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小型自動フィルムアプリケーター
（卓上塗工機・卓上コーター）
商品コード:101

小型自動フィルムアプリケーターは100シリーズを小型化し、
機能性を上げたニュータイプの塗工機です。
塗工速度は1〜200mm/sになり、
低速
から高速まで幅広いスピード調整が可能になりました。
塗工距離は最大A4サイズ。
試験片を挟み込むクランプ部分は試験片の厚みに合わせて微
調整ができ、
しっかりとクランプ固定ができますので、
フィルムなどの薄い試験片やガラスプレートなどの厚い試験片にも対応できます。
バーコー
ターは065-1シリーズ
（塗布幅200㎜幅）
を使用でき、
付属の錘を使用することによりしっかりと荷重をかけて塗工が行えます。
本体は全タイプ共
通仕様です。
ガラスプレートタイプご購入後も真空チャックプレートと外付けバキュームポンプをご購入いただければ変更することができます。
101-3はガラスプレートと真空チャックプレート
（外付けバキュームポンプ付属）
の両方のプレートがセットになっています。
試験片の素材を選ば
ずに安定した塗工がおこなえます。
真空チャックプレートはバキューム力の調整が可能になりました。
セットにはお好きなアプリケーター1個、
もし
くは065-1シリーズ バーコーター200mm3本を付属します。

製品仕様

内容

操作：タッチパネル操作機能・ガイドオペレーション

小型自動フィルムアプリケーター

テストパネルサイズ：任意で設定可能
（A4まで）

（各タイプによる）

標準タイプ塗工速度：1〜200mm/s
（1mm/s単位で変更可能）

お好きなアプリケーター1個またはバーコーター3本

塗工距離：任意で設定可能
塗工条件メモリー数：最大6メモリー
寸法：約W435(460)×D290×H160(250)
重量：約16㎏
電源周波数：50/60Hz

商品名

商品コード

内容

自動フィルムアプリケーター
ガラスプレートタイプ

101-1

小型自動フィルムアプリケーター本体・ガラスプレート・
タッチペン1本・お好きなアプリケーター1個またはバーコーター3本

小型自動フィルムアプリケーター
真空チャックプレート

101-2

小型自動フィルムアプリケーター本体・真空チャックプレート・外付けバキュームポンプ・
タッチペン1本・お好きなアプリケーター1個またはバーコーター3本

小型自動フィルムアプリケーター
ガラスプレート・真空チャックプレート両用タイプ

101-3

小型自動フィルムアプリケーター本体・ガラスプレート・真空チャックプレート・外付けバキュームポンプ・
タッチペン1本・お好きなアプリケーター1個またはバーコーター3本

小型自動フィルムアプリケーター用
ガラスプレート

101-11

ガラスプレート単体

小型自動フィルムアプリケーター用
真空チャックプレート

101-12

真空チャックプレート単体

小型自動フィルムアプリケーター
真空チャックプレート用バキュームポンプ

101-13

外付けバキュームポンプ単体

※ お好きなアプリケーター1個またはバーコーター200ｍｍ3本の対象モデル：
067シリーズ ドクターブレードフィルムアプリケーター、
068シリーズ 2面式フィルムアプリケーター、
052シリーズ 4面式フィルムアプリケーター、
067シリーズ キューブアプリケーター、
064シリーズ 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター
（B/Mタイプ除く）
、
065-1シリーズ バーコーター200ｍｍ×3本の中からお選び下さい。
※ 価格・仕様は予告無く変更する場合がございますのでご了承下さい。
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自動フィルムアプリケーター
商品コード:100

塗膜の評価には、同じ条件で同じ膜厚で安定した塗膜が必要です。
自動フィルム

内容

アプリケーターは一定の速度と荷重でバーコーターやアプリケーターをスライドさ

自動フィルムアプリケーター本体

せ安定した膜厚で再現性のある塗工が行えます。
本製品は安定した塗工と使いや
すさを追求したシンプルな装置です。全ての操作をタッチパネル画面でおこなえ
るので、
誰でも感覚的に操作を行うことが可能です。
付属のタッチペンでも指でも
操作が可能です。
塗工速度や塗工距離も自由に設定でき、
テストピースや試料に
合わせたオリジナルの設定が最大6つまでメモリーできるため、
電源を入れてすぐ
に同じ条件で塗工が行えます。むずかしい操作のない、
シンプルで高い操作性を

ガラスプレート・タッチペン1本
お好きなアプリケーター1個もしくはバーコーター3本
製品仕様
大きさ 約630×550×280mm
重さ 約36kg
※ガラスプレートタイプの寸法です。

持ったハイコストパフォーマンスモデル。
セットにはお好きなアプリケーター1個も
しくはバーコーター3本を付属します。
※吸着バキュームプレートタイプ。
加温・吸着バキュームプレートタイプはバキューム機能が本体に内蔵さ
れています。

バーコーターをしっかりとホールド

ガラスプレートタイプは、
クランプ式で試験片をホールド

【 主な仕様 】
操作：タッチパネル操作機能・ガイドオペレーション、
テストパネルサイズ：A4、
A3、
その他任意で設定可能

非常停止ボタン搭載

標準タイプ塗工速度：10〜140mm/s
（1mm/s単位で変更可能）
、
高速タイプ塗工速度：50〜300mm/s
（1mm/s単位で変更可能）
塗工距離：A3:350mm A4:250mm その他任意で設定可能、
塗工条件メモリー数：最大6メモリー
寸法：約W630×D545×H250mm、
重量：約36㎏
（吸着バキュームプレートタイプは約48㎏）
電源周波数：50/60Hz、
加温機能設定範囲：+5℃〜+150℃※加温・吸着バキュームプレートのみ

商品名

商品コード

内容

自動フィルムアプリケーター
標準タイプ ガラスプレート

100-1

自動フィルムアプリケーター
（塗工速度：10〜140mm/s）
ガラスプレート・タッチペン1本

自動フィルムアプリケーター
高速タイプ ガラスプレート

100-2

自動フィルムアプリケーター
（塗工速度：50〜300mm/s）
ガラスプレート・タッチペン1本

自動フィルムアプリケーター
標準タイプ 吸着バキュームプレート

100-3

自動フィルムアプリケーター
（塗工速度：10〜140mm/s・バキューム機能内蔵 ON/OFF切替）
バキュームプレート・タッチペン1本

自動フィルムアプリケーター
高速タイプ 吸着バキュームプレート

100-4

自動フィルムアプリケーター
（塗工速度：50〜300mm/s・バキューム機能内蔵 ON/OFF切替）
バキュームプレート・タッチペン1本

自動フィルムアプリケーター
標準タイプ 加温・吸着バキュームプレート

100-5

自動フィルムアプリケーター
（塗工速度：10〜140mm/s・加温機能・バキューム機能内蔵いずれもON/OFF切替)
バキュームプレート・タッチペン1本

自動フィルムアプリケーター
高速タイプ 加温・吸着バキュームプレート

100-6

自動フィルムアプリケーター
（塗工速度：50〜300mm/s・加温機能・バキューム機能内蔵いずれもON/OFF切替)
バキュームプレート・タッチペン1本

※全ての商品にお好きなアプリケーター1個またはバーコーター3本が付属します。
※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
※お好きなアプリケーター1個またはバーコーター320ｍｍ3本の対象モデル：
067シリーズ ドクターブレードフィルムアプリケーター、
068シリーズ 2面式フィルムアプリケーター、
052シリーズ 4面式フィルムアプリケーター、
067シリーズ キューブアプリケーター
064シリーズ 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター(B/Mタイプ除く)、
065-2シリーズ バーコーター320ｍｍ×3本の中からお選び下さい。
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デジタル式膜厚調整機能付き
フィルムアプリケーター
商品コード:096

064シリーズの膜厚調整機能付きフィルムアプリケーターの
デジタルマイクロメータータイプです。塗布する膜厚をデジタ
ル式マイクロメーターで調整できます。分解能は1μm。1μ
m刻みですき間を自由に変更できます。
スクレーパーはマグ
ネット式なのですぐに取り外しが行え、
ご使用後の洗浄が非
常に簡単です。通常品は塗布幅は100・150・200・250・
300mm。
ギャップの精度は±2μm。特注品として塗料流し
込みガイドタイプ（B/Mタイプ）が製作可能。塗料流し込みガ
イドはスクレーパー手前に塗料（試料）の液だまりを作ること
で塗工中も塗料が常に供給され、途切れの無いより安定し
た塗工が可能になります。塗料流し込みガイドも取り外しが
簡単なため洗浄が簡単に行えます。
内容
デジタル式膜厚調整機能付き
フィルムアプリケーター × 1個
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商品名

商品コード

仕様

デジタル式膜厚調整機能付き
フィルムアプリケーター100mm

096-8

マグネット式スクレーパータイプ

デジタル式膜厚調整機能付き
フィルムアプリケーター150mm

096-9

マグネット式スクレーパータイプ

デジタル式膜厚調整機能付き
フィルムアプリケーター200mm

096-10

マグネット式スクレーパータイプ

デジタル式膜厚調整機能付き
フィルムアプリケーター250mm

096-11

マグネット式スクレーパータイプ

デジタル式膜厚調整機能付き
フィルムアプリケーター300mm

096-12

マグネット式スクレーパータイプ

特注デジタル式膜厚調整機能付き
フィルムアプリケーター
塗料流し込みガイドタイプ（B/Mタイプ

096-99

マグネット式スクレーパータイプ・
塗料流し込みガイド
塗布幅は任意の長さで製作

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。

商品コード:064

塗布する膜厚をマイクロメーターで調整できるフィルムアプリケーター。0〜3500μｍまです
き間が自由に変更できます。マグネット式スクレーパーはすぐに取り外しが行えますので、
ご
使用後の洗浄が非常に簡単です。
また、B/Mタイプは塗料流し込みガイドが付いており、
スク
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膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター

内容
膜厚調整機能付きフィルム
アプリケーター × 1個

レーパー手前に塗料（試料）の液だまりを作ることで塗工中も塗料が常に供給され、途切れの
無いより安定した塗工が可能になります。塗料流し込みガイドも取り外しが簡単なため洗浄
が簡単に行えます。塗布幅は50・100・150・200・250・300mm。1目盛り10μm刻みで可
変が行えます。
商品名

商品コード

内容

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 50mm

064-7

マグネット式スクレーパータイプ

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 100mm

064-8

マグネット式スクレーパータイプ

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 150mm

064-9

マグネット式スクレーパータイプ

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 200mm

064-10

マグネット式スクレーパータイプ

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 250mm

064-11

マグネット式スクレーパータイプ

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター 300mm

064-12

マグネット式スクレーパータイプ

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M50mm

064-13

マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M100mm

064-14

マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M150mm

064-15

マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M200mm

064-16

マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M250mm

064-17

マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き

膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター B/M300mm

064-18

マグネット式スクレーパータイプ・塗料流し込みガイド付き

特注 膜厚調整機能付きフィルムアプリケーター（塗布幅変更）

064-99

マグネット式スクレーパータイプ

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
※塗布した膜厚はすき間よりも薄く塗られます。
塗料によって異なりますが、
例えば100μmのすき間で塗ったピンクの塗料をウエットフィルム膜厚計で測定したところ、
ウエット膜厚は50〜60μmでした。
200μmのすき間で塗った場合のウエット膜厚は100〜125μmでした。
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4面式フィルムアプリケーター
商品コード:052

塗料やインクなどのコーティング剤を均等な膜厚で塗布するために
使われます。基板の上に塗料を垂らした後、
アプリケーターの両端
を手で持ち、
一定の速度で手前に引きます。
4面が異なるギャップ
（す
き間）
で切削されているので、
本体を回転させるだけで、
４つの膜厚
で均一な塗膜が塗布できます。機能性塗膜の場合は膜厚の違いに
より評価結果が安定しない場合がよくあります。
一定の膜厚で管理
するために、
フィルムアプリケーターの使用をおすすめします。材質
はステンレス製。
内容

製品仕様

すき間：30・60・90・120μm

大きさ 約25×25×90mm

塗幅：60mm

重さ 約340g
※052-1 の寸法です。

商品名

商品コード

4面式フィルムアプリケーター

052-8

4面式フィルムアプリケーター

052-1

4面式フィルムアプリケーター

052-2

4面式フィルムアプリケーター

052-9

4面式フィルムアプリケーター

052-3

4面式フィルムアプリケーター

052-4

4面式フィルムアプリケーター

052-5

4面式フィルムアプリケーター

052-6

特注
4面式フィルムアプリケーター

052-7

仕様
すき間：25・50・75・100μm
塗幅：60mm
すき間：30・60・90・120μm
塗幅：60mm
すき間：50・100・150・200μm
塗幅：60mm
すき間：25・50・75・100μm
塗幅：80mm
すき間：30・60・90・120μm
塗幅：80mm
すき間：50・100・150・200μm
塗幅：80mm
すき間：100・200・300・400μm
塗幅：80mm
すき間：300・400・500・600μm
塗幅：80mm
すき間：リクエストのすき間で製作
塗幅：10mm〜500mmまで製作可能

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変
更する場合がございます。
※塗布した膜厚はすき間よりも薄く塗られます。塗料によって異なりますが、例えば100μmのすき
間で塗ったピンクの塗料をウエットフィルム膜厚計で測定したところ、
ウエット膜厚は50〜60μmで
した。200μmのすき間で塗った場合のウエット膜厚は100〜125μmでした。
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商品コード:065

塗料やインクなどを一定の膜厚に塗布するために使用されるバーコーター。一般的なバーコー

内容

ターはワイヤーが巻かれており、
ワイヤー切れや、隙間に塗料が詰まってしまうなど洗浄も大変

バーコーター１本

でした。
このバーコーターはワイヤーを巻いているのではなく、バー自体に膜厚に合わせた均一

製品仕様

な凹凸の加工をすることによりワイヤー切れやワイヤーずれも無く、洗浄についても改善されま

大きさ 直径9mm×240mm

した。消耗も少ないためより長く使用できる新型のバーコーターです。膜厚はμm単位です。4〜

重さ 約142g

200μmの中から選択して下さい。塗布幅は200mmと320mmがあります。

※065-1 の寸法です。

商品名

商品コード

バーコーター 200ｍｍ

065-1-○○μｍ
（6〜200）

バーコーター 320ｍｍ

065-2-○○μｍ
（6〜200）

バーコーター 200ｍｍ
専用手持ちハンドル
特注バーコーター
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バーコーター

内容
4,6,8,10,12,15,20,25,30,40,50,60,80,100,120,150,200μｍから選択して下さい。
全長：240ｍｍ バーの太さ：直径9mm
4,6,8,10,12,15,20,25,30,40,50,60,80,100,120,150,200μｍから選択して下さい。
全長：400ｍｍ バーの太さ：直径9mm

065-80

バーコーター200mmに取付ける手持ちハンドル

065-99

リクエストの長さで製作します
（最長2000mm）

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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ドクターブレードフィルムアプリケーター
商品コード:067

ドクターブレードフィルムアプリケーターは、金属ブロックの片
面を加工して「すき間」をつくり、塗料やインクなどを一定の膜
厚で塗布することができます。
アプリケーターを使用すると、高

内容

製品仕様

ドクターブレードフィルム

大きさ 約80×20×20mm

アプリケーター×１個

重さ 約235g
※067-3の寸法です。

精度で再現性の高い塗膜ができ、安定した膜厚が得られます。
塗布幅は50mmと75mm。すき間は、50・75・100・125・
150・200μmがあります。
材質はステンレス製。

商品名
ドクターブレードフィルム
アプリケーター50mm 50μm
ドクターブレードフィルム
アプリケーター50mm 75μm
ドクターブレードフィルム
アプリケーター50mm 100μm
ドクターブレードフィルム
アプリケーター50mm 125μm
ドクターブレードフィルム
アプリケーター50mm 150μm
ドクターブレードフィルム
アプリケーター50mm 200μm

商品コード

仕様

067-1

塗幅：50mm すき間：50μm

067-2

塗幅：50mm すき間：75μm

067-3

塗幅：50mm すき間：100μm

067-4

塗幅：50mm すき間：125μm

067-5

塗幅：50mm すき間：150μm

067-6

塗幅：50mm すき間：200μm

商品名
ドクターブレードフィルム
アプリケーター75mm 50μm
ドクターブレードフィルム
アプリケーター75mm 75μm
ドクターブレードフィルム
アプリケーター75mm 100μm
ドクターブレードフィルム
アプリケーター75mm 125μm
ドクターブレードフィルム
アプリケーター75mm 150μm
ドクターブレードフィルム
アプリケーター75mm 200μm
ドクターブレードフィルム
アプリケーター 特注品

商品コード

仕様

067-7

塗幅：75mm すき間：50μm

067-8

塗幅：75mm すき間：75μm

067-9

塗幅：75mm すき間：100μm

067-10

塗幅：75mm すき間：125μm

067-11

塗幅：75mm すき間：150μm

067-12

塗幅：75mm すき間：200μm

067-99

リクエストのすき間で製作
塗幅：10mm〜400mmまで

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
※塗布した膜厚はすき間よりも薄く塗られます。塗料によって異なりますが、例えば100μmのすき間で塗ったピンクの塗料をウエットフィルム膜厚計で測定したところ、
ウエット膜厚は50〜60μmでし
た。200μmのすき間で塗った場合のウエット膜厚は100〜125μmでした。
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商品コード:068

上下の2面を異なるすき間にすることで、
2つの膜厚の違う塗膜を塗
布することができる2面式のフィルムアプリケーターです。あらゆる
規格で塗膜の評価試験は一定の膜厚でおこなうことが推奨されて
います。
塗布幅は80mm
（全長105mm）
。
ラインナップより2つのす
き間の組み合わせを選択して下さい。
材質はステンレス製。

塗料の性状・安定性・安定した塗工

2面式フィルムアプリケーター

内容
2面式フィルムアプリケーター×1個
製品仕様
大きさ 約90×25×25mm
重さ 約121g
※068-3の寸法です。

商品名
2面式フィルムアプリケーター
80mm 25,50μm
2面式フィルムアプリケーター
80mm 75,100μm
2面式フィルムアプリケーター
80mm 150,200μm
2面式フィルムアプリケーター
80mm 300,400μm
特注
2面式フィルムアプリケーター

商品コード

仕様

068-1

すき間：25,50μm 塗幅：80mm

068-2

すき間：75,100μm 塗幅：80mm

068-3

すき間：150,200μm 塗幅：80mm

068-4

すき間：300,400μm 塗幅：80mm

068-99

すき間：リクエストのすき間で製作
塗幅：10mm〜400mmまで製作可能

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変
更する場合がございます。
※塗布した膜厚はすき間よりも薄く塗られます。塗料によって異なりますが、例えば100μmのすき
間で塗ったピンクの塗料をウエットフィルム膜厚計で測定したところ、
ウエット膜厚は50〜60μmで
した。200μmのすき間で塗った場合のウエット膜厚は100〜125μmでした。

キューブアプリケーター
商品コード:069

アプリケーター内に液だまりをつくることで塗布幅からはみ出さず幅に
合わせた塗膜をつくれます。塗幅も16mmと細く塗布したい場合に使
用します。塗布する量を一定にしたい場合や、高価なコーティング剤な
どで歩留まり良くテストピースを製作したい場合などにも使用されてい
ます。
また、
塗膜乾燥時間測定機
（ドライングタイムレコーダー）
のガラス
プレートに試料を塗布するために使用されます。
内容

製品仕様

キューブアプリケーター１個

大きさ 約25×25×20mm
重さ 約61g
※069-1の寸法です。

商品名

商品コード

仕様

キューブアプリケーター25mm

069-1

すき間：37,75μm 塗幅：16mm

キューブアプリケーター25mm

069-2

すき間：50,100μm 塗幅：16mm

キューブアプリケーター50mm

069-3

すき間：50,100μm 塗幅：41mm

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する
場合がございます。
※塗布した膜厚はすき間よりも薄く塗られます。塗料によって異なりますが、例えば100μmのすき間で塗
ったピンクの塗料をウエットフィルム膜厚計で測定したところ、
ウエット膜厚は50〜60μmでした。200μ
mのすき間で塗った場合のウエット膜厚は100〜125μmでした。
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塗料の性状・安定性・安定した塗工

レザボア4面式フィルムアプリケーター
商品コード:095

塗料やインクなどのコーティング剤を均等な膜厚で塗布するために使われます。
レザボアとは
液溜りの意味で、
塗料を本体内部に溜めることにより気泡が抜け、
塗り始めから塗布幅に沿って

内容
レザボア4面式フィルムアプリケーター

きれいな塗膜が得られるのが特徴です。
本体には異なる4つのすき間があるので、
回転すること
により4つの膜厚の塗膜を塗工することができます。
材質はステンレス製。
商品名

商品コード

仕様

レザボア4面式フィルムアプリケーター

095-1

すき間：30・60・90・120μm 塗幅：60mm

レザボア4面式フィルムアプリケーター

095-2

すき間：50・100・150・200μm 塗幅：60mm

レザボア4面式フィルムアプリケーター

095-3

すき間：30・60・90・120μm 塗幅：80mm

レザボア4面式フィルムアプリケーター

095-4

すき間：50・100・150・200μm 塗幅：80mm

特注レザボア4面式フィルムアプリケーター

095-99

すき間：リクエストのすき間で製作 塗幅：10mm〜400mmまで製作可能

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
※塗布した膜厚はすき間よりも薄く塗られます。塗料によって異なりますが、例えば100μmのすき間で塗ったピンクの塗料をウエットフィルム膜厚計で測定したところ、
ウエット膜厚は50〜60μmでし
た。200μmのすき間で塗った場合のウエット膜厚は100〜125μmでした。

11

商品コード:076

サグテスターは、一定の膜厚で塗料を塗布し、試験片を垂直に立て
ることにより、
膜厚の厚さによって塗料の流れ
（たるみ）
ができるかど
うかを試験するためのものです。
サグテスターには5段階のすき間
が開いており、膜厚の違う塗膜が一度に塗布できるようになってい

塗料の塗膜形成機能・たるみ性

サグテスター
（たるみ性試験・垂れ試験）

ます。
材質はステンレス製。
塗布幅全長約110mm
関連規格

内容

製品仕様

JIS-K5551

サグテスター本体・ケース

大きさ 約40×132×30mm
重さ 約910g

JIS-K5400
ASTM D4400

商品名

商品コード

仕様

サグテスター

076-1

すき間：100.200.300.400.500μｍ

サグテスター

076-2

すき間：600.700.800.900.1000μｍ

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変
更する場合がございます。

アプリケーター式サグテスター
商品コード:077

サグテスターは、一定の膜厚で塗料を塗布し、試験片を垂直に立て
ることにより、膜厚の厚さによって塗料の流れ（たるみ）
ができるか
どうかを試験するためのものです。076シリーズ

サグテスターと

の違いは、
アプリケーターのように塗料の上をスライドさせて塗布
する為、高粘度な塗料でも簡単に塗布することができます。本体に
は25μmずつ10段階のすき間があります。材質はステンレス製。
関連規格

内容

製品仕様

ASTM D4400

アプリケーター式

大きさ 約20×120×20mm

ASTM D373

サグテスター本体・ケース

重さ 約350g

商品名

商品コード

仕様

アプリケーター式サグテスター

077-1

すき間：50.75.100.125.150.175.200.225.250.275μｍ

アプリケーター式サグテスター

077-2

すき間：250.275.300.325.350.375.400.425.450.475μｍ

アプリケーター式サグテスター

077-3

すき間：450.475.500.525.550.575.600.625.650.675μｍ

アプリケーター式サグテスター

077-4

すき間：650.675.700.725.750.775.800.825.850.875μｍ

アプリケーター式サグテスター

077-5

すき間：850.875.900.925.950.975.1000.1025.1050.1075μｍ

特注アプリケーター式サグテスター 077-99

リクエストのすき間・間隔で製作

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。

12

塗料の塗膜形成機能・レベリング

レベリングテスター
商品コード:078

関連規格

内容

製品仕様

JIS-K5400

レベリングテスター本体

大きさ 約45×127×32mm

ASTM D2801

ケース

重さ 約350g

商品名

レベリングテスターは、塗料をはけ塗りしたとき、塗面にはけ
による凹凸がないかどうかを、はけの代わりにレベリングテ
スターを使って見本品（塗料の見本）
と比較して調べます。試
験片を拡散昼光のもとで見本品と比べた時、
レベリングテス
ターによって作られた塗面の山谷の凹凸が、見本品と同等
か、それより小さい場合は、試料のレベリングは「良好であ

商品コード

内容

レベリングテスター

078-1

すき間：100.200.300.500.1000μm

レベリングテスター

078-2

すき間：250.500.1000.2000.4000μm

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告
なく変更する場合がございます。

る」とします。

クランプ付きガラステーブル
商品コード:079

アプリケーターやバーコーターを使って塗工をする為のガラステーブルです。
ガラステーブルに

内容

はクランプがついており、塗工をする試験片を挟み込むことができます。
ガラステープルにはゴ

クランプ付きガラステーブル×1

ム足がついており、塗工時に滑りにくいように工夫されています。

製品仕様
大きさ 約250×350×12mm
重さ 約2750g
※079-1 の寸法です。

商品名

商品コード

内容

クランプ付きガラステーブル

079-1

大きさ：約250×350×12mm 重さ：約2750g

クランプ付きガラステーブル

079-2

大きさ：約350×400×12mm 重さ：約4500g

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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商品コード:073

試作品の塗料、小ロットの塗料の攪拌に使用できる塗料用ラボミキサー。1.5ℓ〜

内容

20ℓまでのステンレス製容器とそれぞれの容器の大きさに合ったディスクタービ

ラボ用撹拌機×１台、
タッチペン×1

ン（回転翼）を自由に選べます。攪拌したい容量に合わせてご選定下さい。
「ラボ用
ミキサーでは小さすぎる」
「生産ラインを動かすまでの量ではない」という場合に適

塗料の攪拌・ミキサー・塗料の攪拌

塗料用ラボミキサー
（試作塗料・小ロット塗料対応）

鋸歯形ディスクタービン×3
（35mm、
50mm、
60mm）
×ステンレス容器×1

正な量の塗料を撹拌できます。液晶タッチパネル操作で撹拌スピード
（rpm）、撹拌
時間を自由に調整できるデザインのインペラ式撹拌機です。
インペラの鋸歯形ディ
スクタービンは、不溶性の乳化、エマルジョン化、微細化、せん断混合、高粘度液や
高濃度スラリー液の撹拌などに有効です。最大回転数9000rpmと高速回転が可
能なため、鋸歯形ディスクタービンにより強力な流体せん断が得られます。主に
コーティング剤、塗料、
インク、顔料、化粧品、食品、樹脂、接着剤、
ラテックス、医療、
接着剤、その他の分野で顔料分散、液体混合、かき混ぜなどに使用されています

商品名

商品コード

昇降方法
手動

昇降距離
（mm）

電力
（W）

回転数
(rpm)

対応容量
（ℓ）

サイズ
（mm）/重量（kg）

250

550

30-9000

0.5/1.5

400x430x790/38

250

550

30-9000

0.5/1.5

400x430x940/65

280

750

60-9000

0.5/1.5

400x430x940/68

ハンドル式塗料用ラボミキサー

073-1

ハンドル式塗料用ラボミキサー

073-3

ハンドル式塗料用ラボミキサー

073-5

電動式塗料用ラボミキサー

073-7

自動

280

750

60-9000

1.5/3/5

500x500x1160/72

電動式塗料用ラボミキサー

073-9

自動

330

1100

60-9000

1.5/3/5

530x530x1160/90

電動式塗料用ラボミキサー

073-11

自動

400

1500

300-9000

5/10/20

550x550x1320/105

ハンドル
手動
ハンドル
手動
ハンドル

付属品
ステンレス容器1.5ℓ
ディスクタービン×4枚
ステンレス容器1.5ℓ
ディスクタービン×4枚
ステンレス容器1.5ℓ
ディスクタービン×4枚
ステンレス容器3ℓ
ディスクタービン×4枚
ステンレス容器3ℓ
ディスクタービン×4枚
ステンレス容器5ℓ
ディスクタービン×4枚

※最新の価格、専用オプションは弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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塗料一般試験方法・くし形ゲージ

くし形ウエットフィルム膜厚計
商品コード:021

ぬれ膜厚の測定に使用します。膜厚計の刃の部分をウエット
状（未乾燥）の塗膜に接触させると、塗料が付着する刃と付
着しない刃の境目が確認できます。その境目の膜厚がウエッ
ト膜厚となります。例えば、75μmの刃に塗料が付着して、
100μmの刃には塗料が付着しなかった場合は、
ウエット膜
厚は75〜100μmの間ということがわかります。
ステンレス
製なので使用後は塗料を拭き取ることにより何度でもお使
い頂けます。
ラインナップはS・M・Lがあり、それぞれ測定レ
ンジが異なります。
関連規格

製品仕様

JIS-K5600-1-7 膜厚

大きさ 約50×58mm

ISO2808

重さ 約15g
※021-1の寸法です。

商品名

商品コード

仕様

くし形ウエットフィルム膜厚計(S)

021-1

20-370μm 1枚入り

くし形ウエットフィルム膜厚計(M)

021-2

25-2,000μm 1枚入り

くし形ウエットフィルム膜厚計(L)

021-3

50-10,000μｍ 1枚入り

※最新の価格、専用オプションは弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等に
つきましては予告なく変更する場合がございます。

校正証明書付きくし形ウエットフィルム膜厚計
商品コード:063

ぬれ膜厚の測定に使用します。膜厚計の刃の部分をウエット
状（未乾燥）の塗膜に接触させると、塗料が付着する刃と付
着しない刃の境目が確認できます。その境目の膜厚がウエッ
ト膜厚となります。例えば写真のように、100μmの刃に塗
料が付着して、125μmの刃には塗料が付着しなかった場
合は、
ウエット膜厚は100〜125μmの間ということがわか
ります。ステンレス製なので使用後は塗料を拭き取ることに
より何度でもお使い頂けます。
ラインナップはS・Mがあり、そ
れぞれ測定レンジが異なります。製造時の校正証明書（英
文）には各刃の「すき間」を計測した数値が明記されていま
す。※校正証明書は海外発行の為、
トレーサビリティー体型
図は添付しません。
関連規格
JIS-K5600-1-7 膜厚
ISO2808
商品名

商品コード 仕様

校正証明書付き
063-1
くし形ウエットフィルム膜厚計(S)

20-350μm 1枚・

校正証明書付き
063-2
くし形ウエットフィルム膜厚計(M)

25-2700μm 1枚・

校正証明書兼検査成績書
（英文1枚）

校正証明書兼検査成績書
（英文1枚）

※最新の価格、専用オプションは弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等に
つきましては予告なく変更する場合がございます。
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商品コード:023

ぬれ膜厚の測定に使用します。
くし形に比べ精度の高い膜厚管理が行え
ます。その分、破壊される面積が多くなります。精度は±2.5％＋1μm。
ウエット状の塗膜の上に本体を置き、ホイール部分を手で持ってゆっくり
と回転させると、塗料がついている部分とついていない部分が確認でき
ます。中央輪に塗料が付いた一番大きな数値がウエット膜厚となります。
測定時にスリップしないように外側の輪に滑止め加工（ギザギザの加工）
がされています。豊富なラインナップから測定レンジを選んで下さい。
関連規格

内容

JIS-K5600-1-7 膜厚

滑止め加工付きロータリー形ウエットフィルム
膜厚計 本体×1、
英文校正証明書付き

ISO 2808

塗料一般試験方法・ロータリー形ゲージ

滑止め加工付き ロータリー形ウエットフィルム膜厚計

製品仕様
大きさ 約50mmΦ×20mm
重さ 約160g
商品名

商品コード 内容

滑止め加工付き
ロータリー形ウエットフィルム膜厚計0-25

023-1

滑止め加工付き
ロータリー形ウエットフィルム膜厚計0-50

023-2

滑止め加工付き
ロータリー形ウエットフィルム膜厚計0-125

023-3

滑止め加工付き
ロータリー形ウエットフィルム膜厚計0-250

023-4

滑止め加工付き
ロータリー形ウエットフィルム膜厚計0-500

023-5

023シリーズ ロータリー形
ウエットフィルム膜厚計専用手持ちハンドル

023-99

測定レンジ0-25μm
目盛：1μm刻み 英文校正証明書付き
測定レンジ0-50μm
目盛：2μm刻み 英文校正証明書付き
測定レンジ0-125μm
目盛：5μm刻み 英文校正証明書付き
測定レンジ0-250μm
目盛：10μm刻み 英文校正証明書付き
測定レンジ0-500μm
目盛：20μm刻み 英文校正証明書付き
手持ち部分約150㎜023シリーズに
取付けて使用します。

ロータリー形ウエットフィルム膜厚計
商品コード:060

ぬれ膜厚の測定に使用します。
くし形に比べ精度の高い膜厚管理が
行えます。その分、破壊される面積が多くなります。精度は±5μm。
ウエット状の塗膜の上に本体を置き、ホイール部分を手で持ってゆっ
くりと回転させると、塗料がついている部分とついていない部分が確
認できます。中央輪に塗料が付いた一番大きな数値がウエット膜厚と
なります。豊富なラインナップから測定レンジを選んで下さい。
関連規格

内容

JIS-K5600-1-7 膜厚

ロータリー形ウエットフィルム膜厚計 本体×１

ISO 2808

製品仕様
大きさ 約50mmΦ×15mm
重さ 約135g

商品名

商品コード

ロータリー形ウエットフィルム膜厚計0-100

060-1

ロータリー形ウエットフィルム膜厚計0-200

060-2

ロータリー形ウエットフィルム膜厚計0-300

060-3

ロータリー形ウエットフィルム膜厚計0-500

060-4

ロータリー形ウエットフィルム膜厚計0-1000

060-5

仕様
測定レンジ0-100μm
目盛：5μm刻み
測定レンジ0-200μm
目盛：10μm刻み
測定レンジ0-300μm
目盛：15μm刻み
測定レンジ0-500μm
目盛：25μm刻み
測定レンジ0-1000μm
目盛：50μm刻み
16

塗膜の機械的性質：付着性
（プルオフ法）

塗膜付着力試験機アドヒージョンテスター
（付着性プルオフ法）
商品コード:120

塗膜付着力試験機 アドヒージョンテスターは、
塗膜と素地の付着力
（密着性）
を
測定するための試験機です。
JIS規格には「クロスカット試験は付着性の測定手段
とみなしてはならない」
とあります。
クロスカット試験はカッターで塗膜に素地まで

内容
アドヒージョンテスター本体・ドリーカッター
接着剤・7mm/10mm/20mmドリー
（各10個）
・収納ケース

貫通する切込みをいれてテープを貼り、
テープを剥がすことにより素地からのはく

製品仕様

離に対して塗膜の耐性を評価する試験であり、
試験結果は試験作業者の目視によ

W210×H140×D90mm

る合否試験でした。
アドヒージョンテスターは塗膜に接着させた試験円筒を引っ

約3000g

張り、
塗膜と素地間との付着破壊に必要な張力を数値で測定することができる為、
素地と塗膜の間の付着力測定が行えます。
また、
この試験を日々行うことにより付
着力の数値変化から不良への傾向が確認できます。
様々な大きさのドリーにも対
応。
張力増加速度や試験時間の設定もタッチパネルで操作可能です。
充電式バッ
テリーが搭載されており塗装現場に持ち運んで試験が行えます。
商品名

商品コード 内容

塗膜付着力試験機
120
アドヒージョンテスター

アドヒージョンテスター本体・ドリーカッター接着剤・
7mm/10mm/20mmドリー
（各10個）
・収納ケース

測定有効範囲

張力増加速度

7mm

20-200MPa
(2900-29008psi)

1.6-6MPa/s (232-870psi/s)

7mmドリー

120-1 7mmドリー×10個

10mm

10-100MPa
(1450-14504psi)

0.8-3MPa/s (116-435psi/s)

10mmドリー

120-2 10mmドリー×10個

20mm

2.5-25Mpa
(362-3626psi)

0.2-0.75MPa/s (29-108psi/s)

20mmドリー

120-3 20mmドリー×10個

50mm

0.4-4Mpa
(58-580psi)

0.03-0.12MPa/s (4-17psi/s)

50mmドリー

120-4 50mmドリー×1個

20mmドリー用
ドリーカッター

120-5 20mmドリー用ドリーカッター

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。

17

ドリー径

※測定有効範囲は最大の張力増加速度で動作させた場合で算出しています。

商品コード:070

塗膜の機械的性質・付着性
（クロスカット法）

クロスカット試験 (碁盤目試験) カッターガイド

クロスカット試験、碁盤目試験と250μm以上の厚膜に対して
付着試験で行うXカット試験(角度30°
）
も行えるマルチカッター
ガイド。
これ一枚で、
1mm間隔×11本
（100マス試験）
、
1mm
間隔×6本（25マス試験）2mm間隔×6本（25マス試験）、
1.5mm間隔×11本
（100マス試験）
、
3mm間隔×6本
（25マ
ス試験）
,Xカット試験
（角度30°
）
が可能です。
スムーズに塗膜を
カットし、
きれいな格子状のクロスカットができます。
同じ場所をカットしないように長さの違うスリットを交互に入れ
ています。
その他に、
未乾燥塗膜の膜厚を測定するウエット膜厚
計、
定規、
垂れ試験を行う時に使用するサグテスターなど5種の
異なる用途で使用できます。
多機能でありながら使用感も非常
に良い商品です。セットには、JIS-K5600用とJIS-K5400用の
カッターが2本と粘着テープ、
軟らかいはけを付属して専用ケー
スに収納されています。
関連規格

内容

JIS-K5600-5-6

カッターガイド

付着性クロスカット法

JIS-K5600用カッター×1本

JIS-K5400 碁盤目法 碁盤目テープ法

JIS-K5400用カッター×1本

ISO2409

粘着テープ（JIS-K5600,K5400）

ASTM D3359

軟らかいはけ・専用ケース
製品仕様
大きさ 約108×55×1.5mm
重さ 約61g

商品名

商品コード

仕様

クロスカット試験（碁盤目試験）
カッターガイドセット

070

カッターガイド 本体

070-1

カッターガイド本体のみ

特注品 クロスカット試験カッターガイド

070-99

カッターガイドの大きさ・切込み間隔・スリット数などリクエストで製作

カッターガイド・JIS-K5600用カッター×1本・JIS-K5400用カッター×1本
粘着テープ（JIS-K5600,K5400）
・軟らかいはけ・専用ケース

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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塗膜の機械的性質・付着性
（クロスカット法）

クロスカット試験セット
商品コード:002 , 002-1 , 002-2 , 002-3

JIS-K5600-5-6で規定されているクロスカット法に使用するク
ロスカット試験セット。
セットには1mm・2mm・1.5mm/3mm
間隔で切込を入れることができるクロスカットプレート3枚が付
属しています。
クロスカットプレート1mmは25マス試験と100
マス試験が行えます。
クロスカットプレート2mmは25マス試験
用 。クロスカットプレート3 m mは 1 . 5 m m × 1 0 0マスと

クロスカットプレート1mm

3mm×25マスの試験が行えます。
スムーズに塗膜をカットし、
きれいな格子状のクロスカットができます。
同じ場所をカットし
ないように少し斜めにスリットを入れています。
程よい厚みと重
量で非常に使い心地がいいです。

関連規格

内容

JIS-K5600-5-6

クロスカットプレート1,2,3mm

付着性クロスカット法

カッター

JIS-K5400 碁盤目法 碁盤目テープ法

テープ

ISO2409

専用ケース 各1ヶ

ASTM D3359

クロスカットプレート2mm

製品仕様
大きさ 約108×55×1.5mm
重さ 約61g

商品名

商品コード

仕様

クロスカット試験セット

002

クロスカットプレート 1mm,2mm,3mm,カッター,テープ,専用ケース 各1ヶ

クロスカットプレート1mm

002-1

クロスカットプレート1mm 1枚

クロスカットプレート2mm

002-2

クロスカットプレート2mm 1枚

クロスカットプレート3mm

002-3

クロスカットプレート3mm 1枚

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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クロスカットプレート3mm

商品コード:055

塗膜の機械的性質・付着性
（クロスカット法）

クロスカット試験（碁盤目試験）多重刃カッター

多重刃スペアカッター
1mm間隔11本

塗膜の付着力・接着力を評価するクロスカット試験で使用しま
す。
クロスハッチカッターと同様で塗膜に対して一度に6本もし
くは11本の切込を入れることができます。多重刃カッターを使
用する事により手間と時間がかかっていたクロスカット試験を
素早く正確に行う事ができます。刃は1mm・2mm・3mm・
1.5mm間隔があります。本体は全て共通なので、刃のみを交
換して頂くことにより他の間隔や他のマス目の試験も行えます
のでコストもかからず非常に便利です。
全てカットがきれいに入
ります。
スペア刃には8枚のエッジ（切込み角）があり、
カッター
を回転させることにより8枚分の新しい刃で試験を行う事がで
きます。
内容

関連規格
JIS-K5600-5-6 付着性クロスカット法

多重刃カッター本体

ISO2409

スペアカッター1個
（8エッジ）

ASTM D3359

刃交換用六角レンチ
製品仕様
大きさ 約27×42×170mm
重さ 240g

商品名

商品コード 仕様

商品名

商品コード 仕様

クロスカット試験(碁盤目試験)
多重刃カッター 1mm間隔6本

055-1

クロスカット試験用多重刃カッター本体
1mm間隔6本カッター
（8エッジ）
・刃交換用六角レンチ

多重刃スペアカッター
1mm間隔11本カッター

055-9

1mm間隔11本カッター×1個（8エッジ）

クロスカット試験(碁盤目試験)
多重刃カッター 2mm間隔6本

055-2

クロスカット試験用多重刃カッター本体
2mm間隔6本カッター
（8エッジ）
・刃交換用六角レンチ

多重刃スペアカッター
1.5mm間隔6本カッター

055-10

1.5mm間隔6本カッター×1個（8エッジ）

クロスカット試験(碁盤目試験)
多重刃カッター 3mm間隔6本

055-3

クロスカット試験用多重刃カッター本体
3mm間隔6本カッター
（8エッジ）
・刃交換用六角レンチ

多重刃カッター 1mm間隔6本
コンプリートキット

055-11

多重刃カッター本体・1mm間隔6本カッター
（8エッジ）
・
刃交換用六角レンチ照明付きルーぺ・ブラシ・クロスカット
試験用テープ・専用キャリングケース

クロスカット試験(碁盤目試験)
055-4
多重刃カッター 1mm間隔11本

クロスカット試験用多重刃カッター本体
1mm間隔11本カッター
（8エッジ）
・刃交換用六角レンチ

多重刃カッター 2mm間隔6本
コンプリートキット

055-12

多重刃カッター本体・2mm間隔6本カッター
（8エッジ）
・
刃交換用六角レンチ照明付きルーぺ・ブラシ・クロスカット
試験用テープ・専用キャリングケース

クロスカット試験(碁盤目試験)
055-5
多重刃カッター 1.5mm間隔6本

クロスカット試験用多重刃カッター本体
1.5mm間隔6本カッター
（8エッジ）
・刃交換用六角レンチ

多重刃カッター 3mm間隔6本
コンプリートキット

055-13

多重刃カッター本体・3mm間隔6本カッター
（8エッジ）
・
刃交換用六角レンチ照明付きルーぺ・ブラシ・クロスカット
試験用テープ・専用キャリングケース

クロスカット試験(碁盤目試験)
多重刃カッター 5mm間隔4本

クロスカット試験用多重刃カッター本体
5mm間隔4本カッター
（8エッジ・刃角度22°
）
・刃交換用六角レンチ

多重刃カッター 1mm間隔11本
055-14
コンプリートキット

多重刃カッター本体・1mm間隔11本カッター
（8エッジ）
・
刃交換用六角レンチ照明付きルーぺ・ブラシ・クロスカット
試験用テープ・専用キャリングケース

多重刃カッター 1.5mm間隔6本
055-15
コンプリートキット

多重刃カッター本体・1.5mm間隔6本カッター
（8エッジ）
・
刃交換用六角レンチ照明付きルーぺ・ブラシ・クロスカット
試験用テープ・専用キャリングケース

055-54

多重刃スペアカッター
1mm間隔6本カッター

055-6

1mm間隔6本カッター×1個（8エッジ）

多重刃スペアカッター
2mm間隔6本カッター

055-7

2mm間隔6本カッター×1個（8エッジ）

多重刃スペアカッター
3mm間隔6本カッター

055-8

3mm間隔6本カッター×1個（8エッジ）

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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塗膜の機械的性能、
付着性
（クロスカット法）

クロスハッチカッター
商品コード:048

塗膜の付着力・接着力を評価するクロスカット試験で使用し
ます。塗膜に対して一度に6本もしくは11本の切込を入れる
ことができます。刃は1mm・2mm・3mm・1.5mm間隔が
あります。本体は全て共通なので、刃のみを交換して頂くこと
により他の間隔や他のマス目の試験も行えます。
カッターの
開発に２年の歳月を費やしたほどで、本商品はカッターの切
れ味が良く塗膜がきれいにカットされます。専用ケースに本
体・カッター・ナイロンブラシ・照明付き拡大鏡・六角レンチが
収納されており、持ち運びにも便利です。
関連規格

内容

JIS-K5600-5-6 付着性クロスカット法

クロスハッチカッター本体

ISO2409

スペアカッター1枚

ASTM D3359

ナイロンブラシ
照明付き拡大鏡
六角レンチ
キャリングケース
製品仕様
大きさ 約35×30×160mm
重さ 約165g
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商品名

商品コード

仕様

クロスハッチカッター
1mm間隔6本キット

048-1

クロスハッチカッター本体・1mm間隔6本カッター1枚
ナイロンブラシ・照明付き拡大鏡・六角レンチ
キャリングケース

クロスハッチカッター
2mm間隔6本キット

048-2

クロスハッチカッター本体・2mm間隔6本カッター1枚
ナイロンブラシ・照明付き拡大鏡・六角レンチ
キャリングケース

クロスハッチカッター
3mm間隔6本キット

048-3

クロスハッチカッター本体・3mm間隔6本カッター1枚
ナイロンブラシ・照明付き拡大鏡・六角レンチ
キャリングケース

クロスハッチカッター
1mm間隔11本キット

048-4

クロスハッチカッター本体・1mm間隔11本カッター1枚
ナイロンブラシ・照明付き拡大鏡・六角レンチ
キャリングケース

1mm間隔6本
スペアカッター

048-5

1mm間隔6本カッター

2mm間隔6本
スペアカッター

048-6

2mm間隔6本カッター

3mm間隔6本
スペアカッター

048-7

3mm間隔6本カッター

1mm間隔11本
スペアカッター

048-8

1mm間隔11本カッター

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。

（平面・曲面 両用タイプ）
商品コード:003

塗膜の機械的性質・付着性
（クロスカット法）

スプリング式クロスカット試験カッター

塗膜の付着力・接着力を評価するクロスカット試験（碁盤目試
験）
が曲面のある製品でおこなえます。
これまで曲面では等間隔
の切り込みが入れられず、
クロスカット試験が行えませんでし
た。
スプリング式クロスカット試験カッターを使うと、
平らなテス
トピースでの評価だけでなく、
実際の製品でクロスカット試験が
おこなえますので、
品質の向上に繋がります。
パイプ状のもので
あれば最小直径Φ40mmまで切込可能。
先端には多重刃が付
いており、
塗膜に対して一度に6本の切込を入れることができま
す。
平面と曲面の両方に使用できます。
ラインナップは1mm間
隔6本（25マス試験）
・2mm間隔6本（25マス試験）
・1mm間
隔11本
（100マス試験）
があります。
関連規格

内容

JIS-K5600-5-6 付着性クロスカット法

本体・サポートパット・ブラシ

ISO2409

照明付き拡大鏡・ケース
製品仕様
大きさ 約50×30×180mm
重さ 約290g

商品名

スプリング式クロスカット試験カッター
1mm間隔6本キット
スプリング式クロスカット試験カッター
2mm間隔6本キット
スプリング式クロスカット試験カッター
1mm間隔11本キット

商品コード 仕様

003-1

003-2

003-4

スペアカッター 6本セット

003-5

スペアカッター 1本

003-6

スペアカッター 11本セット

003-7

本体・サポートパット・ブラシ・
照明付き拡大鏡・ケース
本体・サポートパット・ブラシ・
照明付き拡大鏡・ケース
本体・サポートパット・ブラシ・
照明付き拡大鏡・ケース

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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塗膜の機械的性質・付着性
（クロスカット法）

クロスカット試験マスター
商品コード:084

クロスカット試験マスターは、
卓上で素早く正確にクロスカット試験
を行うために開発された手動装置です。
アタッチメント部分に回転
式スペアカッターをセットし、一度に均等なカットができるように工
夫されています。
1mm.2mm.3mm間隔×6本刃
（25マス試験）
、
1mm間隔×11本
（100マス試験）
の各種スペアカッターがセットで
きるため、
カッターを交換することにより、
1mm.2mm.3mm間隔
の全ての試験が行えます。
素早く、均一で、失敗のない試験を行うことを目的に開発されたク
ロスカット試 験 器です。セットできる試 験 片 の 最 大 サイズ は
200×200mm。
スペアカッターは6枚の刃（エッジ）
がついていま
す。
消耗するたびに刃を回転させれば新しいエッジでカットでき、
ラ
ンニングコストを抑えることができます。
クロスカット試験マスター
本体をネジ止めをして机などに固定して使用することができます。
※回転式スペアカッターは別売りです。
関連規格

内容

JIS-K5600-5-6 付着性クロスカット法

クロスカット試験マスター本体

ISO2409
ASTM D3359

製品仕様
大きさ 約210×300×240mm
重さ 約5kg

商品名

商品コード

仕様

クロスカット試験マスター

084

クロスカット試験マスター本体

回転式スペアカッター 1mm間隔6本

085-6

1mm間隔6本 25マス試験用（6枚刃）×1個

回転式スペアカッター 2mm間隔6本

085-7

2mm間隔6本 25マス試験用（6枚刃）×1個

回転式スペアカッター 3mm間隔6本

085-8

3mm間隔6本 25マス試験用（6枚刃）×1個

回転刃スペアカッター 1mm間隔11本

085-9

1mm間隔11本 100マス試験用（6枚刃）×1個

回転式スペアカッター 1.2.3mm間隔6本

085-10

1mm間隔6本、2mm間隔×6本、3mm間隔×6本 25マス試験用（各2枚）×1個

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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商品コード:085

塗膜の機械的性質・付着性
（クロスカット法）

回転式クロスハッチカッター

クロスハッチカッターの刃が消耗した場合に回転させることに
より新しい刃で試験が行えます。
刃は全部で6枚分
（6エッジ）
あ
ります。
クロスカット試験マスターと併用して使用できますので、
現場では手持ちタイプ、試験室では卓上式のクロスカット試験
マスターというように使い分けすることができます。
関連規格

内容

JIS-K5600-5-6 付着性クロスカット法

カッター本体

ISO2409

回転式スペアカッター×1本

ASTM D3359
製品仕様
大きさ 約185×28×38mm
重さ 約250g

六角レンチ
ブラシ
ルーペ
キャリングケース

商品名

商品コード

内容

回転式クロスハッチカッター 1mm間隔6本

085-1

カッター本体・回転式スペアカッター×1本・六角レンチ・ブラシ・ルーペ・キャリングケース

回転式クロスハッチカッター 2mm間隔6本

085-2

カッター本体・回転式スペアカッター×1本・六角レンチ・ブラシ・ルーペ・キャリングケース

回転式クロスハッチカッター 3mm間隔6本

085-3

カッター本体・回転式スペアカッター×1本・六角レンチ・ブラシ・ルーペ・キャリングケース

回転式クロスハッチカッター 1mm間隔11本

085-4

カッター本体・回転式スペアカッター×1本・六角レンチ・ブラシ・ルーペ・キャリングケース

回転式クロスハッチカッター 1.2.3mm間隔×6本

085-5

カッター本体・回転式スペアカッター×1本・六角レンチ・ブラシ・ルーペ・キャリングケース

回転式スペアカッター 1mm間隔6本

085-6

1mm間隔6本 25マス試験用（6枚刃）
×1個

回転式スペアカッター 2mm間隔6本

085-7

2mm間隔6本 25マス試験用（6枚刃）
×1個

回転式スペアカッター 3mm間隔6本

085-8

3mm間隔6本 25マス試験用（6枚刃）
×1個

回転式スペアカッター 1mm間隔11本

085-9

1mm間隔11本 100マス試験用（6枚刃）
×1個

回転式スペアカッター 1.2.3mm間隔6本

085-10

1mm間隔6本、2mm間隔×6本、3mm間隔×6本25マス試験用（各2枚）
×1個

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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塗膜の機械的性質・引っかき硬度
（鉛筆法）

電動式鉛筆硬度試験機
商品コード:105

関連規格

内容

JIS-K5600-5-4 引っかき硬度
（鉛筆法）

電動式鉛筆硬度試験機本体・

JIS-K5400

日本塗料検査協会

ISO15184

鉛筆硬度試験用
三菱uni鉛筆14本セット

製品仕様
大きさ 約H75×D70×W205mm
重さ 約2.1kg

電動式鉛筆硬度試験機は、
電気をエネルギー源とし、
モーターを
原動力として走行する電動式の鉛筆硬度試験機です。
これまで
の鉛筆硬度試験では試験担当者により手で試験器を押して試験
を行っていましたが、一定速度で押すことが困難であり、人によ
り押す速さの違い、
試験中の押圧荷重も問題とされました。
モー
ター駆動により安定した速度で試験が行え、
コントロールパネル

荷重を自由に可変

で試験速度を変えることも可能になりました。荷重は500g〜
1000gまで10g単位で変更することが可能。
鉛筆を45°
に保ち、
本機を水平に保つ機構も搭載しています。
ヒューマンエラーの
多い鉛筆硬度試験を、
より安定した結果が得られるよう工夫さ
れた鉛筆硬度試験機です。
※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。

コントロールパネルで速度の可変
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商品コード:054

塗膜の機械的性質・引っかき硬度
（鉛筆法）

鉛筆硬度試験器

塗膜の硬さを計るために使います。
鉛筆の先端に荷重750g±10gがか
かるように設計されています。
鉛筆の角度は45°
±1°
で固定され、
試験器
本上部には水準器がついています。
機器を使用することにより、
再現性の
ある試験で誰がやっても同じ評価が行えます。
本体はスチール素材に粉
体塗装を施し、
荷重精度はJIS規格の規定範囲内
（750g±10g）
にはいる
ように品質管理されています。
高精度でありハイコストパフォーマンスの
モデルです。
塗装以外の用途でも活躍しています。
フィルム上のハードコー
トの硬さ評価、
液晶ディスプレイ
（LCD）
の表面硬度の評価、
樹脂製品の硬
さ評価にも使用されており、
硬さ評価のスタンダードとなっています。
ライ
ンナップは、
荷重750g、
1000g、
500gの3種類があり、
JIS-K5600-5-4,
JIS-K5400,各業界独自の規格
（500g）
にそれぞれ対応しています。
関連規格

内容

JIS-K5600-5-4 引っかき硬度
（鉛筆法）

鉛筆引っかき試験器本体・

JIS-K5400

日本塗料検査協会
鉛筆硬度試験用三菱uni鉛筆14本セット

ISO15184

キャリングケース
製品仕様
大きさ 約55×80×115mm
重さ 約2.0kg
※054-1の寸法です。
商品名

鉛筆硬度試験器
鉛筆硬度試験器
1000g
鉛筆硬度試験器
500g
鉛筆硬度試験器
2台セット
鉛筆硬度試験器
3台セット

商品コード

仕様

054-1

鉛筆硬度試験器750g本体・日本塗料検査協会
鉛筆硬度試験用三菱uni鉛筆14本セット
キャリングケース

054-2

鉛筆硬度試験器1000g本体・日本塗料検査協会
鉛筆硬度試験用三菱uni鉛筆14本セット
キャリングケース

054-3

鉛筆硬度試験器500g本体・日本塗料検査協会
鉛筆硬度試験用三菱uni鉛筆14本セット
キャリングケース

054-4

鉛筆硬度試験器2台
（750・1000・500gから2種をお選び下さい)
日本塗料検査協会鉛筆硬度試験用三菱uni鉛筆14本セット
キャリングケース

054-5

鉛筆硬度試験器3台
（750・1000・500gから3種をお選び下さい)
日本塗料検査協会鉛筆硬度試験用三菱uni鉛筆14本セット
キャリングケース

鉛筆削り(オプション品)

045

特注鉛筆硬度試験器

054-99 リクエストの荷重で製作

芯を残して木の部分を削る鉛筆削り

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合
がございます。
※鉛筆削りは簡易タイプのため、
使用後に芯に残った木屑をカッターナイフなどを使って除去して
頂く必要があります。
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塗膜の機械的性質・引っかき硬度
（荷重針法）

引っかき硬度試験機（荷重針法）
商品コード:072

この試験機は半球状の先端をもつ針で引っかくこ
とによる塗膜の貫通に対する抵抗性を測定しま
す。
スクラッチテスターとも呼ばれています。試験
板に対して垂直に引っかき針（直径1mmの半球

直径1mm半球状先端針
耐久性の高いタングステンカーバト製

最大テストパネルサイズ
100×150×2mm

状）
がセットされており、
30〜40mm/sの速度で
試験板固定台が横移動します。
針と金属素地が通
電することにより、塗膜がいつ貫通したかを示し
ます。
ディスプレイ画面では、測定時にリアルタイ
ムでグラフが表示され、
貫通時にはブザー音がな
ります。
試験結果は、
ディスプレイ画面で「ＯＫ」ま
たは「ＮＧ」
と表示されます。
付属のおもりを針の
上にセットし、
異なる荷重で測定が可能です。
塗膜
の貫通で評価ができるためより正確に再現性の
ある硬度管理が行えます。
鉛筆硬度試験では評価
しずらいクリアコートなどにも有効な試験方法で
す。操作は全てタッチパネルでおこなえますので
感覚的に操作できます。

タッチパネルにワンタッチで試験を開始。試験結果はリアルタイ
ムでグラフ化され、
「OK」
「NG」を表示。目視判断ができない場
合でも、針と鉄素地の通電で結果が得られます。
操作方法 タッチパネル・ガイドオペレーション
テストパネル 100×150×2mm
引っかき速度 30-40mm/s
移動距離 65mm

関連規格

製品仕様

JIS-K5600-5-5

大きさ

引っかき硬度
（荷重針法）

約H380×W480×D340mm

ISO1518

重さ 約16kg

ASTM D5178,ASTM D2197
内容
引っかき硬度試験機
（荷重針法）
本体
50Hz専用もしくは60Hz専用
先端針1個・タッチペン1本・おもり(1000g×1個・
500ｇ×1個・200g×1個・100g×2個・50g×2個)

商品名

商品コード

引っかき硬度試験機
（荷重針法）
50Hz専用

072-1

引っかき硬度試験機
（荷重針法）
60Hz専用

072-2

先端針

072-3

仕様
引っかき硬度試験機
（荷重針法）
本体 50Hz専用タイプ・先端針1個・
おもり
（1000g×1個・500ｇ×1個・200g×1個・100g×2個・50g×2個）
・タッチペン1本
引っかき硬度試験機
（荷重針法）
本体 60Hz専用タイプ・先端針1個・
おもり
（1000g×1個・500ｇ×1個・200g×1個・100g×2個・50g×2個）
・タッチペン1本
先端針
（タングステンカーバト製 直径1mm半球状）
×1個

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
※機器は50Hz,60Hz専用がございます、使用する地域の電源周波数をご確認ください。
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商品コード:094

塗膜品質管理機器・ペンデュラム硬度試験・硬度試験

ペンデュラム硬度試験機

ペンデュラム硬度試験機は塗膜表面の硬さを評価するために使用される試験機です。
ペンデュラムとは振り子という意味です。
振り回数
と振り時間によって塗膜の表面硬さの評価をおこないます。
振り子の原理を使い、
硬い塗膜は柔らかい塗膜より振り回数が多く、
長い時
間振り子が振られます。
振り子はペルゾーとケーニッヒの2種類があり、
それぞれ振り始めの角度と、
試験終了の角度が決められていま
す。
この試験機の特徴は、
全体を覆う自動昇降型の保護カバーが搭載されており、
振り子試験に影響するわずかな風も防げるため、
振り
子の安定性を保つことができます。
また内蔵センサーによって正確な水平度を測れ、
試験時の温度・湿度の確認も可能です。
試験板の自
動昇降機能により保護カバー内にある試験板が人の手に触れることなく試験がおこなえるためヒューマンエラーが発生しません。
ペン
デュラム硬度試験は試験環境が大きく影響するため、
本機によりこれまでになく安定した試験環境を整えることができます。
試験結果は
本体内部にデータで記録されていくためより効率的なペンデュラム硬度試験が行えます。

商品名

商品コード

仕様

内容

ペンデュラム硬度試験機

094

ペンデュラム硬度試験機本体
ペルゾー式振り子・ケーニッヒ式振り子

ペルゾー式振り子・ケーニッヒ式振り子

ペルゾー式振り子

094-1

ペルゾー式振り子本体

ケーニッヒ式振り子

094-2

ケーニッヒ式振り子本体

ペンデュラム硬度試験機本体

製品仕様
W350xH750(1400)xD470(500)mm
約30kg

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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塗膜の視覚特性・鏡面光沢度

光沢計（グロスメーター）
商品コード:062

塗膜・インク・プラスチック・石・紙・タイル・エナメ

塗装だけではなく、印刷物、
フローリング、石材、

関連規格

ルなどの表面の光沢度を測定するために使用す

革、
プラスチックなど幅広い分野で使用されてい

JIS-K5600-4-7鏡面光沢度

る60°
光沢計です。一般には60°
鏡面光沢度で塗

ます。
なお、
この測定方法はメタリック塗装の光沢

装 面 の 光 沢 の 良 否 を 定 量 評 価してい ます 。

度測定には適していません。

JIS-K5600には60°
の角度は全ての塗膜対して
に適応できると記載されています。光沢不良は、
顔料分散の不十分・膜厚の過多及び不足、
乾燥状
態など様々な要因で発生します。
また塗装面の仕
上がり状態を、つや有り、3分つや、つや消しなど
感覚的な表現で指示・管理をするのではなく、つ
やの程度を定量的に管理するために光沢計を使
用します。
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ISO2813
ASTM-D5427
内容

測定レンジ：0.0〜199.9GU
再現精度：±1.2GU
計測エリア：14×30mm
電源：単三アルカリ電池×1

光沢計本体
校正用標準タイル（黒）1枚
校正用標準タイル（白）1枚
専用キャリングケース
製品仕様
大きさ 約122×49×94mm
重さ 約470g

商品コード:086

小さな製品や曲面の光沢度を測定できる小面積ピンポイント光沢

関連規格

製品仕様

計です。測定に必要な面積はわずか2mm×2mm。本体上部のス

JIS-K5600-4-7

大きさ 約220×180×85mm

ISO2813

重さ 約1.6kg

テージに測定穴
（4mmΦ）
が空いており、
その上に測定対象物を置
きます。測定穴がきちんと塞がれていれば光沢度が測定可能です。
付属品のフットペダルは、
不安定な形状の物も両手で持ちながら足
でペダルを踏んで測定する事ができます。その他、赤外線センサー
も付属しており、
センサーに手をかざすだけで測定が行えます。
液晶
タッチパネルディスプレイにより感覚的に操作が行えます。
自動校正

塗膜の視覚特性・鏡面光沢度

ピンポイント光沢計

ASTM D523
DIN 67530
内容
本体×１・校正用標準タイル×1・測定用フットペダル×１
測定用赤外線センサー×１・電源ケーブル×１

機能搭載。
測定角度：60° 測定レンジ：0-2000GU
メモリー数：3,000 再現精度：±1GU
30

塗膜の機械的性質・耐屈曲性

円筒形マンドレル屈曲試験器
商品コード:056

塗膜の柔軟性を評価するための試験器です。
塗膜がマンドレル
により折り曲げられた場合の割れ及び金属基板のはがれの抵
抗性を確認します。JIS規格ではタイプ１とタイプ２の2種類が
あり、
本製品はタイプ２にあたります。
試験板の厚さが1mmま
でのものに対して妥当な試験装置であるとされています。
フィ
ルム上の機能性塗膜やハードコートの剥がれや柔軟性評価に
も使用されています。
関連規格

内容

JIS-K5600-5-1

円筒形マンドレル屈曲試験器

耐屈曲性
（円筒形マンドレル法）

マンドレル14本セット

ISO1519

マンドレルスタンド
製品仕様
大きさ 約120×150×320mm
重さ 約2950g
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商品名

商品コード 仕様

円筒形マンドレル屈曲試験器
コンプリートキット

056-1

円筒形マンドレル屈曲試験器

056-2

マンドレル14本セット

056-3

マンドレル1本

056-4

円筒形マンドレル屈曲試験器
100mm幅タイプ コンプリートキット

056-70

円筒形マンドレル屈曲試験器本体・
マンドレル14本セット・マンドレルスタンド
円筒形マンドレル屈曲試験器 本体のみ
2,3,4,5,6,8,10,12,13,16,19,20,25,
32mm マンドレル・マンドレルスタンド
いずれかのマンドレル1本を選択
円筒形マンドレル屈曲試験器
100mm幅タイプ
（70x150mm試験片対応）
・
マンドレル14本セット・マンドレルスタンド

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。

商品コード:089

カッピング試験機は塗膜の押し込みによって部分変形を受けた場合の割れや金属素地から

内容

関連規格

のはがれに対する抵抗性を評価する試験機です。
JIS-K5400のエリクセン試験機と同等品で

カッピング試験機本体

JIS-K5600-5-2

小型CCDカメラ

ISO1520

カメラ取付治具

ISO15184

す。
付属の小型CCDカメラを取り付けると、
本体の液晶タッチパネルディスプレイ画面に試験
の様子が映し出され、
塗膜にクラックが入る瞬間や剥がれの様子を逃さず確認することがで

校正用ゼロプレート

きます。
タッチ操作で動画録画及び画像撮影が行え、
USBメモリースティックに保存し、
パソコ

電源ケーブル

ンへ動画や画像を保存することができます。
押し込み速度と押し込み深さの調整が自由にで

製品仕様

きメモリーすることが可能です。
付属の校正用ゼロプレートを使用して自動校正が行えます。
本機は全自動タイプなので、
ボタンを押せば試験が開始されます。
手動タイプのカッピング試

塗膜の機械的性質・耐カッピング性

カッピング試験機（エリクセン試験機）

大きさ 約370×260×340mm
重さ 約29kg

験器とは違い一定速度での押し込みによる再現性のある試験が可能となります。
押し込み器：直径20mm半球形
押し込み深さ：0-15mm
押し込みスピード：0.02-0.4mm/s
最大テストパネル幅：70mm
テストパネル厚み：鋼板1.25mmまで、
アルミニウム3mmまで。
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塗膜の機械的性質・耐おもり落下性

落体式耐おもり落下性試験器
商品コード:083

この試験は塗膜のおもり落下によって変形する時の割れ及び
素地からのはがれを評価します。JIS-K5600の耐おもり落下
性試験には、落体式・落球式・デュポン式の3種類があり、本商
品は落体式となります。先端が丸い円柱形のおもりを外筒に
沿って落下させ、塗膜に対する曲げ及び伸びの抵抗性を評価
します。
デュポン式はエッジ部の衝撃と変形を同時に受ける抵
抗性を評価しますので、
塗膜に対する衝撃のかけ方が異なりま
す。本体には、押し込み高さを設定する為の止め具が付いてい
ます。
内容

関連規格
JIS-K5600-5-3 耐おもり落下性

落体式耐おもり落下性試験器本体
（外筒長さ：100㎝・受け台内径：27mm）
1000gおもり
（先端直径20mm）
製品仕様
大きさ 約220×220×1300mm
重さ 約8kg

商品名

商品コード 仕様

落体式耐おもり
083-1
落下性試験器

落体式耐おもり落下性試験器本体
（外筒長さ：100cm・
受け台内径：27mm）
1000gおもり
（先端直径20mm）

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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商品コード:102

塗料・インク及びその関連製品などの顔料
（体質顔料・錆止め顔料・着色顔料・機能性顔料等）
の分散度を評価するために使用する粒ゲージは各試験者による目視評価のため、
信頼性に
かけ定量化することが非常に難しい試験です。
熟練した試験者であれば再現性のある試験結
果を得られるかもしれませんが、
誰でも同じ結果を得られるには相当な教育と経験が必要と

塗料の性状・安定性・顔料などの分散度

画像処理粒度分布測定機（全自動粒ゲージ）

内容
画像処理粒度分布測定機本体・粒ゲージ
（種類選択可）
・
スクレーパー・操作用キーボード・マウス・
粒ゲージ溝深さ検査成績書及び校正証明書・
トレーサビリティー体系図

なります。
画像処理粒度分布測定機は、
スクレーパーの引きから分散度の画像評価・指定した
大きさの粒の数量を自動で分析する評価装置です。
有効な粒径を範囲指定して分析を行えま
す。
スクレーパーは毎回同じ力で、
毎回同じ速度で引くことができます。
また、
スクレーパーで
引いた後は自動で粒ゲージ上の試料の状態をスキャニングして画像とデータを取り込みま
す。
試験後は設定した内容で自動的に分析を行います。
また一度取り込んだデータは条件を
変更したり、
検証範囲を変更したりと、
何度でも再検証を行うことができます。
画像データ及び
分析データは自動的にレポートを作成しPDFファイルで保存できます。
他のパソコンへの出力
も可能です。
バックデータを蓄積することにより試料の分析や開発が容易となります。
画像処

製品仕様
操作：マウス・キーボード操作
（ビルトインPC型）
測定可能範囲：0〜200μm
使用可能ゲージ：シングル溝粒ゲージ
外部接続：USB・VGA
寸法：約W730×D350×H480
重量：約45㎏
電源周波数：50/60Hz

理粒度分布測定機により客観的で定量的なデータが得られるようになりました。

商品名

商品コード

内容

画像処理粒度分布測定機
シングル溝粒ゲージ0-100

102-1

画像処理粒度分布測定器本体・粒ゲージ0-100・スクレーパー・操作用マウス・キーボード

画像処理粒度分布測定機
シングル溝粒ゲージ0-50

102-2

画像処理粒度分布測定器本体・粒ゲージ0-50・スクレーパー・操作用マウス・キーボード

画像処理粒度分布測定機
シングル溝粒ゲージ0-25

102-3

画像処理粒度分布測定器本体・粒ゲージ0-25・スクレーパー・操作用マウス・キーボード

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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塗料の性状・安定性・顔料などの分散度

粒ゲージ
（グラインドメーター)
商品コード:053

幅広シングル溝粒ゲージ0-100
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粒ゲージ0-100

塗料・インク及びその関連製品などの顔料
（体質顔料・錆止め顔料・着色顔料・機能性顔料等）
の

関連規格

分散度を評価するために使用します。
この規格はすべてのタイプの液状塗料及び関連製品に適

JIS-K5400 分散度

用されます。
顔料分散が不十分だと塗膜表面のざらつき、
光沢不良が生じ、
塗膜性能が低下しま
す。
また、
塗料の貯蔵中に樹脂・乾燥剤・添加剤などが析出したものや、
顔料の凝集・ゲル化した
物の「つぶ」の大きさを測るのに使用されています。粒ゲージの溝に塗料を満たし、
スクレー
パーで掻きとります。
徐々に溝が浅くなっていく段階のどこかで顔料の粒が現れます。
粒が現れ
る深さで分散度等を判定をします。
塗料・インク・顔料以外にも食品業界・化粧品業界・医薬品業
界など幅広く利用されています。
製品は国内にて1つずつ検査を行い、
溝深さ検査成績書・校正
証明書・トレーサビリティー体系図が添付されます。
本体・スクレーパーの材質は高硬度ステン
レス製。
溝の長さ140mm、
溝幅12.5mm
※単位がμmとmilsからμmとH
（Hegman）
に変更されました。

JIS-K5600-2-5 分散度
ISO1524
内容
本体
スクレーパー
専用ケース
溝深さ検査成績書
校正証明書
トレーサビリティー体系図
製品仕様
大きさ 約175×65×13mm
重さ 約1135g

商品名

商品コード

内容

粒ゲージ0-100

053-1

本体
（0〜100μm用 10μm刻み）
・スクレーパー・専用ケース・溝深さ検査成績書・校正証明書
トレーサビリティー体系図

粒ゲージ0-50

053-2

本体
（0〜50μm用 5μm刻み）
・スクレーパー・専用ケース・溝深さ検査成績書・校正証明書・
トレーサビリティー体系図

粒ゲージ0-25

053-3

本体
（0〜25μm用 2.5μm刻み）
・スクレーパー・専用ケース・溝深さ検査成績書・校正証明書・
トレーサビリティー体系図

シングル溝粒ゲージ0-100

053-4

本体
（0〜100μm用 10μm刻み）
・スクレーパー・専用ケース・溝深さ検査成績書・校正証明書・
トレーサビリティー体系図

シングル溝粒ゲージ0-50

053-5

本体
（0〜50μm用 5μm刻み）
・スクレーパー・専用ケース・溝深さ検査成績書・校正証明書・
トレーサビリティー体系図

シングル溝粒ゲージ0-25

053-6

本体
（0〜25μm用 2.5μm刻み）
・スクレーパー・専用ケース・溝深さ検査成績書・校正証明書・
トレーサビリティー体系図

幅広シングル溝粒ゲージ0-100

053-10

本体
（0〜100μm用 10μm刻み）
・スクレーパー・専用ケース・溝深さ検査成績書・校正証明書・
トレーサビリティー体系図図

幅広シングル溝粒ゲージ0-50

053-11

本体
（0〜50μm用 5μm刻み）
・スクレーパー・専用ケース・溝深さ検査成績書・校正証明書・
トレーサビリティー体系図図

幅広シングル溝粒ゲージ0-25

053-12

本体
（0〜25μm用 2.5μm刻み）
・スクレーパー・専用ケース・溝深さ検査成績書・校正証明書
トレーサビリティー体系図

3連溝粒ゲージ0-25-50-100

053-13

本体
（0〜25μm用 2.5μm刻み・0〜50μm用 5μm刻み・0〜100μm用 10μm刻み）
・スクレーパー・専用ケース溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図

粒ゲージ

053-7

最大2000μmまでの間でリクエストにより製作

スクレーパー

053-8

スクレーパーのみ単品販売

粒ゲージ溝深さ再検査

053-9

粒ゲージの溝深さ再検査溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図

特注品

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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塗料の性状・安定性・粘度

ハンドル昇降式クレブス粘度計
商品コード:097

液体の粘度をデジタルで測定する自動クレブス粘度計の、
手動
操作で測定ユニットを昇降できるタイプです。基本的な性能は
087

自動クレブス粘度計と同様ですが、
本体右のハンドルに

よって手動で測定ユニットを昇降させることにより、
様々な大き
さの試料缶に対応することができます。
製品には試料缶受台が
付属しており、小さめの試料缶でも使用できます。回転翼の回
転数：200rpm 測定範囲：40〜140KU・27〜5274cP・32
〜1099g 精度：フルスケールの±1％ 再現性：フルスケー
ルの±0.5%
関連規格

製品仕様

ASTM D562

W200xD300xH500mm
約10kg

商品名
ハンドル昇降式
クレブス粘度計

商品コード

内容
ハンドル昇降式クレブス粘度計本体・回転翼・

097

試料缶×１・試料缶受台・温度センサー・
電源ケーブル・タッチペン

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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商品コード:087

塗料の性状・安定性・粘度

クレブス粘度計
（自動式ストーマー粘度計）

塗料・インク・接着剤,コーティング剤・ペーストなど、
非ニュートン液
体の粘度を測定するのに使用されるデジタル式の粘度計です。
大画
面タッチパネルディスプレイには、
、
KU
（クレブス値）
、
g
（グラム）
、
cP
（センチポアズ）、温度、
リアルタイム粘度曲線図が一度の測定で表
示されます。
付属の温度プローブで試料の温度を確認しながら測定
が行えます。
タッチパネル操作により、測定開始時間、計測時間、回
転翼の昇降スピードなど設定が可能。計測終了時には自動で回転
翼が昇降します。試料缶受台はマグネットなので、測定中も試験缶
が固定されます。
本体にメモリー機能搭載、
ディスプレイ画面で確認
できます。回転翼の回転数は200rpm。測定範囲：40〜140KU・
27-5274cP・32-1099g 精度：フルスケールの±1％ 再現性：
フルスケールの±0.5％
内容

製品仕様

クレブス粘度計本体・回転翼×１

大きさ 約25×25×90mm

試料缶×１・温度プローブ×１

重さ 約340g

電源ケーブル×１・タッチペン×１
38

塗料の性状・安定性・密度

比重カップ（金属製ピクノメータ）
商品コード:066

塗料やその関連製品の密度を測定するために使用する金属製
の比重カップ（金属製比重瓶）
です。金属製ピクノメータと呼ば
れています。容量は50cm³(ml)・100cm³(ml)・83.3cm³
(ml)があり、
材質はアルミ製・ステンレス製があります。
関連規格

内容

JIS-K5600-2-4 密度
（ピクノメータ法）

比重カップ×１個

商品名

商品コード

仕様

比重カップ50cm³（アルミ製）

066-1

アルミ製比重カップ 1個

比重カップ100cm³（アルミ製）

066-2

アルミ製比重カップ 1個

比重カップ83.3cm³（アルミ製）

066-3

アルミ製比重カップ 1個

比重カップ50cm³（ステンレス製）

066-4

ステンレス製比重カップ 1個

比重カップ100cm³（ステンレス製） 066-5

ステンレス製比重カップ 1個

比重カップ83.3cm³（ステンレス製） 066-6

ステンレス製比重カップ 1個

ISO2811-1
ASTM 1475

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告な
く変更する場合がございます。
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商品コード:090

塗膜の形成機能・塗膜の乾燥時間

塗膜乾燥時間測定機（ドライングタイムレコーダー）

測定後の一例
レベリング

溶剤の蒸発

ゾル-ゲルへ移行

表面乾燥

乾燥

塗膜乾燥時間測定機は塗料がウエット膜か

の時間を確認します。針の痕が付かなくなっ

関連規格

ら乾燥膜へと変化する時間を計測するため

た時点が完全に乾燥した塗膜となります。
最

ASTM D5895

に使用します。
一定の膜厚に塗工した塗料の

大で10レーン同時測定ができ、5つのトラッ

内容

上に測定針をセットします。測定針が設定時

クで異なる時間の設定が可能です。
（1トラッ

塗膜乾燥時間測定機本体

間に合わせて300mmの距離を移動してい

ク2レーンずつ）標準のセット時間は6時間、

きます。その間に塗料が徐々に乾燥していく

12時間、
24時間、
48時間。
5トラックのうち1

ため、
針が進んだ後の塗膜状態が変化してい

トラックはカスタマイズで時間設定が行えま

きます。塗膜の状態が変化した部分で、本体

す。
本体の操作は液晶タッチパネル式。

左側の時間目盛を読み取り、各ステージごと

測定針
ガラスプレート×10枚
電源ケーブル
タッチペン
製品仕様
大きさ 約560×530×220mm
重さ 約30kg
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塗料の性状・安定性 ・粘度

フローカップ
（フォードカップ・ISOカップ）
商品コード:057 / 092

ASTM規格に準拠したフォードカップ（FORD CUP）
・ISO規格に準拠したISO

関連規格

内容

カップのご紹介です。塗料やインクの粘度を測定するのに使用します。オリフィ

ASTM D1200

フローカップ × 1個

ス径の違いにより測定する粘度の範囲が異なります。
カップ本体はアルミ製で、
ノズル部分はステンレスを使用しています。
フォード・ISOカップ専用水準器付

製品仕様

スタンドもございます。

大きさ 約82×73mm

商品名

重さ 約298g

商品コード 仕様

商品名

商品コード 仕様

フォードカップNo.1

057-1

粘度範囲：10〜35cSt
フロータイム：55〜100秒 オリフィス径：2.1mm

ISOカップNo.3

092-3

粘度範囲：7〜42cSt
フロータイム：30〜100秒 オリフィス径：3mm

フォードカップNo.2

057-2

粘度範囲：25〜120cSt
フロータイム：40〜100秒 オリフィス径：2.8mm

ISOカップNo.4

092-4

粘度範囲：35〜135cSt
フロータイム：30〜100秒 オリフィス径：4mm

フォードカップNo.3

057-3

粘度範囲：49〜220cSt
フロータイム：30〜100秒 オリフィス径：3.4mm

ISOカップNo.5

092-5

粘度範囲：91〜325cSt
フロータイム：30〜100秒 オリフィス径：5mm

フォードカップNo.4

057-4

粘度範囲：70〜370cSt
フロータイム：30〜100秒 オリフィス径：4.1mm

ISOカップNo.6

092-6

粘度範囲：188〜684cSt
フロータイム：30〜100秒 オリフィス径：6mm

フォードカップNo.5

057-5

粘度範囲：200〜1200cSt
フロータイム：30〜100秒 オリフィス径：5.8mm

ISOカップNo.8

092-8

粘度範囲：600〜2000cSt
フロータイム：30〜100秒 オリフィス径：8mm

スタンド×1台

ガラスプレート

057-7

ガラスプレート
（100×100×5mm）
×1枚

フォード・ISOカップ
057-6
スタンド
（水準器付き）

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。
仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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ISO2431フローカップ法

商品コード:058

DIN規格に準拠したディンカップ（DIN CUP）のご紹介です。
オリフィス径は2.4.6.8mmがあり、それぞれ測定範囲が異
なります。オリフィス径の精度は±0.02mm。容量100ml。

塗料の性状・安定性・粘度

ディンカップ(DIN cup)

カップ本体はアルミ製で、
ノズル部分はステンレスを使用し
ています。DINカップ専用水準器付スタンドもございます。

関連規格

内容

製品仕様

DIN 53211

ディンカップ × 1個
（容量100ml）

大きさ 約90×71mm
重さ 約186g

商品名

商品コード 仕様

ディンカップNo.2

058-2

粘度範囲：15〜30cst オリフィス径：2mm

ディンカップNo.4

058-4

粘度範囲：112〜685cst オリフィス径：4mm

ディンカップNo.6

058-6

粘度範囲：550〜1500cst オリフィス径：6mm

ディンカップNo.8

058-8

粘度範囲：1200〜3000cst オリフィス径：8mm

ディンカップ
スタンド
（水準器付き）058-9

スタンド×1台

ガラスプレート

ガラスプレート
（100×100×5mm）
×1枚

057-7

ザーンカップ (Zahn cup)
商品コード:059

塗料及びインクなどの粘度を簡易的に計測するために使用される粘度カップの一種です。
オリフィス径の異なるカップがあり、
それぞれ測定できる粘度範囲が違います。
材質はステンレス製。
内容

製品仕様

ザーンカップ

大きさ 約45×45×360mm

（ステンレス製・容量44ｍl）
×1

商品名

商品コード

重さ 約110g

仕様

ザーンカップNo.1

059-1

粘度範囲：5〜60cst フロータイム：35〜80秒 オリフィス径：1.92mm

ザーンカップNo.2

059-2

粘度範囲：20〜250cst フロータイム：20〜80秒 オリフィス径：2.70mm

ザーンカップNo.3

059-3

粘度範囲：100〜800cst フロータイム：20〜80秒 オリフィス径：3.85mm

ザーンカップNo.4

059-4

粘度範囲：200〜1200cst フロータイム：20〜80秒 オリフィス径：4.40mm

ザーンカップNo.5

059-5

粘度範囲：400〜1800cst フロータイム：20〜80秒 オリフィス径：5.40mm

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
※ザーンカップは各製造メーカーによって、
オリフィス径、容量等が異なる場合がございます。
ご使用中のザーンカップをお持ちの場
合は、
よくご確認頂きますようお願い致します。
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塗膜の視覚特性・色の目視比較

色観察ブース
商品コード:082

色の目視評価において、
同じ環境と条件で行

チパネルスクリーンで照明を変更できます。

関連規格

うことが非常に重要です。照明の違いによっ

各照明使用時間は自動でカウントされます。

JIS-K5600-4-3 塗膜の視覚特性

て色合いは大きくことなります。自然昼光の

照明の種類は、D65（標準イルミナント）、

質は変動しており、観察者の判断はすぐ近く

TL84、
CWF、
F、
UV、
U30があります。
塗装以

にある物体の色によっても影響されがちな

外にも、
テキスタイル、
グラフィックアート、
写

ので、目的が照合のためであるときは、色観

真、
染め物、
パッケージング、
プリント、
革製品、

察ブース内の人口照明を用いなければなら

インク、樹脂製品、
自動車部品、セラミック製

ないとされています。色観察ブースのタッ

品などで使用されています。

JIS-K5981
製品仕様
大きさ 約400×710×550mm
重さ 約25kg

商品名

商品コード

内容

色観察ブース 5光源

082-1

色観察ブース本体・光源
（D65×2個、
TL84×2個、
CWF×2個、
F×4個、
UV×1個）
タッチペン

色観察ブース 6光源

082-2

色観察ブース本体・光源
（D65×2個、
TL84×2個、
CWF×2個、
F×4個、
UV×1個・U30×2個）
タッチペン

45°
観察テーブル

082-3

45°
観察テーブル

※光源：D65(6500K/18W).TL84(4000K/18W).CWF(4150K/18W).F(2700K/40W).UV(波長365nm/20W).U30(3000K/18W)
※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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JIS-K5552

商品コード:051

表面処理・素地調整・ブラスト粗さ測定方法

ブラスト表面粗さ比較板

ショットブラスト用

グリットブラスト用

グリットブラスト及びショットブラストで処理された金属表面の粗
SEGMENT1

SEGMENT2

さを評価するために使用します。比較板は粗さの違う４段階に分
かれており、比較板中央の孔から検査対象面の粗さがどの粗さに
あるかを目視もしくはルーペで確認しブラスト粗さを評価します。
ISO8503-1及びJIS-Z0313に規定されたブラスト面の評価方
法に用います。比較板にはグリットブラスト用（G）
とショットブラス
ト用（S）があります。
グリットブラスト用の表面粗さ25、60、100、

SEGMENT4

SEGMENT3

150μm・ショットブラスト用表面粗さ25、40、70、100μm。
※ブラストのさび度の評価及び除せい度の評価（Sa1,Sa2,Sa2½,Sa3)には、
051-3 ISO8501-1代表写真例をご使用下さい。

グリットブラスト用

関連規格

内容

JIS-Z0313

ブラスト比較板1枚・専用ケース

ISO8503-1
SEGMENT1

SEGMENT2

製品仕様
大きさ 約86×86×2mm
重さ 約55g

SEGMENT4

SEGMENT3

ショットブラスト用

商品名
ブラスト表面粗さ比較板
グリットブラスト用
ブラスト表面粗さ比較板
ショットブラスト用
ブラスト表面検査用照明付き拡大鏡
ISO8501-1 代表写真例
（Sa1,Sa2,Sa2½,Sa3)

商品コード

内容

051-1

グリットブラスト比較板1枚・専用ケース

051-2

ショットブラスト比較板1枚・専用ケース

051-3

×5倍の拡大鏡・マグネットにより固定できます。

051-4

未塗装鋼材及び旧塗膜全面剥離後の鋼材のさび度及び調整等級（カラー写真集）

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
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塗料一般試験方法・膜厚・くさび形切削法

くさび形切削法膜厚計
商品コード:080

くさび形切削法膜厚計は乾燥した塗膜の膜厚測定に使用しま
す。特徴は、素地が樹脂であっても測定可能であり、条件によっ
ては多層膜の各膜厚を測定することができます。塗膜をくさび
形に切削し、膜厚計に搭載された測定用顕微鏡で切削部分の
目盛りを読み取り、膜厚を換算します。膜厚計は計測に必要な
専用カッター（交換可）、測定用顕微鏡、照明装置が一体となっ
ています。
デジタル膜厚計で測定できなかった金属以外の素地
（樹脂素地など）
や多層膜の膜厚測定が可能です。
関連規格

内容

製品仕様

JIS-K5600-1-7
くさび形切削法

くさび形切削法
膜厚計本体

大きさ 約24×900×130mm

ISO2808

カッターNo.1

ASTM D4138

フエルトペン

重さ 約380g

キャリングケース

商品名

黒マジック

商品コード

くさび形切削法膜厚計

080

カッターNo.1

080-1

カッターNo2

080-2

カッターNo.3

080-3

黒マジック

内容
本体,カッターNo.1,フエルトペン
キャリングケース
カッターNo.1
（測定レンジ：20-1800μm・係数20μm）
カッターNo.2
（測定レンジ：10-900μm・係数10μm）
カッターNo.3
（測定レンジ：2-180μm・係数2μm）

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告
なく変更する場合がございます。

白い塗装部分の目盛りを
読み取ります。

※金属素地に白い塗膜を塗ったものをくさび形切削法膜厚計カッターNO.3で切削し、
目盛り
読みをしたところ膜厚は14μmでした。

※試験器のスコープには
目盛りがあります。

●計測内容：7目盛り×2μm(係数）=14μm同じものをデジタル膜厚計で測定したところ、
シルバーに見える部分は
金属素地

金属素地の上の白い塗装を切削した拡大写真
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膜厚は14.8μmでした。

商品コード:081

塗膜の乾燥状態・乾燥炉の温度管理

耐熱ボックス投入式乾燥炉温度記録計 オーブンロガーマスター

内容

塗装の乾燥炉（焼付炉）の温度管理に使用しま

大幅に削減することができます。
また、定期的な

す。炉に通った時の製品温度と、炉内の雰囲気

炉の測定により、製品の乾燥状態・炉の性能・

温度が確認できます。焼付塗料にはキープ温度

炉の効率化・省エネによるエネルギー削減も

があります。温度と時間がきちんとキープできて

可能になります。最大 6 チャンネル同時測定。
ソ

いるかが塗膜にとって非常に重要です。
また、炉

フトウェアは非常にシンプルでキープ温度と

内の環境を確認することで、焼きすぎ（オーバー

キープ時間がすぐに確認できます。エクセルへ

ベーク）、焼きあま、発泡、
ワキなどの塗膜不良

の出力可能。耐熱ボックス性能：110℃×370

の原因が検証できます。本商品は塗装の乾燥炉

分・150℃×270 分・200℃×215 分・

へそのまま流せるので、時間と人手がかかって

250℃×150 分・300℃×70 分。500℃耐

製品仕様

いた炉の温度測定が簡単に行えます。耐熱ボッ

熱ボックス性能：150℃×500 分・200℃×

大きさ 約230×280×160mm

クスが炉に入って出てくるまで待つだけで計測

400 分・300℃×300 分・400℃×200 分・

重さ 約7.5kg

が終わります。無駄な作業時間や人的コストも

500℃×100 分。

※300℃耐熱ボックスの仕様です。

データロガー
耐熱ボックス
熱緩衝材
専用ソフトウェア
USBケーブル
パッキング
専用キャリングケース
校正証明書
（英文）

商品名

商品コード

内容

耐熱ボックス投入式乾燥炉温度記録計
オーブンロガーマスター

081

データロガー・耐熱ボックス・熱緩衝材・専用ソフトウェア
USBケーブル・パッキング・専用キャリングケース・校正証明書（英文）

耐熱ボックス投入式乾燥炉温度記録計
オーブンロガーマスター500℃タイプ

081-500

データロガー・500℃耐熱ボックス・熱緩衝材・専用ソフトウェア
USBケーブル・パッキング・専用キャリングケース・校正証明書（英文)

データロガーの仕様
チャンネル数

6チャンネル
（Kタイプ）

データロガーの測定可能温度

0℃〜1200℃

動作環境温度

0〜60℃

測定インターバル

1秒〜1時間

精度

±0.5℃

メモリー数

260,000

ディスプレイ表示

LCD

電源

充電式リチウムイオン電池

データ通信

USB

サイズ

D25×W85×H165mm

重さ

420g
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耐熱ボックスの耐熱性能曲線図
400
350
300
時
250
間
（分） 200

150
100
50
0

50

100

150

200

250

300

温度（℃）

【以下のような炉や環境には使用できません】

耐熱ボックス仕様

耐熱ボックス
（ヒートシンク付き）

温度
（℃）

110

150

200

250

300

時間
（分）

370

270

215

150

70

サイズ
（mm）

約D230×W280×H160mm

重さ
（kg）

約7.5

真空炉・窒素雰囲気炉・その他雰囲気ガスを含む炉・
風速5m/s以上の高速熱風循環炉・赤外線炉・スチー
ム炉・水に浸かる・直火の影響をうける・耐熱ボックス
が通らない寸法の炉・瞬間的に耐熱ボックスの最高
温度を超す場合など。

※性能表は耐熱ボックスの温度が20℃からスタートした場合の耐熱時間です。
連続計測時には必ず耐熱ボックスを20℃以下まで冷やして使用して下さい。

付属のソフトウェアで自動グラフ作成。
キープ温度・キープ時間・最高温度がすぐに確認できます。
必要な機能だけのシンプルなソフトウェア
Time above
キープ温度とキープ時間が確認できます。
目
的の温度（キープ温度）以上の温度に達した
時間の合計が表示されます。
Max.Value
各プローブが記録した最高温度が表示され
ます。
Time of max.value
各プローブが最高温度に達した時間が表示
されます。
計測レポートの出力
印刷ボタンでA4用紙に合わせたレポートが
※Windows対応 OSの環境によって正しく動作しない場合があります。
ご購入前に必ずご確認をお願い致します。
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出力されます。
その他様々な形式でデータ出
力が可能です。

プローブ先端の拡大写真

高温マグネット製品温度プローブ

高温クランプ製品温度プローブ

マグネット雰囲気温度プローブ

クランプ雰囲気温度プローブ

※テフロン被覆・ガラス被覆は耐熱250℃です。
※高温用のSUS被覆は耐熱480℃です。
※プローブは消耗品なので、
定期的な交換が必要です。

ガラス被覆熱電対

商品名
ガラス被覆熱電対2m

商品コード
031

内容
2m・耐熱250℃・素線径0.32Φ・先端溶接

※プローブの長さ変更できます。

クランプ雰囲気温度プローブ1.5ｍ

081-1

テフロン被覆・耐熱250℃

※3m・6mのプローブもあります。

マグネット雰囲気温度プローブ1.5m

081-2

テフロン被覆・耐熱250℃

※3m・6mのプローブもあります。

クランプ製品温度プローブ1.5m

081-3

テフロン被覆・耐熱250℃

※3m・6mのプローブもあります。

マグネット製品温度プローブ1.5m

081-4

テフロン被覆・耐熱250℃

※3m・6mのプローブもあります。

高温クランプ雰囲気温度プローブ1.5ｍ

081-5

SUS網被覆・耐熱480℃

※3m・6mのプローブもあります。

高温クランプ製品温度プローブ1.5m

081-6

SUS網被覆・耐熱480℃

※3mのプローブもあります。

高温マグネット製品温度プローブ1.5m

081-7

SUS網被覆・耐熱480℃

※3mのプローブもあります。

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。
※機器の選定・ご質問・乾燥炉の温度測定についてご相談がございましたら、当社までご連絡をお願い致します。
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特注品のご案内
お客様の使用用途に合わせたカスタマイズができます。
お気軽にご相談下さい。

特注ドクターブレードフィルムアプリケーター
スライドガラスサイズ

特注4面式フィルムアプリケーター100ｍｍ
すき間：60.100.200.2000μm

特注粒ゲージ0-500μm

特注2面式フィルムアプリケーター50ｍｍ
すき間：250.500μm

特注マンドレル1mmΦ

特注4面式フィルムアプリケーター50ｍｍ
すき間：50.100.200.300μm

商品名

商品コード

粒ゲージ 特注品

053-7

最大2000μmまでの間でリクエストにより製作

4面式フィルムアプリケーター 特注品

052-7

すき間：リクエストのすき間で製作 塗幅：10mm〜500mmまで製作可能

ドクターブレードフィルムアプリケーター 特注品

067-99

すき間：リクエストのすき間で製作 塗幅：10mm〜500mmまで製作可能

2面式フィルムアプリケーター 特注品

068-99

すき間：リクエストのすき間で製作 塗幅：10mm〜500mmまで製作可能

※特注品の為、価格・納期につきましては当社までお問い合わせ下さい。
※その他ご要望がございましたら、
お気軽にお問い合わせ下さい。
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内容

オールグッド株式会社
support@allgood.co.jp

本社

