製品ガイド「磁気・磁粉・浸透応用機器・剤」
染色浸透探傷剤IKSチェック

／㈱ IHI 検査計測

労働安全衛生の向上と石油臭の駆逐というユーザーの要望に応え、用途に応じて
安心して使用できる２種類の商品はJIS-Z-2343、ASTM-E-165等の各種規格に適応し
ている。
■特長
◦IKSチェック エース
ア ルコール系の毒性が少ない溶剤を使用しており、吸収毒性が大幅に改善さ
れ、石油臭がない
作業性に主体をおいて改善され、特に洗浄効果の向上を重点に開発されたもの
である
◦IKSチェック Sタイプ
作業性と欠陥検出力に優れた水洗型のもので、大型素材に適している

問い合わせ先／TEL：03-6404-6033（営業統括部）
URL：http://www.iic-hq.co.jp

蛍光磁粉・非蛍光磁粉（マグナフラックス社）

／㈱ IHI 検査計測

MAGNAGLOⓇ＞

＜蛍光磁粉
蛍光磁粉は紫外線探照灯で照射することにより、非蛍光磁粉より細かい欠陥の探
傷に適したもので、乾式と湿式がある。
■特長
◦蛍光輝度が高いため細かい欠陥の検出に適している
◦特殊製造法により蛍光体の分離劣化がほとんどない
◦少ない使用量で大量検査が可能
＜非蛍光磁粉 MAGNAFLUXⓇ>
非蛍光磁粉は、灰・黒・赤（橙）の３色があり、乾式と湿式（水又は灯油に分
散）のものがある。
■特長
◦試験品とコントラストがよい色調のものが得られる
◦磁粉の粒度がそろっているため検出能力が安定している
◦乾式は表面下の浅い欠陥の検査に適している

問い合わせ先／TEL：03-6404-6033（営業統括部）
URL：http://www.iic-hq.co.jp

蛍光浸透探傷剤（マグナフラックス社）

／㈱ IHI 検査計測

ZYGLOⓇ＞

＜蛍光浸透探傷剤
■特長
◦蛍光浸透探傷法は、原理的には染色浸透法と同様だが、暗所でブラックライト
を照射し、欠陥部を蛍光指示として探傷するため、検出感度が高くなる
◦探傷の目的、対象物により水洗性蛍光浸透と後乳化性蛍光浸透がある
◦水洗性蛍光浸透は浸透剤に乳化剤が含まれているのでそのまま水洗が可能
◦後乳化性蛍光浸透は浸透剤と乳化剤を別々にし、浸透後、乳化剤で余剰浸透液
を乳化させ、水洗する方法により高い検出感度が得られる
◦通常感度タイプから高感度タイプまで、様々なタイプを扱っている
◦ブラックライトなど各種機材も扱っている

問い合わせ先／TEL：03-6404-6033（営業統括部）
URL：http://www.iic-hq.co.jp
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製品ガイド「磁気・磁粉・浸透応用機器・剤」
定置型LED紫外線探傷灯UV-2000シリーズ ／アイ・トレーディング㈱
■特長
◦検査物の大きさに合せてLEDランプ数（本体１台で２～12灯）を決められるた
め、照射範囲の無駄がなく設備費が経済的である。
小物検査物に対しては、LEDランプ１灯用（UV-1000S）の定置型もある。
◦LEDランプ寿命は約２万時間（紫外線強度の30％低下）である。
◦ランプ本体は、ファンレスで防滴防塵構造（IP44相当）で高機能である。
◦紫外線の配光が高指向性で無駄がない。
◦ランプの発熱量が少ないので暗室の環境改善に効果を発揮する。
■仕様
◦電源：AC100～200 V 8 W（ランプ１灯時）
◦強度：600 mmの距離で4000 µw/cm2以上（３連灯時）
◦波長：365 nm±5（ピーク波長）
◦寸法：ランプ約100φ×95（約400 g）、電源部約260×160×55（約1.3 kg）
制御部約215×255×70（約2 kg）

問い合わせ先／TEL：03-6271-0169
URL：http://www.i-tra.com/

UV-LED BlackLight S-35LC

／栄進化学㈱

■特長
光源にUV-LEDを使用し、更に使用しやすい工夫が詰まったブラックライト。
照射範囲が広い・照射ムラがない・ハレーションが起きにくい等、実際の検査時
の使用条件に最適化している。
■用途
◦各種非破壊検査（浸透・磁粉・漏洩等）
◦蛍光体の付着（ホコリ・クリンルーム管理等）確認
◦金券などのセキュリティチェック
◦芸術品などの補修
■仕様
◦ピーク波長365±5 nm（標準：at 25 ℃）UV-LED使用
◦可視光・ハレーション対策としてVカットガラスを標準装備
◦可視光量10ルクス（≒１フートキャンドル）未満：距離381 mm（Vカットガラ
ス装着時）
◦有効照射範囲 約f170 mm（距離200～381 mm）

問い合わせ先／TEL ：03-3573-4235（営業部）
URL：http://www.eishinkagaku.co.jp/

高輝度フィルムビューアHAT-R5000-LED ／㈱エイチ・エー・ティー
◦L
 EDを光源としているため、電源投入後の発行量の安定が早くすぐに使用するこ
とが可能
◦電
 源ユニットの調光用ボリュームにより０〜最大値まで無段階に調光可能
◦可
 変式（30度毎）のスタンドにより任意の傾斜で使用することが可能
◦フ
 ィルムフォルダーが上下にあり、簡単に抜き差しが出来るので作業もスムーズ
◦オ
 プションのフットスイッチを使用することで、観察時のみ点灯することが可能
寸法
：H3280×W413×D52 mm
重量
：4 kg（本体のみ）
最高輝度 ：6,000FL（20,500 cd/ｍ2）
発光面 ：300×300 mm
電球仕様 ：LED
電源
：AC100 V 50 Hzおよび60 ㎐
付属品 ：電源コントローラ、ACアダプター、電源ケーブル
オプション：フットスイッチ

問い合わせ先／TEL：042-580-3480
URL：http://www.hat-ndt.com
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製品ガイド「磁気・磁粉・浸透応用機器・剤」
LEDブラックライト

SPN-VIN365

／㈱ NDT アドヴァンス

非破壊検査用の低価格・高性能なLEDブラックライト
■特長
◦98,000円（税別）という圧倒的な低価格を実現
◦非破壊検査に適した広い照射範囲
◦粉塵や水滴に強い密閉構造を採用
◦人間工学に基づいた握りやすく疲れにくいハンドル
■仕様
◦紫外線強度：5,500 µW/cm2
◦直径15cmの範囲を1,200 µW/cm2以上の強度で照射
◦紫外線による劣化を抑えた耐紫外線レンズ
◦対応規格JIS Z 2323:2017、ISO 3059:2012

問い合わせ先／TEL：048-783-5121
URL：https://www.ind-blacklight.jp

バッテリ式LEDブラックライト HB302シリーズ

／㈱テクノアーク

■特長
◦バッテリ式LEDブラックライト
◦非破壊検査に適しており、小型軽量で高強度（スポット型）かつ広範囲（ワイ
ド型）を照射する
◦前面部は防水性を高めており、一般使用での液体の侵入を防ぐ
◦グリップスイッチのオン／オフで白色ＬＥＤの点滅が行える
■仕様
紫外線強度
：9,000 µw/cm2以上 （スポット型）
（距離381mm）
4,500 µw/cm2以上 （ワイド型）
紫外線照射範囲 ：約φ180mm （スポット型）
（1,000 µw/cm2） 約φ240 mm （ワイド型）
本体寸法
：83 mm×83 mm×160 mm（突起部及びグリップ部を除く）
本体重量
：約580 g（バッテリを含む）
連続点灯時間 ：３時間以上
電源
：リチウムイオンバッテリー

問い合わせ先／TEL：03-5249-3896
URL：https://www.t-arc.co.jp

紫外線探傷灯

スーパーライトML-7

／マークテック㈱

シャフト製品や丸棒などの検査や連灯を必要とする現場に最適。
マークテックの新しいブラックライトが登場。
■特長
◦横方向に対して広い範囲を照射。長物材料やシャフト製品の検査に最適。
◦独自のレンズ構成を採用し、UV-LEDの使用数３個を実現。
従来品と比較して、ランニングコスト低減を図れる。
◦紫外線の調光機能あり。各検査現場に適した紫外線強度に調整することが可能。
■仕様
◦中心紫外線強度 ：4,000 µW/cm2以上（照射距離：600 mm）
◦LEDのピーク波長 ：365 nm ±5 nm（LED光源の公称値）
◦管球寿命
：13,000時間（保証値ではありません）
◦調光機能
：出力の調整可能（0～100％）
◦外形寸法/重量
：592W×209D×270H mm、約8.0 kg

問い合わせ先／TEL：03-3765-1712（東日本サービスセンター）
TEL：06-4861-3700（西日本サービスセンター）
URL：http://www.marktec.co.jp/
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製品ガイド「磁気・磁粉・浸透応用機器・剤」
染色浸透探傷剤（カラーチェック）

／㈱タセト

■特長
◦白色光／自然光の明るい場所で、傷を白地に赤色の指示模様で明瞭に検出する
◦溶剤除去性の場合は、浸透液、洗浄／除去液、現像剤の３種類で構成されてい
る
◦特別な装置等が不要で現地での探傷に最適
■品種
◦標準型、水洗型、「低ハロゲン・低イオウ」型、高温型、不燃型、クリア型、
プラスチック用、セラミック用、粗材用等

問い合わせ先／TEL：045-624-8952（東京支店）
URL：http://www.taseto.com/

蛍光浸透探傷剤（ケイコーチェック）

／㈱タセト

■特長
◦暗所でブラックライトを照射して、傷を蛍光指示模様で検出する
◦高感度で微細傷の検出に適している
◦量産部品の検査に最適
◦現像剤を使用しない無現像法でも検査可能
◦主に自動探傷装置等と組み合わせて使用される
■品種
◦低感度〜超高感度型、水洗型、溶剤除去型、後乳化型、洗浄水リサイクル型、
低COD型等

問い合わせ先／TEL：045-624-8952（東京支店）
URL：http://www.taseto.com/

磁粉探傷剤（ジキチェック）

／㈱タセト

磁粉探傷試験に使用する探傷剤で、強磁性体の表面の割れ、線状傷の検出に最
適。
■特長
◦蛍光磁粉：暗所でブラックライトを照射して微細傷の検出に適している
◦普通磁粉：明るい所で白や黒色の指示模様を形成する
■品種
◦蛍光磁粉、普通磁粉、分散剤等

問い合わせ先／TEL：045-624-8952（東京支店）
URL：http://www.taseto.com/
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製品ガイド「磁気・磁粉・浸透応用機器・剤」
LEDブラックライト

LB-104

／電子磁気工業㈱

本器は磁粉探傷試験、蛍光浸透探傷試験に用いられる携帯型紫外線探照灯。
LEDを使用したことにより、従来品より質量を60%削減。
更に消費電力も80%以上削減している。
また、紫外線の中心強度が10,000 µW/cm2以上あり、探傷検査に最適。
■特長
◦IPX4相当の防水性
◦質量約750 gで、とても軽い
◦消費電力約30 Wで、環境負荷を低減
◦コンセントに繋ぐだけで直ちに点灯
◦高強度なので傷模様が明瞭
◦中心強度 10,000 µW/cm2以上※
◦円形配光 f120 mm  4,000 µW/cm2以上※
※投光面より400 mmの距離での紫外線強度

問い合わせ先／TEL ：03-5970-8681
URL：http://www.emic-jp.com

紫外線強度計

UV-D3

／電子磁気工業㈱

本器は使い易さを追及し持ち運びに適した紫外線強度計。
磁粉探傷試験、蛍光浸透探傷試験のブラックライトの紫外線強度測定に利用でき
る。
測定値は見やすい液晶表示となっている。
■特長
◦近紫外線波長365 nm（UV-A）の強度を高精度に測定
◦ソーラーパネル採用により、消費電力大幅削減
◦ピークホールド機能搭載
◦測定者を選ばないデジタル表示
◦超ワイドレンジ（0〜45 mW/cm2）
◦寸法（W95×H135×D27 mm）
◦質量（250 g）

問い合わせ先／TEL ：03-5970-8681
URL：http://www.emic-jp.com

濃縮蛍光磁粉液NEO MAGNALITE FY-500C ／電子磁気工業㈱
NEO MAGNALITEは磁粉タンクに投入するだけで磁粉液が作成可能な濃縮蛍光
磁粉液。
従来より輝度をアップさせると共に、目に優しい『黄緑色』を使用している為、
素材検査から精密検査まで幅広い磁粉探傷試験に利用できる。
■特長
◦磁粉タンクに投入するだけで、磁粉液が作成可能
◦分散剤と練る作業は不要で、適正濃度の磁粉液が作成可能な為、作業性が向上
◦保管管理が簡易化
◦輝度がアップし、目に優しい色調
◦PRTR非該当
◦RoHS指令対象物質非含有
荷姿…500 mL/本

問い合わせ先／TEL ：03-5970-8681
URL：http://www.emic-jp.com
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製品ガイド「磁気・磁粉・浸透応用機器・剤」
磁気測定器

TESLA METER GV-400

／日本電磁測器㈱

■特長
◦小型・軽量・ワイドレンジ・カラー表示・ピークホールド機能付き
◦ハンディテスラメータGV-400は鋼材の残留磁束密度をはじめ、磁石の着磁量ま
で幅広い範囲で磁束密度の測定が可能
◦被測定物の形状や用途に合わせて２種類のセンサが選択できる
■仕様
◦外観寸法：W65×Ｄ20×Ｈ115 mm（センサ部は除く）
◦本体質量：110 g（電池装填時）
◦ワイドレンジ：0.01 mT〜1.999 T（0.1〜19.990G）
◦バッテリー：単４型充電池（Ｎi-MH）２本使用で連続６時間稼動（充電器付属）
◦その他：カラー表示（バックライト付き）ピークホールド機能ソフフトケース付き
◦センサとセットの型式：GV-400A（垂直型PA-400Aセンサ付属）
GV-400T（水平型PA-400Tセンサ付属）

問い合わせ先／TEL：042-537-3511
URL：http://www.j-ndk.co.jp/

磁粉濃度計

MC-100

／日本電磁測器㈱

■特長
◦コイルインピーダンスから、磁粉（鉄粉）の量だけを読み取り可能
◦測定時間がわずか数秒の為、日々の磁粉濃度管理が簡単
◦従来品に比べ測定精度、分解能が向上
◦市販されている全ての磁粉に適用可能
■仕様
◦測定範囲／分解能 ：0.000～5.000 g/L
◦測定精度
：±1％of reading ±100 mg/L
◦電源入力
：AC85～250 V 50/60 Hz 1 A（AC100 V時）

問い合わせ先／TEL：042-537-3511
URL：http://www.j-ndk.co.jp/

LEDブラックライト

MidBeam 2.0

／日本電磁測器㈱

■特長
◦ケーブルレス（バッテリー）での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使
用も可能
◦一般用（スタンダード）と航空機用（Aerospace PRES90061）の２バージョン
を御用意
■仕様
①スタンダードタイプ
◦紫外線放射照度：約4500 µW/cm2（フィルター面より15インチ）
◦紫外線波長
：365 nm±5 nm
◦LED白色灯付き
②Aerospace PRES90061
◦紫外線放射照度：約2600 µW/cm2（フィルター面より15インチ）
◦紫外線波長
：365 nm±5 nm
③共通仕様
◦電源
：AC100〜240 V及び3.7 Vリチウムイオンバッテリ２本

問い合わせ先／TEL：042-537-3511
URL：http://www.j-ndk.co.jp/
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製品ガイド「磁気・磁粉・浸透応用機器・剤」
「き裂」の伸展を高感度でモニタリング

／日本ハイコン㈱

金属の「き裂」成長過程を電気抵抗値の変化を利用してモニタリングする測定
器。
交流電位差法（ACPD）および直流電位差法（DCPD）の２方式がある。
◦超音波やＸ線を利用した測定器に比べ、設置やすく操作も簡単。
◦オプションの専用ソフトでパソコンと連携してデータの確認や保存が可能。
■CGM-7（交流電位差法-ACPD）
交流電流の表皮効果を利用して「き裂」の伸展を高感度で測定。◦交流電流を印
加するので、低い電流でも十分な信号を得ることができる。◦周波数は金属や合金
の電気特性に合わせて設定可能。＜感度の高い測定が可能。◦供給電流値は最大2 A
まで設定可能。＜PD値（電位差）の抵抗成分と誘導成分を同時に表示可能。
■DCM-2（直流電位差法-DCPD）
直流パルス式の大電流を流すことで、より安定した測定結果を得られる。◦印加電
流にパルス式を採用したことにより熱起電力の発生を抑制。◦交流電位差法に比べて
ノイズなどの影響を受けにくく、設置・取扱いが容易。◦最大出力電流は10 A。◦初
期PD値（電位差）を任意の値に調整が可能。◦試験機と同期した測定が可能。
■主な納入先：原子力・電力・鉄鋼業界、大学研究室等

問い合わせ先／TEL：03-3586-5618
E-Mail：Support@hicon.co.jp

熱疲労を応用して「実際のき裂」を再現した試験体／日本ハイコン㈱
フィンランド国Truefraw（トゥルーフラウ）社が独自技術で製作するき裂（試験
体）は、金属材料において自然に発生するき裂の形状、生成の状態に極めて近似し
ている事が大きな特長。
■用途：◦新しい検査法の検証、確立 ◦検査技術の習得 ◦検査機器の性能確認
◦性能検査の基準き裂として 等々
■特長：◦天然の誘起割れと同じ特性を持つき裂を熱疲労を利用して生じさせる
◦長さ、深さやき裂の位置を制御することができる（特許技術） ◦き裂の製作過程
で母材の組成が変化したり、別の生成物が生じたりすることはない ◦き裂の品質
は、同時かつ同様に製作する検証用試験体を破壊的に検証することによって確認さ
れる ◦種々の材料や複雑な形状の母材にもき裂を製作することができる ◦き裂
の製作過程は完全に自動化されているので、再現性がある ◦このき裂試験体は、
PT（浸透探傷試験）、UT（超音波探傷検査）、ET（渦電流探傷試験）、RT（放射線
透過試験）など、ほとんどの検査方法に適している ◦要求される形状・寸法に近
似したき裂の製作が可能。材料支給での製作も承る ◦母材の材質、寸法・形状、
納期等は当社まで問い合わせ ◦溶接接合した母材、湾曲した母材等でも製作可能
◦標準的な試験体（母材材質：SUS304等）も数種用意している

問い合わせ先／TEL：03-3586-5618
E-Mail：Support@hicon.co.jp

紫外線強度簡易判定カード ＵＶライトチェッカー

／メイコー㈱

■特長
①電源不要・即時判定可能
カード本体に紫外線を照射するだげでチェック面が発色するため電源不要で即
時判定可能。
②簡易判定・日常点検に最適
カード一枚でおおよその紫外線強度の簡易判定が可能。検査前に行う日常点検
に最適。
③即判定 判定秒数５秒以内
チェック面へ５秒照射し発色がLOWと同等になれば約2,000 µw/cm2以上。
HIGHと同等であれば約10,000 µw/cm2以上と簡易判定可能。
④紫外線強度計との併用で検査効率向上
定期測定に使用する紫外線強度計と併用することで検査精度の向上。

問い合わせ先／TEL：03-3765-1711
URL：http://www.meiko-kk.com

P製品ガイド201909磁気.indd 7

19/07/29 14:49

製品ガイド「磁気・磁粉・浸透応用機器・剤」
UVハンドランプ3818

／日本マテック㈱

明るい太陽の下でも磁気探傷、蛍光浸透探傷を可能とするUVハンドランプ3818は
小型軽量（1.2 kg）でありながら、500 mmの距離で40,000 µW/cm2の高照度が得ら
れるUV-Aハンドライト。距離が長くても十分な照度が得られるため、たったままの
姿勢で作業が可能。これまでは夜間にしか作業できなかった探傷が日中でも可能と
なり、コストダウン、安全向上、夜間作業に対する騒音問題も解決できる。電源オ
ンですくに使え、採点と卯之町時間もないガスディスチャージランプ採用。
■仕様
バルブ ：ガスディスチャージ35 W特注バルブ、寿命2,000時間
照射角 ：3.5゜スポット焦点型
輝 度 ：40,000 µW以上（距離500 mmのピーク値）
立ち上がり時間／再点灯時間：15秒以下
電 源 ：AC100 V仕様
ランプ部 ：L240×W155×H250 mm、1.2 kg
電源部 ：L270×W130×H170 mm、1.5 kg
ランプ-電源部ケーブル：3 m（標準）
防滴：IP65適応
姉妹品：UVG-3トーチライト スポット、フラッドライト スポット
UVG-5ヘッドライトタイプ

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

UV LED高照度広域ランプ3846

／日本マテック㈱

大好評を博した広域UVランプ3848の後継機として、消費電力の少ないLED搭載の
3846が登場。30個のLEDを適切にレイアウトして照度ムラの少ない広い範囲を均一
に照射する。LED365 nmを搭載しているので、照射エネルギー効率が高く、発熱量
も少なく、寿命も長く、また、安全なUV-A領域に絞っている。LEDのため、電源
ONですぐに使用でき、再起動野町時間も不要である。白色光の照射も可能。100 V
電源のため設置も容易である。
■仕様
LED：365 nm、30個（3×10列）、寿命10,000時間以上
輝度：4,000 µW以上 （距離400 mm）
照射範囲：650×260
白色光：2,500 lux（距離400 mm）
電 源：AC100 V仕様
寸 法：L662×W224×H65 mm、7.5 kg
電源部：100〜240 V、50/60 Hz、55 W
ランプ−電源部ケーブル：2.5 m（標準）
適応規格：ドイツDGZfPに適合
安全規格：ドイツ規格EM6のクラス２適応

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

UVトーチライトUVG-3・ヘッドライトUVG-5

／日本マテック㈱

UV トーチライトUVG3は小型軽量でありながら、400 mmの距離で12,000 µW/
cm2の高照度が得られるUV-Aライト。LEDを採用しているので、耐久性が高く、コ
ストパーフォーマンスも抜群。好評のUVG2を進化させ、可視光を1 lx以下に押さえ
てある。狭い場所にも使用できる高照度タイプ。JIS2320にも適用している。同仕様
でヘッドライト型UVG-5もある。
■仕様
◦UV LED
◦UV ソース：UV A LED、紫外線照度：>12,000 µW/cm2以上（距離400 mm）、
可視光：<1 lx以下、波長： 365 nm、ビーム形状：スポットライト（ミッドタ
イプも選択可能）
◦寸法（ヘッドライト部） 直径：27/47 mm、長さ：159 mm、重量：211 g（電
池込み）
◦電源 2,200 mAh Lithium-Ion、3.7 Ｖ 動作時間：約３時間、充電時間：約８時
間、必要本数：１本
◦充電 AC用チャージャー：AC100〜240 V、２本同時充電可能、12 Vシガライ
ター接続可能
◦姉妹品：UVG-3ミッドライト スポット、フラッドライト スポット
UVG-5 ヘッドライトタイプ

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

P製品ガイド201909磁気.indd 8

19/07/29 14:49

製品ガイド「磁気・磁粉・浸透応用機器・剤」
自然キズ入り溶接欠陥試験片（MT/PT用）

／ポニー工業㈱

溶接時に発生するキズは人工的に製作するのは困難で、多くの場合スリットやド
リル穴等の機械加工による模擬キズで各種検査の検出能力を評価することが多い。
しかし、米国FlawTeck社製試験片は割れ、スラグ、ポロシティ等の自然キズ（ 実
欠陥）が入った溶接試験体で対象に近い検出能力の評価ができる。
■特長
◦RT、UT、MT/PT、VTキットには各10個の試験片中に20個の自然キズ（実欠
陥）がランダムで入っている
◦試験片の材質・形状・種類、キズの種類・位置・寸法を指定するオーダーメー
ドも可能
◦試験片にはCADで作図された欠陥位置図、RT用の試験片にはRTフイルム、UT
用の試験片にはUTによる探傷結果を付属
■用途
◦自然キズ入りの試験片ですのでNDT実技教育、試験、検証等に最適

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

LEDブラックライト／Hydrangea PB-01A

／ポニー工業㈱

小型かつ軽量ボディのLEDブラックライト。取手部は握り易さが考慮された設計
で、高性能LEDランプにて観察視野を広範囲にかつ均一に照射可能である。
■特長
◦すぐに点灯するLEDの特性を生かし、高い機動性を発揮
◦握り易さが考慮された取手部の形状
◦小型・軽量（520 g）のボディ（灯具）
◦高性能、低価格を実現
◦JIS Z 2323に準拠
■用途
◦航空機の金属部品や配管等を対象とした非破壊検査（PT、MT）
◦電子基板における残留フラックスやホコリ等の異物確認

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

LEDブラックライト／UV-SVGNC365-01F

／ポニー工業㈱

従来のブラックライトのように立ち上がりまでに、時間を要する必要がなくなっ
た。日本製のチップ型LEDを採用し、電源ON後にすぐに100％の出力を発揮する。
フォーカスコントロール機能搭載により、ヘッド部をスライドさせることで、照射
範囲をスポットからワイドに調節可能。
■特長
◦フォーカスコントロール機能により、照射範囲を調節可能
◦電源ON後にすぐに100％の出力を発揮
◦ノーマル・ハイモード・ローモードと３パターンの出力が調節可能
◦５種類のピーク波長タイプを用意（365 nm、375 nm、385 nm、395 nm、405 nm）
◦365 nmタイプはJIS Z 2323に適合
■用途
◦浸透探傷試験（PT）や磁粉探傷試験（MT）などの非破壊検査
◦電子基板における残留フラックスや異物検査
◦ホコリや汚れのチェック

問い合わせ先／TEL：06-6262-6510
URL：https://ponyindustry.co.jp
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製品ガイド「磁気・磁粉・浸透応用機器・剤」
蛍光式油圧作動油リーク検知システム SPECTROLINEスペクトロライン／㈱リークラボ・ジャパン
蛍光式リーク検知「スペクトロライン」は、特殊な蛍光剤と紫外線ランプで微量
な流体の漏れをピンポイントで検知する画期的な診断方法である。使用方法は、オ
イルに対し蛍光剤を標準0.1％程度添加し、後は紫外線ランプで疑わしい箇所を検査
するだけである。
今まで見つけられづらかったにじみ程度の漏れも簡単にすばやくキャッチでき、
オイルの使用低減・検査時間の削減など、多くのメリットを簡単に得られる。
■用途
◦設備保全での油圧作動油漏れ検知…オイルの使用低減･漏れの早期発見に ◦重
機、建機、工作機械などの出荷前検査に…オイルの漏れか付着かを的確に判断
できる ◦その他、各種オイル･水･冷媒ガスの微少漏れ検知に（蛍光剤の種類
は変わる）
■仕様
◦油圧作動油用蛍光剤OIL-GLO44-Q（946 mL）
◦紫外線ランプ 保全部門用：オプティマックス3000（品番：TP-8690/J）
検査部門用：オプティマックス365（品番：OPX-365/J）

問い合わせ先／TEL：06-6582-5497（営業開発課）
URL：http://leaklab-japan.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
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