製品ガイド「渦流・漏洩磁束検査機器」
地際腐食検査装置（GMD-01）

／ACTUNI㈱

この装置は標識柱や照明柱などの鉄鋼構造物の地際の腐食による減肉を磁気的に
検査する装置である。磁気センサーを用いた傾斜プローブにより地表のみならず地
面下の腐食を、開削と金属表面の前処理なしに一点当たり数秒で検査できる。
■特長
◦地表から腐食部の深さと減肉率を推定可能
◦開削が不要なため、既存の検査法に比べて検査時間を大幅に短縮
◦バッテリーを搭載しており電源が不要
◦予備バッテリーへの交換が容易にできるので長時間の検査にも使用可能
■仕様
◦・外形寸法 ：W 472 ×H 160 ×D 366［mm］、重量 ：約 9［kg］
※こ の装置は、内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の一環と
して、国立大学法人岡山大学 塚田啓二教授が研究開発した極低周波磁気検査法
（ELECT）の成果に基づき、当社が製品化した検査装置である。

問い合わせ先／TEL：06-6612-8502（NDI事業部）
URL：http://www.actuni.co.jp

渦流探傷装置

aect2000N Ctype

／アスワン電子㈱

３周波数（内１周波数はABS＋DIFFの同時処理）渦流探傷装置aect
2000Nは、製品検査・保守検査に最適な構成で仕上がっている。ネットワークケー
ブルでパソコンと接続するだけで全ての操作をパソコンから処理することが可能。
■特長
◦ホストコンピュータで設定・制御・データ収集が出来る。
◦ABSバランス用のリファレンスコイルは不要。
◦自動ミキシング2CHを内蔵。
◦多チャンネルコイルにも拡張が可能。
◦オペレーター用列番表示操作モニタ（オプション）。
◦収集データはパソコンHD、USBなどに収録可能。
◦対応OS Windows

問い合わせ先／TEL：06-6635-1881（開発課）
URL：http://www.aswan-ect.jp/

RTD-INCOTESTTM-Subsea Probe

／Advantec-IS㈱

水中鋼製構造物の試験に対して新しいソリューションである。CUI向け試験技術
のRTD-INCOTESTTMは構造物上の被覆材を剥がさずに対象の肉厚測定が可能な、
スクリーニング技術である。
この特徴を水中鋼製構造物の試験に生かすため、新たに開発された水中でも使用
出来るSubseaプローブを装備することでFRPや貝殻、海草が付着した水中の試験対
象についても同様に高速で信頼性が高く、低コストの試験サービスを提供すること
が可能（RTD-INCOTESTTMはパルス渦流探傷技術をベースとした、スクリーニン
グ技術である）。
■仕様
RTD-INCOTESTTM（Subsea Probe仕様）
◦深度：最大3,000 m
◦肉厚範囲：6 mmから65 mm
◦被覆材範囲：最大200 mm ◦試験対象：2 mm直径の配管から平板まで
◦試験対象温度（経験上）：－150 ℃から500 ℃ ◦精度：＋/－5%
◦高速試験：1日あたり、最大で1,000測定が可能

問い合わせ先／TEL：06-6306-6380
URL：http://www.advantec-is.com/
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製品ガイド「渦流・漏洩磁束検査機器」
タンク床板探傷システム

ファルコンS

／エフティーエス㈱

ファルコンSは、独自の飽和低周波渦電流法（Saturation Low Frequency Eddy
current Technique）を用いたタンク床板探傷システムである。塗装の有無に関係な
くタンク床板の裏面および表面の欠陥を探査することが可能。
■特長
◦スキャニングスピードの調整が可能
◦電動アシストで測定をサポート（DCモーター）
◦最大測定スピード14～15 m/min
◦板厚最大30 mmで測定が可能
◦塗装の上から測定可能（最大12 mmの非鉄塗装まで対応）
◦くぼみ（穴）の探査とサイジング
◦16チャンネルアレイを用いた高解像度ワイドスキャナー
◦リアルタイムでのデータ収集
◦測定終了時にカラーマッピングレポートの出力が可能
◦電源ケーブルは最大75 mまで延長可能（オプション）

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

低周波電磁テクニック（LFET） TS 2000 Tube Scanner／エフティーエス㈱
TS 2000 Tube Scannerは、LFET（Low Frequency Electromagnetic Technique）
の原理を採用して、ボイラーや加熱器などのチューブを迅速に検査する。
検査はチューブ外径から行うが、内外面両方の探査が可能で、鉄／非鉄どちらも
対応可能。チューブ直径に応じたセンサー数が使用され、それらはユニット内に等
間隔に配置される。
■特長
◦鉄および非鉄のどちらにも対応
◦内外面どちらの欠陥も検出可能
◦表面処理不要（錆や突起も問題なし）
◦塗装の上から測定可能
◦カップリング剤不要
◦センサー数は最大32ヶ
◦最小外径φ13 mmから測定可能

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

バランスフィールド電磁テクニック（BFET） Hawkeye-2000 ／エフティーエス㈱
Hawkeye2000は従来の表面渦電流の代わりとして開発された新技術BFET
（Balance Field Electromagnetic Technique）の原理を採用。溶接および母材の表
面と表面下の欠陥を検出できる。１秒間に数インチから１フィートのスキャン速度
を持ち、浸透探傷や磁粉探傷のような従来のNDT技術よりもはるかに速く検査可
能。Hawkeye2000はひび割れが問題となるほぼすべての場面に適用できる。
■特長
◦鉄および非鉄のどちらにも対応
◦塗装の上から測定可能
◦様々な種類の溶接検査が可能
◦カップリング剤不要
◦最大スキャン速度30 cm/sec
◦最大８チャンネル
◦広い周波数範囲（5 Hz～30 KHz）
◦リアルタイムデータ処理

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「渦流・漏洩磁束検査機器」
ポータブル渦流探傷器 NORTEC 600シリーズ

／オリンパス㈱

NORTEC 600シリーズは、操作性、機動性、耐久性を更に向上させた小型・軽量
なポータブル渦流探傷器である。鮮明で見やすい5.7インチのVGAディスプレイを搭
載しており、屋内・屋外でも渦流信号をはっきりと表示することが可能。前シリー
ズを踏襲した使いやすいノブ操作、シンプルなメニュー構造、効果的なダイレクト
アクセスキーも装備している。
また、アプリケーション選択メニュー、オールインワン表示（全周波－画面表
示）、リアルタイム測定表示、フリーズモードで感度と位相の調整ができる信号校正
などの最新機能を備えている。
NORTEC 600シリーズは、導電率測定モデルや、回転式スキャナー対応モデル、
二重周波数機能モデルなど４タイプをラインアップしており、幅広い検査ニーズに
対応する。航空機、橋梁等のメンテナンスから、製造時の部品のシンプルなインラ
イン検査、熱交換チューブの簡易的なメンテナンス検査まで、さまざまな用途に汎
用的に対応可能な探傷器となっている。

問い合わせ先／TEL：0120-58-0414
URL：http://www.olympus-ims.com

ポータブル渦流アレイ探傷器 OmniScan MX ECA

／オリンパス㈱

OmniScan MX ECAは、過酷な検査環境で優れた耐久性を発揮するバッテリー駆
動式のポータブル渦流アレイ探傷器である。小型・軽量なため携帯性にも優れてお
り、リチウムイオンバッテリーを使用し、マニュアル探傷またはセミオートマチッ
ク探傷で最大６時間駆動することが可能。
ブリッジモードやトランスミットモードで32個（外部マルチプレクサーを使用す
れば最大64個）のセンサーコイルを制御することができる。一度の検査で複数の周
波数（20 Hzから6 MHzまで）を同時に使用可能。
また、背部のモジュールを交換することにより、渦流アレイ（ECA）、渦流
（ECT）、ボンドテスト（BT）C-スキャンの３種類の探傷技術を２タイプのモジュ
ールで提供（モジュール別売）。
さらに、新製品のMagnaFORMスキャナーを使用すると、リフトオフ補償機能に
より、溶接部（HAZ部、止端部、上端部）の表面近傍の割れを塗装の上から１回の
スキャンで検査することも可能。

問い合わせ先／TEL：0120-58-0414
URL：http://www.olympus-ims.com

チューブ検査用 MultiScan MS 5800シリーズ

／オリンパス㈱

MS 5800シリーズは、渦流（渦流・リモートフィールド・ニアフィールド・漏洩
磁束・渦流アレイ）探傷と、超音波（パルスエコー・TOFD・IRIS）探傷を、一台
に収納した多目的なチューブ検査システムである。
さまざまな素材のチューブの点検、表面検査、腐食状況のマッピング、減肉検
査、溶接部検査等、世界中で使用されており幅広い検査要求に対応する。

問い合わせ先／TEL：0120-58-0414
URL：http://www.olympus-ims.com
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製品ガイド「渦流・漏洩磁束検査機器」
マルチアレイ渦流探傷器EVi

／㈱NDTアドヴァンス

『EVi』は、マルチアレイプローブに対応した最新の渦流探傷器である。
10インチ（1280×800ピクセル）の美しいディスプレイに、瞬時に探傷画像を表示
する。従来のプローブに比べ探傷範囲が広いため、検査時間を大幅に短縮、さらに検
査結果を画像表示する事ができるため、傷の位置・サイズを視覚的に把握できる。
基本性能も大幅に進化、今までに無い低ノイズ化により、比類ない性能を実現し
た。システムとの連携ももちろん可能で、あらゆる検査ニーズに対応する。
■仕様
◦周波数：150 Hz～15 MHz
◦感度：0～114dB（0.01ステップ）
◦寸法：350×220×65 mm
◦重さ：約4.5 kg（バッテリー含む）
◦ディスプレイ：10.1インチ（1280×800ピクセル）

問い合わせ先／TEL：048-783-5121
URL：https://www.ndtadvance.com/

ドイツibg社製 渦流検査装置 eddyvisor ／㈱ケン・オートメーション
世界最高峰の高性能渦流検査装置 eddyvisor。金属部品のワレ・巣穴・研磨焼
け、熱処理不良・異材混入の全数検査に最適。
■特長
◦ibg社独自開発の最新検査方式（マルチ周波数、マルチフィルター検査方式）を
採用
◦良品を測定する（学習させる）ことで閾値を設定
◦探傷検査も組織検査もeddyvisor１台で対応可能
◦探傷検査では、ワレや巣穴は勿論のこと、研磨焼け・残留応力も検出可能
◦組織検査では、熱処理不良（硬度・硬化層深さ異常）・異材混入を検出
◦非接触・高速・高信頼性で、インライン全数検査に効果を発揮
◦拡張性を有しておりチャンネル増設も可能（探傷最大16ch、組織最大32ch）
◦15型のタッチパネルを搭載しており、結果の「見える化」に貢献
◦日本語を含む計14言語に対応

問い合わせ先・TEL：045-290-0432
URL：http://www.kenautomation.com

渦流探傷用プローブ各種

／GEセンシング＆インスペクション・テクノロジーズ㈱

航空部材表面／表面直下の探傷、溶接部の表面探傷、各種金属部品の探傷、材料
判別、クラッドの膜厚測定など、用途に応じた各種プローブを取り揃えている。ユ
ーザーの要望に適したプローブを選定し、提案可能。
■プローブの種類
◦表面検査用高周波ペンシルプローブ
◦表面近傍検査用低周波プローブ
◦ホール検査用回転プローブ
◦金属部品検査用差動式プローブ
◦溶接部表面検査用ウェルドスキャンプローブ
◦チューブ検査用内挿式プローブ
◦管、棒、および線材検査用貫通型コイル
◦特注アレイプローブ

問い合わせ先／TEL：03-6890-4567（東京） TEL：06-6260-3106（大阪）
URL：https://www.geoilandgas.co.jp/it
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製品ガイド「渦流・漏洩磁束検査機器」
ZETEC社 ハンドヘルド渦電流テスタ『MIZ-21C』／ダイヤ電子応用㈱
アレイプローブ表面検査をサポートする最新の渦電流ハンドヘルドテスタ。低価
格帯のMIZ-21Cは、航空宇宙、石油・ガス、製造業および電力関連の各種アプリケ
ーションに手軽に適用可能。
長時間駆動可能なバッテリ、直観的なタッチスクリーンにより、ストレスなく、
今までよりも広範囲を素早く検査可能。MIZ-21Cは幅広い選択肢のプローブとスキ
ャナに対応し、検査要件と予算に応じる三つのモデルで対応。
■用途
◦ファスナー取付け穴近傍の割れ検出
◦機体積層間腐食の検査
◦導電率およびコーティング厚さの測定
◦配管、圧力容器、タンクの腐食および亀裂の検査
◦余盛付き溶接部およびFSW（摩擦攪拌接合）における亀裂の評価とサイジング

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

高性能デジタル渦流探傷器 VOLUTE-1000

／ダイヤ電子応用㈱

■主な用途
鍛造品やプレス品の表面割れ検査／焼結金属の割れ・欠け検査熱処理品の割れ検
査／金属表面の介在物検査／溶射部の異常検査金属の異材選別／溶接部の割れ検査
／金属疲労検査
■特長
◦ワークに合わせた検出コイルで検出性能／判定性能が向上する。
◦専 用判定処理ソフトを内蔵してノイズ信号を識別し、未検査範囲を低減でき
る。
◦タッチパネルで操作が簡単に行える。
◦探傷条件をメモリーでき条件設定の個人差を無くす。
◦視認性の高いカラー液晶パネルを採用。

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

SG-NDT製渦電流探傷装置S2G2-800

／ディービー㈱

カナダの渦電電流探傷装置メーカーSG-NDTは、マルチチャンネル・アレイコイ
ルによる高度な渦電流探傷技術を提案する。
■渦電流探傷ハードウエアS2G2-800の特長
◦最大コイル数512chに対応
◦24bitADコンバーターの採用により、優れたSN比
◦アプリケーション開発環境（LabView、Java）の提供
◦マルチビューソフトウエアでの動作
◦OEM提供による、リブランド製品化
◦ECT、ECTアレイ、RFT、RFTアレイ、NFT、NFTアレイ他に対応
■豊富なプローブとカスタムプローブ、プローブ開発キットの提供
◦表面探傷用フレキシブルアレイプローブ
◦非磁性チューブ探傷用渦電流フレキシブルアレイプローブ
◦磁性チューブ探傷用渦電流アレイプローブ
◦モーター回転プローブ
◦ボビン部脱着タイププローブ 他

問い合わせ先／TEL：06-6809-3762
URL：http://www.db-kk.com/
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製品ガイド「渦流・漏洩磁束検査機器」
渦流探傷器

ET-5002

／電子磁気工業㈱

本器は電磁誘導法を用いた最新の渦流探傷器。
自動探傷用にベクトルLCD表示、各種条件設定表示を備えており、設定条件はダ
イレクトキーSWにより容易に行える。既存の検査搬送ラインに組み込むことによ
り、簡単に自動探傷システムを構成することができる。尚、複数台の構成で多チャ
ンネルも可能。
■仕様
◦コイル形式：①自己誘導形自己比較方式 ②相互誘導形標準比較方式
◦試験周波数：標準 256 kHz ◦感度設定範囲：0〜60dB 0.2dBステップ
◦位相可変範囲：0〜359.5゜分解能0.5°◦バランス方式：追従式オートバランス
◦モニタ表示：①探傷波形表示；5.5インチ液晶 ②条件表示；４行20桁液晶
◦ノイズフィルタ：①ハイパスフィルタ（HPF） ②ローパスフィルタ（LPF）
◦コンパレータ：Y軸、X軸 ◦アナログ出力：X、Y；2 V/FS
◦制御端子：外部ゲート、良品、不良品、センサ断線
◦入力電源：AC100 V±10％ 50/60 Hz 約100 VA
◦外形寸法：177H×320W×280D ◦質量：約7.5 kg

問い合わせ先／TEL：03-5970-8555
URL：http://www.emic-jp.com

異材選別器

MT-7001

／電子磁気工業㈱

本器は金属材料の材質・熱処理状態の識別が可能な異材選別器。１個のコイルで
標準比較方式の識別を可能とした。一般炭素鋼で炭素含有量の0.05％違いの識別が
可能。
■特長
◦検査結果は5.5インチ液晶画面に表示され、同時にXY成分を電圧出力可能
◦ワークの接近を自己検出して自動判定を行う内部モード（INT）を標準装備
◦11個の専用キーで設定項目の選択が可能
◦ジョグダイヤルで設定数値の増減が可能
◦コイルセンサは単一／標準比較、相互／自己誘導、貫通／プローブなどすべて
の種類に対応

問い合わせ先／TEL：03-5970-8555
URL：http://www.emic-jp.com

デジタル渦電流探傷器

ET-6002

／電子磁気工業㈱

ET-6002は金属部品の表面近傍に存在するきず（割れ、欠けなど）を検出する渦
電流探傷器である。
タブレット端末の採用、きず検出処理回路の大部分をデジタル計算処理とするこ
とにより、本体の小型化を実現。
また、新機能として端末信号などのノイズ信号に強い多重周波数機能、リフトオ
フ変動による測定信号の変化を自動補正する機能などを搭載した。

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「渦流・漏洩磁束検査機器」
パルスECT装置

Lyft

㈱テクノ電子

Lyftは保温材の上から内部配管の減肉調査が可能なパルスECT装置である。
保温材を取り外すことなく、配管減肉を確認できるので保守検査の高効率化につ
ながる。
また、簡単な操作で試験設定が行える手軽さと、ポータブルでどこにでも持ち運
べる利便性で検査員の技量によらず様々な現場で運用できる。
対応可能な配管肉厚は最大100 mm、保温材厚さは300 mm。保温材ジャケットの
材質はアルミニウム、ステンレス鋼だけでなく亜鉛めっき鋼の上からも測定できる。
■特長
◦分割計測は１ポイント１秒未満、連続計測は概ね75 mm/sで探傷可能
◦探傷設定や厚み校正などを一回の操作で実施
◦延長ポールで高所の探傷にも対応
◦マルチタッチディスプレイで良好な操作性
◦密閉型で頑丈かつ防水・防塵なケーシング
◦バッテリ駆動（ホットスワップ対応）

問い合わせ先／TEL：078-672-4050
URL：http://www.techno-denshi.jp

ポータブル渦流探傷器

VD3-81

／日本ソナテスト㈱

渦流探傷器VD3-81は探傷試験及び表面や表面近傍の素材のわれ、ラップ、微細な
ひび等の素材不連続部のマニュアル試験に使用可能。
■特長
◦ギャップや試験対象物の電磁特性の影響からの自動調整
◦多くのセットップとテスト結果を保存する大容量メモリ
◦目的別に設計された最先端データ分析ソフトウェア
◦送信モードはPCへのUSBポート経由、PCへの保存
メモリの転送及びセットアップを含めた印刷の2Way
◦欠陥深さ及び長さの評価：ランプと音による警報
◦シンボルキーによる単純操作：小型軽量ハンディータイプ
■仕様
◦開口部：0.002 ｍｍ、深さ：0.05 ｍｍの欠陥を検知
◦周波数範囲：0.5 kHz～6 MHz
◦出力電圧：0.5～8 V（ダブルアンプリチュード）
◦ゲイン調整：52dB

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

回転式渦流探傷装置

EDDIO ROTO-EDX

／原電子測器㈱

本装置は、管又は棒状の金属一次製品に点在する軸方向の表面キズを渦流探傷法
により、非接触・高速で同時に検出する事が可能な、品質管理を行う上で従来より
もローコストで導入できる最も有効、確実な検査機器である。
専業メーカーとして50年以上の経験により優れた温度特性や安全性を示し、長期
にわたって一定の検査緒元を維持する。
■特長
◦緒元設定や操作は、表示画面のタッチパネルで簡単操作
◦キズ位置表示機能でキズの場所を特定
◦欠陥レベルをカラー表示（白−青−赤）
◦自己診断機能搭載
◦集計結果をエクセルに編集、蓄積してデータ分析が可能
◦探傷記憶・波形記憶が可能
◦ベクトル波形成分を評価（X成分、Y成分、Z成分“挟角位相”
）
◦豊富な納入実績で安心設計、短期間のセットアップを実現

問い合わせ先／TEL：048-449-0911
URL：http://eddio.co.jp
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製品ガイド「渦流・漏洩磁束検査機器」
ポータブル渦流探傷器 WeldCheck／AeroCheck ／日本マテック㈱
ウェルドチェックは溶接部の探傷検査に特化した小型軽量の渦流探傷器。1.1 kgの
小型軽量ボディーに、溶接ビード形状の妨害信号をキャンセルできるウェルドプロ
ーブを接続して、溶接部を1 m/１秒の高速で検査が可能。信号も記録可能、傷深さ
も判定できる。英国では高速道路、橋梁での渦流探傷が規格化されて磁気探傷の代
わりに採用されている。溶接部探傷に必要な機能、表示選択が搭載されている。
エアロチェックは回転プローブが使用できる航空機関連用途に特化した小型軽量
探傷器。ペンシルプローブ、ブリッジプローブ、回転プローブが使用でき、回転プ
ローブのエンコーダーが同期可能。
■共通技術仕様
◦プローブ：２ピン、12ピンの２コネクター／シングル（アブソ）、
デュアル（リフレクション、ブリッジ）／エアロチェックのみ回転プ
ローブ使用可能
◦最大チャンネル：1CH、１プローブ（オプションにて2CH）
◦試験周波数：20 Hz～20 MHz、ステップ 0.01 Hz、kHz、MHz
◦ゲイン：−12.0～+100dB、ステップ0.1dB
◦データ保存：MicroSDカード2GBに500設定条件、500画面

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

高性能渦流探傷器

ETi 200

／日本マテック㈱

Eti200は2.8 kgの小型軽量ボディーに8CH、４プローブ、12ミキシング、８ゲー
ト、I/O、USB、VGA出力、100dB感度、10 Hz～15 MHzの高機能を満載した高性
能渦流探傷器。大型７″
カラーTFT（800×480Pixel）、見やすいメニュー、回転ホイ
ールジョグ操作など使い心地を重視。人間工学に基づいて設計された軽量・堅牢な
アルミダイキャストボディー。
■技術仕様
◦プローブ：２ピン、12ピンの2コネクター、シングル（アブソ）、
デュアル（リフレクション、ブリッジ）、回転プローブ
◦最大チャンネル：8CH、４プローブ（ミキシング最大12）
◦試験周波数：10 Hz～15 MHz、ステップ0.01 Hz、kHz、MHz
◦ドライブ：0.10～20.00 v pk-pk、ステップ 0.01 v
◦ゲイン：−12.0～+100dB、ステップ 0.1dB
◦データ保存 設定 様々な選択：内部RAMドライブ、SDカード（最大 32GB）、
USB メモリー（最大 32GB）

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

自動用渦流探傷器

Victor 2.2D

／日本マテック㈱

Victorビクターは自動探傷用に開発された専用機で、3.3 kgの小型ボディーに自動
機用に特化した機能と出力を装備しており、簡単にシステムの構築が可能となる。
2CH、２プローブが同時に使用できる。通常の渦流探傷用プローブの他、回転プロ
ーブも対応が可能。導電率測定機能も搭載。USBまたはRS232Cにてリモートコント
ロールも可能。電圧制限のないリレー出力、アナログ電圧出力、リアルタイムUSB
ストリーム出力を装備。独自システム構築のためのDLLも提供。明るいLCD表示、
外部モニター用VGA出力装備。電源24 VDCも可能。
■技術仕様
◦プローブ：２ピン、12ピンの２コネクター、シングル（アブソ）、
デュアル（リフレクション、ブリッジ）、回転プローブ使用可能
◦最大チャンネル：2CH、２プローブ
◦試験周波数：10 Hz～12.8 MHz
◦ゲイン：−18.0～+104dB、ステップ0.1dB
◦データ保存：MicroSDカード32GBに10000設定条件、
10000画面、連続データ500分

問い合わせ先／東京本社 TEL：03-3221-7531 大阪支社 TEL：079-447-1561
URL：http://matech.co.jp
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製品ガイド「渦流・漏洩磁束検査機器」
高感度棒鋼表面検査装置（漏洩磁束方式）

／プルーテクニック㈱

回転式漏洩磁束方式を採用したNOVAFLUXで究極の棒鋼表面疵検査。
■特長
NOVAFLUXは、信頼性が高く経済的な高感度棒鋼表面疵検査を実現する。
黒皮磁性材等の深さ0.1 mm以上の表面疵を確実に検出し、欠陥品を抑え材料費を
削減。NOVAFLUXには、他社にはないユーザーを満足させる数多くの機能を搭載。
棒材の曲がりに追従する本体ゴムプレートや磁化ヨークへのダメージを防止する
プロテクションリングもその一つである。新しく5 mmマルチレイヤーDIPアレイプ
ローブを搭載する。多くのアプリケーションに対応するためNOVAFLUXは、棒鋼
直径に合わせて３タイプを用意している。
■装置仕様
直径5〜65 mmに対応するNOVAFLUX RFL65（試験速度168 m/min）
直径10～140 mmに対応するNOVAFLUX RFL140（試験速度180 m/min）
直径40～200 mmに対応するNOVAFLUX RFL200（試験速度96 m/min）
当社大阪オフィスにRFL65のデモ機を設置。サンプルテストも可能。

問い合わせ先／TEL：045-444-8812
URL：http://www.pruftechnik.com

渦電流探傷装置

／マークテック㈱
渦流探傷装置（渦電流探傷装置）は、交流磁場により検査対象表面に渦電流を発
生させ、きず等による電流の変化を検知する装置である。
貫通ECTシステム、パイプECTシステム（L）、及びエアーフロート式ECTシステ
ムをラインナップ。
生産ラインに合わせた自動探傷システムの設計製作が可能。
■貫通ECTシステム（写真）
◦渦電流を用いた自動探傷装置なので、表面欠陥を高速で探傷可能。
◦対象材に管理ナンバーまたはNGのマーキングができる。（オプション）
■パイプ端部渦流探傷システム
◦当社独自のシータプローブを採用する事により、高いリフトオフによる高性能
な検査を実現。
◦鋼管（回転周速度：60 m/min）の高速探傷を実現。
◦不合格材にはペイントによるNGマーキングが可能。（オプション）

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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