能である。
数多くのプラグインタイプのプローブを選択して、一般的な平らな表面からパイ
プの内面や曲率のある形状など特殊な物まで測定できる。

問い合わせ先／TEL：048-929-3455
URL：http://www.helmutfischer.jp
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