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引張付着試験器 RJシリーズ

／㈱サンコウ電子研究所

サンコーテクノ社製。
■用途 ◦屋外防水層下地の引張荷重確認に。
◦外壁仕上げ材の補修操作、施工確認に。
■特長
◦機構部は油圧式なので電源は不要。
◦小型･軽量なのでどこでも簡単に測定が可能です。
◦明るいLED表示とバッテリー残量を表示。
◦さらに、音声によるアナウンスがついています。
■仕様（抜粋）
○RJ-1
◦最大荷重：10000 N ◦本体重量：3.5 kg ◦測定範囲：0～10,000 N
○RJ-2
◦最大荷重：20000 N ・本体重量：4.7 kg ◦測定範囲：0～20,000 N
○RJ-3
◦最大荷重：30000 N ◦本体重量：5.3 kg ◦測定範囲：0～30,000 N

問い合わせ先／TEL：03-3254-5033（販売企画課）
URL：http://www.sanko-denshi.co.jp

引張付着試験器 ADO-30/60/90

／㈱サンコウ電子研究所

■用途
◦塗料の付着･密着試験に。
■特長
◦JIS K 5600、H8661、ISO 4624、ASTM D4541に準拠
■仕様
◦測定範囲N/mm2（MPa）：30型 0～3、60型 0～6、90型0～9
◦測定範囲Kgf/cm2：30型 0～30、60型 0～60、90型0～90
◦測定精度：±10％
◦ドーリ：φ20 高張力アルミニウム製
◦寸法重量：φ90×175、約1.4 kg

問い合わせ先／TEL：03-3254-5033（販売企画課）
URL：http://www.sanko-denshi.co.jp
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スポット溶接検査システム ScanMaster UT/x

／エフティーエス㈱

ScanMaster UT/xはフェーズドアレイ技術を使用した、新しいスポット溶接の非
破壊検査器であり、ナゲットの面積・直径の測定と供に、検査結果も自動判定させ
ることが可能。
■特長
◦たがね試験が不要であり、ハイテン材にも使用可能
◦ナゲットの面積・直径の測定と供に、検査結果も自動判定
◦自動判定のため、測定結果に個人差が出ない
◦15 MHz61素子のマトリックスアレイプローブを使用
◦溶接圧痕に追従するための柔軟な保護膜
◦感度が低下した素子を自動補正し、より長いプローブ寿命を実現
◦4.4 kg（バッテリ含む）で持ち運び可能
◦過酷な環境で使用可能な筐体（IP66）
◦本体作動中に交換できるホットスワップ対応バッテリ搭載
◦プローブケーブル長は最大15 m

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

凝結・硬化過程モニタリングシステム ULTRA TEST／エフティーエス㈱
ULTRA TESTは超音波を利用した物質の硬化過程モニタリングシステムであ
り、セメント、モルタル、石膏、樹脂、ゴム、接着剤などあらゆる物質のモニタリ
ングが可能。モニタリングの間隔や期間は自由に設定でき、最大８チャンネルまで
同時にモニタリング。
■特長
◦セメント、モルタル、石膏、樹脂、ゴム、接着剤など
あらゆる物質のモニタリングが可能
◦最大８チャンネルまで同時にモニタリング
◦超音波の速度、伝搬時間、加速度と曲率、サンプル内部の温度を同時に測定
◦測定期間は15分～31日
◦測定間隔は１秒～60分
◦サンプル温度は内部センサーで−20～125 ℃、
オプションの熱電対で−40～1,820 ℃
◦測定結果はExcelにてエクスポート可能
◦オプションで収縮溝の接続による収縮/膨張の測定が可能

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

非接触コーティング厚さ測定器 coatmaster

／エフティーエス㈱

coatmasterは特殊レンズ（特許取得済）を利用した非接触コーティング厚さ測定
器で、曲面やコーナー及びエッジ部を確実に測定。また、粗い面に塗布された塗
膜の測定は非常に難しく困難であったが、coatmasterなら簡単に測定することが可
能。さらに、据え置きタイプのモデルであれば3D評価も可能。
■特長
◦曲面やコーナー及びエッジ部を確実に測定
◦粗い面に塗布された塗膜の測定も簡単に測定
◦金属、樹脂、木材、CFRP、セラミックなど、素材や表面に左右されない
◦塗装ラインの稼働中でもリアルタイムに測定可能
◦ドライ、ウェット塗装（紛体・液体）問わず測定可能
◦時間と材料の節約に貢献（0.25秒で測定）
◦精密コーティングを1 µmよりミクロン単位で測定可能
◦据え置きタイプのモデルであれば3D評価も可能

問い合わせ先／TEL：03-6206-2220
URL：http://www.fts-web.jp/
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ハンディー硬さ計（硬度計）SONOHARD® SH-21A ／JFEアドバンテック㈱
現場測定に最適なハンディータイプの硬度計。定置式硬さ計としての機能も果た
す、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
■特長
①狭部・溝内部・内外Ｒ部の焼入れ硬さ測定に最適
②HV、HRC、HS、HBの４スケールに対応し、引張強さ値（N/mm2）への換算
も可能
③データメモリー2,000点、校正値メモリー10点記憶可能
④圧痕が目立たないため製品検査にも使用可能
⑤プローブは上下左右どの方向からでも測定可能
■用途
①浸炭焼入、高周波焼入の判定
②溶接構造物（タンク・船体・橋梁・鉄塔等）の溶接部硬さ測定
③歯車の歯面（狭部）硬さ測定
④設備、構造物の経年変化による強度劣化測定
⑤エンジンパイプ、ラックバー、クランクシャフト、ベアリング等部品のオンラ
イン全数検査

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/

ハンディー硬さ計（硬度計）SONOHARD® SH-22／JFEアドバンテック㈱
プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブル
サイズの硬さ計。プローブの測定方向に制限は無く、上下左右どの方向からも測定が可能。
■特長
①プローブの小型化（当社比）により、狭所・曲面の硬度測定がさらに容易に
②測定回数100万回以上の優れた耐久性
③ビッカース圧子を使用した静圧荷重式で、圧子の定期交換不要
④微小圧痕
⑤上下限アラーム値の設定可能
⑥広範囲の直線性を実現（鋼測定時）
■用途
①クランクシャフト、ギヤなどの狭所・曲面の焼入れ硬さ測定
②カムシャフトなどの端面部の焼入れ硬さ測定
③浸炭焼入、高周波焼入の判定
④溶接構造物（タンク・船体・橋梁・鉄塔等）の溶接部硬さ測定
⑤歯車の歯面（狭部）硬さ測定
⑥設備、構造物の経年変化による強度劣化測定
⑦エンジンパイプ、ラックバー、クランクシャフト、ベアリング等部品のオンライン全数
検査

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/

レーザー誘起ブレークダウン分光分析計 LIBS Zシリーズ ／商船三井テクノトレード㈱
■特長
SciAps（サイアップス）社製ハンドヘルド型レーザー誘起ブレークダウン分光分
析計Zシリーズは、今まで困難であった現場での軽元素の分析を数秒で行えるハン
ディ型分析計である。放射線・X線は使用しない為、免許等の必要性がなくメンテ
ナンスコストも安価である。特許技術であるアルゴンガスパージにより、これまで
ハンドヘルド機器では不可能であった低合金鋼やステンレス鋼中の炭素が分析可能
となった。炭素の検出限界は0.008%であり、SUS316とSUS316Lの判別が可能となっ
た。
■仕様
分析元素：H（水素）～U（ウラン） ※一部条件付き
炭素検出限界（LOD）：0.008%
ガスパージング：有（超小型アルゴンガス）
カメラ機能：有（カメラ機能標準装備）
重量：約2.3 kg（バッテリー含む）
OS：Google Android OS

問い合わせ先／TEL：03-6367-5450（機械部）
URL：http://www.motech.co.jp
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多目的サーベイメータ RadEye B20-ER

／ポニー工業㈱

■概要
RadEye B20-ERは最新のα/β/γ/X線小型多目的コンタミネーションモニタで
す。オプションのγエネルギーフィルタを装着した場合、17〜1,300 keVの広範囲の
H'（0.07）及びH*（10）のγ線量率測定が可能です。
■特長
◦パンケーキ型GM管採用／α線、β線、Ｘ線、γ線の放射線測定
◦Bq、Cps（m）、Sv/h（μSv/h）等による測定対応
◦自由に持ち運び 軽量・手のひらサイズ：130×70×60 mm、300 g
■用途
産業分野・医療分野における表面汚染検出器・線量率測定器として多目的に使用
が可能。事故後の表面汚染測定や迅速な線量率調査にも最適です。
■仕様
エネルギー範囲（γ線エネルギーフィルタ装着時）：17 keV – 1.3 MeV
測定範囲：計数率 0～500 kcps、ガンマ線量率 0～100mSv/h（フィルタ装着時）
バッテリ寿命：500時間（標準単４電池使用時、充電可能な単４電池にも対応）

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510
URL：https:// www.ponyindustry.co.jp/

放射線測定器 RadEye G-10

／ポニー工業㈱

■概要
RadEyeG-10は個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量
率測定を実現しています。本装置は、バックグラウンドから100 ｍSv/hまでの幅広い
ガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
■特長
◦幅広い測定レンジ：0.05 µSv/h－100 mSv/h
◦手のひらサイズで軽量：96×61×31 mm、約160 g
◦かんたん操作：上部のボタンとLEDで標準操作が可能
■用途
個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定、 更に
据え置きのエリアモニタとして使用可能です。
■仕様
エネルギー範囲：50 KeVから1.3 MeVまでのγ線、X線
測定範囲：0.05 μSv/h－100 mSv/h 感度：およそ1.7 cps/μSv/h（Cs-137にて）
バッテリ寿命：600時間（標準単4電池使用時、充電可能な単４電池にも対応）

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510
URL：https:// www.ponyindustry.co.jp/

ハンドヘルド蛍光X線分析計 VANTAシリーズ

／ポニー工業㈱

■概要
VANTAは、耐久性に優れた堅牢設計により、さまざまな使用環境に対応可能で
す。また、直感的な操作性とカスタマイズ可能なソフトウェア構成により、様々な作
業環境においても再現性のある高精度な分析結果を迅速に取得することができます。
■特長
◦IP65の防塵防滴性能を備えています。※Cシリーズ
◦前シリーズと比較した場合、測定スピードや検出限界、再現性が向上しています。
◦カラータッチスクリーンの搭載により、高い操作性を実現。
■用途
VANTAは、合金品種の判別からリサイクル金属の鋼種判別、出荷受け入れ時の品
質管理や考古学分野などの学術用途まで、広範囲にわたる多様な用途に対応します。
■仕様
２つのシリーズをラインナップ。
Mシリーズ（検出の難しい微量元素や、短時間での測定に適したモデル）
Cシリーズ（検出速度や感度、対応可能な元素数などの基本性能に優れたモデル）

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510
URL：https:// www.ponyindustry.co.jp/
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MF300F+／MF300FHT+フェライト・メーター／日本ソナテスト㈱
MF300F+フェライト・メーターの多様なテクノロジーは、オーステナイト及びオ
ーステナイト・フェライト二相ステンレス鋼ステンレス鋼溶接材料のフェライト%
およびフェライト値（FN）を測定する。プローブは10 mmのエリアのおよそ深さ1
mmでのフェライト量を測定する。
■MF300F+フェライト・メーターの特長
◦0.1～83%と等しい、測定範囲0.1～115FNのオーステナイト及びオーステナイト・
フェライト二相ステンレス鋼ステンレス鋼の含有フェライトの非破壊のテスト
◦頑丈・ポータブル
◦フェライト数の標準と最大値を測定
◦フェライトのパーセンテージ（FNの70％）の推測
◦オンデマンド自動ゼロ
◦装置の信頼性がチェックできるように５標準サンプルを付属
◦52測定値記憶はRS232/USBオプションを使用してPCへ転送
◦高温でサンプルには空冷プローブオプションを使用

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

導電率測定器 SIGMASCOPE® SMP350 ／㈱フィッシャー・インストルメンツ
広範な種類の測定アプリケーションに有効な『SIGMASCOPE SMP350』は、あら
ゆる非磁性金属の導電率を測定できるハンディタイプの高性能導電率計である。
当製品は、導電率をDIN EN2004-1とASTM E 1004に準拠した渦電流位相変位感
応式で測定する。最大500um厚の塗料やプラスチックコーティングの下にある非鉄
金属材料の導電率を非接触で測定できる。また、導電率が他の材料特性に関するデ
ータを提供するため、広範な種類の測定アプリケーションに有効だ。
■用途例
◦合金の均一性検査
◦原材料導電率検査による成分判定および品質管理
◦アルミニウム原料の分類
◦材料の疲労や割れ、熱損傷の検査
◦熱処理材料の硬度や強度の評価

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

超音波フェーズドアレイ技術
＜基礎編＞
●技術と動向
●技術の基礎
●装置使用上の留意点
●広がる適用分野

＜実技・応用編＞
●探傷器における性能評価の必要性
●斜角セクタスキャンによる性能評価について
●試験体・試験片の探傷出力例

＜基礎編＞
B5判40頁 1,000円＋税
＜実技・応用編＞
B5判40頁 1,000円＋税

P製品ガイド2019-07試験機.indd 5

19/06/07 9:35

