製品ガイド「工業用管内検査機器」
ミニカメラシリーズ16万画素 ARTCAM-0204MINI

／㈱アートレイ

新製品のミニカメラシリーズは超小型ヘッドで狭い場所の観察も可能。
■特長
・USB出力仕様とNTSC出力仕様有り
・4LED照明搭載
・16万画素でフレームレートは30fps
■用途
・設備機器のメンテナンスや点検など、様々な用途で使用可能
■仕様
【撮像素子】CMOSカラーイメージセンサ、【出力画素数】400（H）
×400（V）、
【画素数】16万画素、【視野角度（FOV）】120°
、【走査方式】ブログレッシブスキャ
ン、【フレームレート】30fps、【フォーカス距離】3 mm～∞、【電源電圧】DC3.6 V
（NTSC出力）、DC5 V（USB出力）、【カメラヘッド外形】φ2.0×4.5 mm、【照明】
4LED
■価格（税抜）
291,000円

問い合わせ先／TEL：03-3389-5488
URL：http://www.artray.co.jp

ミニカメラシリーズ92万画素 ARTCAM-1006MINI

／㈱アートレイ

新製品のミニカメラシリーズは超小型ヘッドで狭い場所の観察も可能。
■用途
・設備機器のメンテナンスや点検など、様々な用途で使用可能
■特長
・UVC（USB Video Class）対応。ドライバは自動インストール
・小型でLEDライトが内蔵、機械内部の検査などに最適
■仕様
【撮像素子】CMOSカラーイメージセンサ、【出力画素数】1,280（H）
×720（V）、【光
学サイズ】1/9インチ、【視野角度（FOV）】110°
、【フレームレート】30fps、【フ
ォーカス距離】5～50 mm、【インターフェイス】USB2.0、【光源】7LED、【同期方
式】内部同期、【電源電圧】DC5 V（USBコネクタより給電）、【消費電力】約1.8 W
以下、【カメラヘッド外形寸法】φ3.9×11 mm
■価格（税抜）
53,000円

問い合わせ先／TEL：03-3389-5488
URL：http://www.artray.co.jp

ミニカメラシリーズ104万画素 ARTCAM-1002MINI

／㈱アートレイ

新製品のミニカメラシリーズは超小型ヘッドで狭い場所の観察も可能。
■用途
・設備機器のメンテナンスや点検など、様々な用途で使用可能
■特長
・UVC（USB Video Class）対応。ドライバは自動インストール
・小型でLEDライトが内蔵、機械内部の検査などに最適
■仕様
【撮像素子】CMOSカラーイメージセンサ、【出力画素数】1,296（H）
×808（V）、【光
学サイズ】1/6.5インチ、【視野角度（FOV）】60°
、【フレームレート】30fps、【フォ
ーカス距離】30～100 mm、【インターフェイス】USB2.0、【光源】6LED、【同期方
式】内部同期、【電源電圧】DC5 V（USBコネクタより給電）、【消費電力】約2 W以
下、【カメラヘッド外形寸法】φ5.5×15 mm
■価格（税抜）
59,000円

問い合わせ先／TEL：03-3389-5488
URL：http://www.artray.co.jp
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製品ガイド「工業用管内検査機器」
φ2.8/φ3.9/φ6.9 mm先端可動式内視鏡シリーズ

／㈱アールエフ

■特長
◦全方向360度アングル、簡単ジョイスティック操作
◦軽量・コンパクト、モニター本体一体型
◦豊富な先端径ラインアップ f2.8 mm/3.9 mm/6.9 mm
◦選べるケーブル長 1.0 m/1.5 m/3.0 m/5.0 m/8.0 m（先端径による）
■仕様
◦電源：ACバッテリーまたは単３乾電池４本
◦光源：５段階調整
◦保存：MicroSDカード
■価格 27万円（税別）〜
≪デモ機無料レンタル実施中≫
使いやすさと低価格を実現した純国産技術メーカーの先端可動式内視鏡を、実際
の現場で試すことが可能。購入前の機種選定に気軽に試せる。

問い合わせ先／TEL：026-225-7733
URL：http://rfsystemlab.com/

クリアスコープ・デジタル

／アサダ㈱

■用途
◦精密加工工程における簡易検査
◦床下、天井、壁内など様々な作業の検査に
■特長
◦小さい穴でも入る極細カメラヘッド
◦デジタルズーム２倍付き
◦用途に応じてケーブルの長さを選択可能
◦現場で「録画・再生」がワンタッチで簡単にできる
■仕様
電源：リチウム・ボリマーバッテリ（２時間充電：４時間使用可能）
カメラ：ヘッド外径f5.5 mm
カメラケーブル長さ：1 m、2 m、3 m、5 m、10 m
モニター：3.5型TFTカラー液晶／解像度：320×240ピクセル
本体質量：450 g
保存媒体：SDカード（最大32GBまで対応）

問い合わせ先／TEL：052-911-7165
URL：http://www.asada.co.jp/

管渠検査ロボット もぐりんこマックス

／㈱石川鉄工所

■特長
◦管径f800 mm以上に対応するシステム
◦大径（14インチ）４輪駆動の高トルク
◦スキッドステアリング方式。超信地旋回（その場旋回）可能
◦カメラは光学40倍、電子10倍の最高800倍ズーム
◦カメラ駆動は、パン、チルト、上下（手動調整）、後方視認可
◦泥土、砂、瓦礫上の走行のみならず、湿地帯、干潟走行も可能
◦流速1 m/秒、水深700 mm、f2,000 mm下水道集合管内の走行実績あり（結果…
流れ方向、逆方向とも安定走行）

問い合わせ先／TEL：093-691-4466
URL：http://iiw-future.com
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製品ガイド「工業用管内検査機器」
熱交換チューブの音響パルス反射測定システム APRIS

／エフティーエス㈱

APRIS は特許取得済みのAPR（Acoustic Pulse Reflectometry）技術を採用した
非破壊式管内検査機器であり、管の形状や材質に関係なく、ボイラー、フィンファ
ン、その他の熱交換器のあらゆる管を超高速で正確に検査することが可能。
■特長
◦減肉、腐食、塞ぎ、貫通穴までも検査で判別
◦鉄、非鉄、亜鉛、プラスチック、複合材など材質に関係なく使用可能
◦U-ベンド、Dタイプ、ねじれ、螺旋など形状に関係なく使用可能
◦内径最大４インチまでの管内検査が可能
◦チューブ１本あたり10秒以内で検査（５秒＜6 m）
◦図面や写真から自動でチューブマッピング可能
◦消耗品のプローブが不要
◦初心者でも操作が簡単
◦専用ソフトにてデータ管理及び報告書作成

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/

工業用ビデオスコープ TIVE900

／エフティーエス㈱

■特長
◦6.4インチVGAスクリーン
◦リアルタイムズーム
◦傷のサイジングが可能
◦画像とオーディオ／ビデオ録画
◦接続されたプローブビデオ機能のリモートコントロール
◦プローブの遠隔制御
◦オーディオヘッドセット接続
◦専用リモコンによるプローブのリモートコントロール接続
◦VGAストリーミング出力
◦3 DSIZER三次元測定（遠位のステレオチップを備えたARGUSプローブを使
用）

問い合わせ先／TEL：03-6206-2220
URL：http://www.fts-web.jp/
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製品ガイド「工業用管内検査機器」
工業用ビデオスコープ IPLEX NX（アイプレックス エヌエックス） ／オリンパス㈱
画質、照明、計測性能、検査効率。全てを極めたハイエンドモデル。
■特長
① 3D表示機能（新機能）を搭載し、計測点の指定がより簡単・確実に行え、効
率的で安定した計測を実現。
② 測定可能領域が従来比4倍、測定可能距離が２倍に拡大したスーパーステレオ
計測機能を搭載し、従来計測の難しかった対象物も計測可能。
③ 高解像度CCD技術、超高輝度光源、画像処理エンジン「PulsarPic」が、
IPLEXシリーズ史上最高の高画質と圧倒的な明るさを実現。
④ 8.4型の大型タッチパネルモニターを採用し、鮮明な画像で精密な目視検査が
可能。
⑤ 新電動湾曲機能（TrueFeel）により、快適な操作性を実現。
⑥ 交換可能な幅広いスコープラインアップ。
◦スコープ外径6.0 mm：長さ3.5/5.0/7.5 m
◦スコープ外径4.0 mm：長さ3.5/5.0 m

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

工業用ビデオスコープ IPLEX GX（アイプレックス ジーエックス） ／オリンパス㈱
使いやすさと機能性のベストバランスを実現した、ビデオスコープの新定番モデ
ル。
■特長
① 細部のキズも発見しやすい8インチの大型モニター。
② 無駄なくスピーディーな検査を直感的に行えるタッチパネル方式。
③ 交換可能な挿入部と光源ユニット。本体一台で何役にでも。
＜スコープユニット＞
◦スコープ外径6.0 mm：長さ2.0/3.5/7.5/10 m
◦スコープ外径4.0 mm：長さ2.0/3.5 m
＜光源ユニット＞
◦白色光：一般的な検査向け
◦紫外光（UV）：目に見えない微細なキズ、潤滑油等の検出
◦赤外光（IR）：暗闇での探索に対応
④ 検査業務中に検査動画をタブレット端末と共有できる、無線ライブストリー
ミング機能。

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

工業用ビデオスコープ IPLEX G Lite（アイプレックス ジーライト）／オリンパス㈱
ハードな現場にもスマートに対応する、小型軽量ビデオスコープ。
■特長
① IP65の防塵防滴耐性に加え、1.2 m落下、振動、耐電磁環境その他米国国防軍
用規格（MIL-STD）にも適応。
② 新開発のLED光源により、従来比２倍の明るさを実現（IPLEX UltraLite
比）。
③ 白色光源に加え、UVやIRの特殊光観察も可能。
④ 動画撮影中に、ボタン操作ひとつで静止画を同時に撮影可能。
⑤ レンズに付着したオイルを排出する、オイル排出溝。
⑥ 検査業務中に検査動画をタブレット端末と共有できる、無線ライブストリー
ミング機能。
⑦ 幅広いスコープラインアップ。
◦スコープ外径6.0 mm：長さ2.0/3.5/10.0 m
◦スコープ外径4.0 mm：長さ2.0/3.5 m

問い合わせ先／TEL：0120-58-0414（フリーダイヤル）
URL：http://www.olympus-ims.com/ja
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製品ガイド「工業用管内検査機器」
マッドサイクロン

／㈱カンツール
マッドサイクロンは力強く、安全な超高速回転クリーナーである。ワイヤー径が
8 mm、12 mmの２種類、大きさの異なる本体３種類でφ50～200 mmまでの管に対
応。
回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており、１分間に500～
2,900回転する（可変式）。標準的なワイヤー清掃器は200～500回転なので、約６倍
の回転数で迅速・効率よく清掃する事が可能で作業時でも高い安全性が得られる。
また、押込みカメラ等と一緒に挿入してもカメラケーブルを傷つけない為、問題な
く管内状況を確認可能である。
用途に合わせて様々な先端ヘッドを取り付け可能である。スケール、エフロ、木
の根などの除去に役立つオリジナルチェーンや、回転の遠心力で最大径に広がるサ
イクロンチェーン（左写真）、錆や木の根除去に役立つスマートカッター、その他ラ
イナー材の除去などに役立つツイスターなどがある。万が一現場でシャフトが壊れ
てしまっても簡単に修理が可能で、高い作業効率が得られる。

問い合わせ先／TEL：03-5427-6262
URL：https://kantool.co.jp/

押込み式管内検査用カラーTV装置 TKC-3100S ／㈱キュー・アイ
本装置は下水道管及びプラント配管など、小口径・曲管の中をハードケーブルで
挿入し管内の状況を検査する装置である。
カメラヘッドはフレキシブルかつテンション対応のため内径φ100 mmショートエ
ルボーを通過するができる。
■特長
◦水平保持機能により押込み中にカメラが傾いても、水平状態を保て撮影するこ
とができる
◦カメラヘッドは完全防水、ヘッド外形50 mmでカメラガイド70 mm付
◦手元作業用のモニタまたは、モニタ付画像記録措置を搭載可能
◦コネクタ分離式のため最小径管用36 mmのカメラヘッドに交換可能

問い合わせ先／TEL：045-790-3206
URL：https://www.qi-inc.com/

高感度インテリジェントピグ式配管検査システム ／コスモエンジニアリング㈱
アメリカ／GE社の傘下に入ったイギリス／PII社開発による漏洩磁束方式（MFL）
の高感度インテリジェントピグを使用し、経済的に短期間で確実に欠陥を検知する
システムである。
特長は、管内に流体が入ったままで検査ができ、配管の内外面の腐食や欠陥を確
実に検知し、位置も精度良く判定する。流体は、気体・液体・気液混相を問わず、
またワックスや堆積物の影響を受けにくいので、簡単なクリーニングで検査可能。
曲がり部や溶接線部も検査でき、縦溶接線用の検査機器も用意している。
◦対応管径：6〜56インチ
◦計測精度：深さ／±0.1t（t＝配管肉厚）
長さ／±10 m
位置／±0.2 m（直近の周溶接線基準）
◦補償精度：深さ／0.2 m
大きさ／7×7 mm（または0.4×0.4t）
◦曲がり管：1.5DR
PII社は世界一の実績を誇り、豊富な解析ノウハウをもとに、正確な診断を行う。
当社は、管内面の補修技術やライニング技術を有し、検査から補修まで一貫して施
行できる。

問い合わせ先／TEL：03-5462-0161
URL：https://www.cosmoeng.co.jp/
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製品ガイド「工業用管内検査機器」
工業用内視鏡Mentor Visual iQ ／ GE センシング＆インスペクション・テクノロジーズ㈱
進化した3D位相計測、高度な接続機能とポータビリティを実現したプローブ。
■特長
◦マルチポイントタッチスクリーンとオンスクリーンキーボード、または人間工
学に基づいて設計されたジョイスティックとハードウェアキーを使った簡単操
作
◦改良された3D位相計測（プローブ径6.1 mm）やステレオ計測（プローブ径8.4
mm、6.1 mmまたは4 mm）による高度な分析
◦さまざまな産業や用途における検査ニーズに応えるように設計された３つのプ
ラットフォームを用意
◦3D位相計測機能を搭載しており、表面の形状や特性をより的確に視覚化でき、
十分な情報に基づいた資産の運用性に関する意思決定が可能
◦強靭な耐久性。IP65、MIL STD 461F、MIL STD 810G規格に準拠した設計
◦InspectionWorks Connect遠隔コラボレーションツールにより、現場の検査員間
で、Wi-Fi接続を使用して、双方向の共同作業や画像による注釈をリアルタイム
で行うことが可能

問い合わせ先／TEL：03-6890-4567（東京）06-6260-3106（大阪）
URL：https://www.geoilandgas.co.jp/it/

管内外目視検査ロボット Ｍクローラー

／㈱シーエックスアール

配管内外面を自走し、カメラにより配管の表面状態を目視検査できるロボット。
■特長
・超小型軽量で走行面を傷つけない
・小回りができる（300A以上の配管内部は自由走行可能）
・段差（10 mm程度）のある表面を走行可能
■適用範囲
・150A以上の磁性配管
■仕様
・サイズ：148L×88W×85H
・カメラ：CCDカメラ１台 上下左右可動可 各60°
・照 明：メイン２基 補助1基
・走行距離：40 m（水平配管）、20 m（垂直配管）
・非磁性配管への適用不可
・非防水：非防爆

問い合わせ先／TEL：0823-21-4100（呉本社）、03-5767-5901（東京支社）
URL：http://www.cxr.co.jp

管内検査用カメラ AS9100

／東芝テリー㈱

■概要
AS9100システムは、カメラケーブル100 mに対応した自走式の管内検査カメラシ
ステムである。制御装置（ケーブルドラム）ASU9100は、機動性を重視し、小型・
軽量化を図り、操作の簡素化を実現。
カメラヘッドVCM9100はケーブルを通じてチルト・ローテーションの遠隔操作が
可能で管内を走行しながら管壁をくまなく検査することが可能。
本体が小型であり、都市部のΦ150、Φ200 mm小径管検査カメラとしても応用可
能である
■特長
◦機動性に優れた小型・軽量の可搬型（カメラケーブル長：100 m）
◦管径：Φ150～400 mm（オプション使用でΦ800 mm）まで検査可能
◦高耐久性新型ケーブルを採用
◦スムーズなカメラヘッド部の走行
◦超高輝度白色LED採用
◦カメラヘッド部防水：IP68（JIS C 0920）相当（水深20 m、コネクタ接続時）

問い合わせ先／TEL：042-589-7377
URL：http://www.toshiba-teli.co.jp

P2019-06.indd 6

19/04/26 10:24

製品ガイド「工業用管内検査機器」
配管検査装置 エルボマスター

／新日本非破壊検査㈱

■特長
◦鋼管だけでなくステンレス鋼管や樹脂管にも適用可能
◦100～700Aの配管の内面観察を行える
◦エルボー部の通貨が可能で、さらにその場回転、らせん走行により障害物を回
避して走行できる
■用途
◦配管内部の観察（腐食、減肉、ライニングの剥離など）
■仕様
◦適用配管径：100～700A
◦配管形式：直管、エルボー
◦配管材質：鋼。ステンレス、FRP、樹脂など
◦走行距離：30～100 m

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

管内検査システム WANTED

／新日本非破壊検査㈱

■特長
◦遠隔操作走行台車で配管内部・狭隘部の観察を行える
◦LED照明と超小型カラーCCDカメラを搭載し、カメラは上下・左右の首振りが
できる
◦管内径80 mmまで適用可能
■用途
◦配管内部および狭隘部の観察（腐食、減肉、ライニングの剥離など）
■仕様
◦適用配管径：f80 mm以上
◦カメラ首振角度：上下±20°
、左右±40°
◦走行モード：コントローラーレバー操作による前進／後退／右折／左折

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

大径管外面腐食測定システム P-Master

／新日本非破壊検査㈱

■特長
◦大径管内面から足場不要で管外面の腐食状況を検査可能
◦マグネット吸着式の走行台車を採用することで足場は不要
◦円周方向へ連続測定をすることで腐食状況の分布、断面図の提供が可能
■用途
◦火力・原子力発電所循環水配管、各種大径配管
■仕様
◦適用配管径：f2,000〜4,000 mm
◦測定速度：2 m/min
◦測定幅：150 mm（円周方向走行による軸方向測定幅）

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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製品ガイド「工業用管内検査機器」
パイプライン用X線装置 JX-5

／トーレック㈱

■特長
◦全周照射型Ⅹ線発生器に駆動装置を組み付けた管内走行式Ⅹ線発生装置である
◦管内での垂直走行、ベンド部の通過が可能である
◦管内より360°
でⅩ線を照射するので効率的な検査と鮮明なⅩ線写真を撮影する
ことができる
◦出力 管電圧：200 kV（100～200 kV）1 kV毎設定 管電流：3 mA（一定）
◦焦点寸法 1×3.5 mm
◦Ⅹ線照射角 （12°
＋20°
）×360°
パノラマ
◦透過能力 鋼 20 mm 200 kV ５分露出 濃度 2.0 FFD600 mm

問い合わせ先／TEL：045-531-8041（製品部）
URL：http://www.toreck.co.jp

ビデオスコープHOME

／㈱阪神交易

小回り確認に最適な２メートルカメラケーブル、直径9 mmカメラ。完全防水
（IP68）。
2.7インチ大画面カラーモニターでくっきり、はっきり「手の届かない場所」を確
認。
カメラ先端部には高輝度白色LED（５段階明度調整）搭載。修理サポート国内工
場。
高機能と安価がミックスしたコストパフォーマンス大の工業用内視鏡。
寸 法：幅100×奥行86×高さ150 mm
重 量：550 g
電 源：単三アルカリ乾電池4本
付属品：取扱説明書（日本語版）、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タ
グ（本体貼付）、コンタクトカード

問い合わせ先／TEL：06-6371-8548
URL：http://www.hanshinco.com/videoflex.html

配管検査用ビデオスコープ ＶＣシリーズ

／㈱町田製作所

■用途
◦長い管内の状態を観察する管内カメラである
■特長
◦φ50～200 mmの管内の検査に最適である
◦可搬性に優れたケースと装備が充実したユニットにより、被写体を７インチの
大型液晶モニタで観察ができる
◦電源のない現場環境でも長時間の充電池駆動（約７時間連続使用）が可能である
◦表示画像をJPEG（静止画）／AVI（動画）で保存ができる
◦挿入部長20 ｍ／30 ｍ／40 ｍの長さが選択できる
◦外径φ23 mm／φ14 mmサイズのラインナップがある
※φ23 mmモデルは、管内の上下（天地）の方向を一定に保ち続ける、水平カメラ
■仕様
※上記機種の他、外径φ6 mmサイズも用意している

問い合わせ／TEL：04-7165-3084（特機営業部）
URL：http//www.machida-eds.co.jp
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製品ガイド「工業用管内検査機器」
管内検査カメラ『シースネイク コンパクト２』 ／日本エマソン㈱
コンパクト２がWi-Fi付きで新登場。専用アプリ「HQx」のダウンロードにより、
スマートフォンやタブレットをモニターとして使用できる。複数端末の同時接続も
可能で、撮影画像や動画をその場でメール添付・送信も可能。また、標準付属のボ
ールガイドを使うと大きな管にも対応可能。CS6xパックモニターは、USBメモリ
（8GB）が標準付属で、画像・動画の録画も可能（日本語表示可）。
■用途：上下水道、ガス管、ダクト管、プラント内配管、ボイラー管、スプリンク
ラーシステムなどの内部検査、および別売りの埋設管路探知器との併用で、配管経
路のトレース、管内不具合箇所の特定に使用できる。
■特長 ◦軽量、コンパクト、カメラ・モニター一体型のため、片手で持ち運び可
能 ◦モニター（CS6xパック）の脱着が容易 ◦5.7インチモニター ◦ほど良い固
さのプッシュケーブルで高い曲管通過能力 ◦LED6灯でカメラヘッドの照明が明る
い ◦カメラにゾンデ内蔵
■仕様 ◦カメラヘッド径：25 mm ◦自動水平機能付き ◦カメラ照明：６
灯 ◦ケーブル長：30 m ◦ケーブル径：6.6 mm ◦適応配管径：38～150 mm
◦解像度：31万画素 ◦本体寸法：432（W）
×635（L）
×356（H）mm ◦質量：10.1 kg
（モニター含む）◦防水深度：69 m ◦保護等級：IPx5（モニター部除く）◦電
源：AC100 Vもしくは18 Vバッテリー

問い合わせ先／TEL：03-5769-6953（リッジ事業部）
URL：http://www.ridgid.jp

管内検査カメラ『シースネイク マックス rM200A』／日本エマソン㈱
■この管内検査カメラは、カメラヘッド径が25 mmと小径で管径が小さい曲管内の
検査に使用することができる。また、最新のリジッドの録画機能付検査カメラも
しくはモニターと接続することで画像・動画の録画も可能。
■用途 上下水道管、ガス管、ダクト管、プラント内配管、ボイラー管、スプリン
クラーシステムなどの内部検査、および別売の埋設管探知器との併用で、配管経
路のトレース、管内不具合個所の特定に使用できる。
■特長 ◦軽量、コンパクトで持ち運びやすく、保管もしやすい ◦軽量・強化さ
れたケーブルで送り出し作業が容易に ◦各種シースネイクモニターとの互換性
が高い ◦LED６灯でカメラヘッドの照明が明るい ◦カメラヘッドに自動水平
機能が標準装備
■仕様 ◦カメラヘッド径：25 mm ◦自動水平機能付き ◦カメラ照明：６灯
◦ケーブル長：60 m ◦ケーブル径：7.5 mm ◦適応配管径：38〜150 mm
◦解像度：31万画素（モニターは別売） ◦本体寸法：527（W）×349（L）×610（H）
mm ◦本体重量：15.4 kg ◦防水深度：69 m

問い合わせ先／TEL：03-5769-6953（リッジ事業部）
URL：http://www.ridgid.jp

ハンディタイプ検査カメラ micro CA-350

／日本エマソン㈱

多くの方にご愛用いただいたmicro CA-300の後継モデルとして新登場。12 Vリチウ
ムイオンバッテリーとなり、稼働時間が従来機の約２倍にアップ。充電時間は短くな
り作業を止める時間が短く効率的に。防水仕様のLED４灯カメラ付きなので、暗い場
所や水中でも検査が可能。
■用途：ボ イラ設備、空調ダクト、ブロワー、工場配管、電気設備などの設備の点
検、保守や、シンク裏、床下などの住宅の見づらい箇所の点検や、災害時の
消防検査や救命活動に使用可能。シースネイク管内検査カメラと組み合わせ
てモニターとしても使用できる。
■特長：・12 Vリチウムイオンバッテリーのため長時間稼動 ・SDカードに静止画、
動画の記録が可能 ・延長ケーブルを使用すれば最長9 mにて使用可能
■仕様：・モニター：3.5インチカラーLCD ・カメラ照明：LED４灯 ・カメラヘ
ッド径：17 mm（標準付属）
、6 mm（別売品）・カメラケーブル長：90 cm
・解像度：31万画素 ・記録媒体：SDカード ・防水性能：IP67（カメラケ
ーブル部）
、・電源：12 Vリチウムイオンバッテリー ・本体寸法：95
（W）
×
240
（L）
×110
（H）mm ・本体質量：900 g（バッテリー除く）・プラスチック
携帯ケース付き

問い合わせ先／TEL：03-5769-6953（リッジ事業部）
URL：http://www.ridgid.jp
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製品ガイド「工業用管内検査機器」
ロッドアノード型 X線発生器

／ポニー工業㈱

■概要
航空機エンジン、中空タンクやパイプの周方向の溶接線のように全周にわたって
閉ざされた壁面で覆われた部材の撮像を行う場合、通常のマイクロフォーカスX線
発生器では、検査対象部以外の部分で吸収されるために撮像が困難となり、露光時
間が大幅に増大するなどの不都合が生じる。
このような用途に対して、X線照射部分を部材内部に挿入可能なX線発生器を用い
ることで内部照射が可能になり、吸収されてしまうX線を大幅に減らし効率的に撮
像を行う事が可能である。
また、こうしたX線発生器を使用することで、X線焦点を検査対象部に近づけるこ
とができ、高倍率での撮像も可能になる。
■用途
タンクやパイプライン建設や鋳物業界、航空機エンジン、熱交換器など

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510（本社）03-5472-1091（東京営業所）
URL：https://www.ponyindustry.co.jp/

超音波回転プローブチューブ検査システム

／ポニー工業㈱

Pan Amerocan Industries社製超音波回転プローブチューブ検査システム（IRIS
ULTIMA）は熱交換器およびボイラ等のチューブの厚さ測定を行うシステムである。
チューブの内面から円周方向に回転させながら超音波を入射させることにより、
チューブ内外面両方の腐食（減肉）状況をリアルタイムで画像表示する事が可能。
■特長
チューブ内面から反射してくる表面エコー（S）と、チューブ外面から反射してく
る底面エコー（B1）との時間差から、チューブの厚さ（残肉厚）を測定する。
熱交換器チューブ内外面両方の減肉状況が確認できるため、チューブを抜管する
ことなくリアルタイムで残肉厚を測定することができる。
磁性体及び非磁性体両方のチューブに適用可能。
測定データを、Windows上で評価できるソフトウェアが付属される。

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510（本社）03-5472-1091（東京営業所）
URL：https://www.ponyindustry.co.jp/

工業内視鏡GLS2820モニタ本体

／レッキス工業㈱

■特長
◦ケーブルの脱着が簡単（用途に合わせたケーブルの選択と交換が簡単）
◦先端屈曲ケーブル、セミリジッドケーブル、ソフトメタルケーブルなど種類豊富
◦録画機能を搭載、静止画・動画の保存が可能（SDHCカードに32GBまで保存可能）
◦3.5インチ液晶モニタには強化ガラスを採用、油やひっかき傷から保護
◦リチウムイオンポリマー電池を内蔵、２時間充電で約４時間使用可能※
■用途
◦各種配管点検検査、構造物点検検査、空調ダクト・給排気筒内点検検査など
■仕様
◦モニタ本体部 寸法／質量：118（W）
×207（L）
×37（H）mm 380 g
◦電源：リチウムイオンポリマー電池／AC100 V 50/60 Hz
◦保存形式 静止画：JPEG形式VGA（640×480ピクセル）
   
動 画：MPEG形式QVGA（320×240ピクセル）
◦モニタ：3.5型TFTカラー液晶、NTSC方式準拠 30万画素
※使用条件による

問い合わせ先／TEL：0120-475-476（お客様相談窓口）
URL：http://www.rexind.co.jp/
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