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電気・電子機械、精密機械、一般機械、食品、化学・石油、鉄鋼・金属、建設・土木、電力・ガス・水道供給、商社・販売事業者 等

 
経済産業省、国土交通省、厚生労働省、文部科学省、環境省、防衛省、気象庁 等の研究機関
例／国立研究開発法人産業技術総合研究所（AIST）、（独）製品評価技術基盤機構（NITE）、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）、国立研究開発法人情報通信研究機構、（独）経済産業研究所、（独）水資源機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人量子
科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法
人建築研究所、地方共同法人日本下水道事業団、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、（独）国民生活センター、（一財）化学物質評価研究機構、国立
国会図書館、国公立・私立大学付属研究所及び図書館 等

 
工業技術センター、環境衛生センター、農業試験場、畜産試験場、水産試験場、林業試験場、果樹試験場、金属試験場、食品試験所、計量検定所、計量
担当部署 等

 
海外計量計測機器ユーザー、在日外国大使館、在外日本大使館、（独）国際協力機構（JICA）、在外 JICA 事務所、（独）日本貿易振興機構
（JETRO）、在外JETRO事務所、在外日本人商工会議所、（一財）日本国際協力システム、（一財）国際協力推進協会、日本機械
輸出組合、国連開発計画（UNDP）、国連環境計画（UNEP）、国連工業開発機関（UNIDO）、国連地域開発センター（UNCRD）、国連大学（UNU） 等

 
　2022年 9月 14日（水）～16日（金）　東京ビッグサイトにて開催

名　　　称 2022／2023 計量計測機器総覧 MEASURING INSTRUMENTS

仕　　　様 A4判  モノクロ400ページ  25,000部

完 成 予 定 2022年3月末

掲載対象機種 計量計測機器、システム、データ処理装置及び関連機器
※詳しくは『掲載対象機種一覧』を参照ください。

掲載内容と
掲載スペース

① 和・英機器名称・型式　② 製品写真　
③ 特長・用途・標準仕様等を記した和・英説明文
④ 製品価格（税込） ⑤ 和・英文社名　
⑥ 問合せ先電話番号

総 覧 概 要
『計量計測機器総覧』は

和・英文併記で製品を紹介した唯一の総合カタログです。
作成部数25,000部、国内・海外で好評を得ています。

①国内計量計測機器ユーザー企業

総覧配布予定先

②試験・研究機関等

③都道府県・特定市

④海外・国際関係

⑤INTERMEASURE 2022（第30回 計量計測展）参観者

②製品写真

①和・英機器名称・型式

④製品価格

③和文説明文
（22文字×12行）

264字

⑤和文社名・⑥電話番号

③英文説明文
（44文字×15行）

660字

⑤英文社名

● A4判の4分の1スペースを1点とします。
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06-05-010-188-12

AZBIL CORPORATION 0466-52-7027

電磁流量計 MagneW� FLEX＋

ELECTROMAGNETIC FLOWMETER MagneW� PLUS＋

http://www.azbil.com/jp/★★http://www.azbil.com/jp/product/factory/factory-product/flowmeter/electromagnetic/mgg-mgs/index.html

電磁流量計

流量計

液体流量計

流量等測定機器

電磁流量計

電磁流量計

電磁流量計 MagneW�FLEX＋ ELECTROMAGNETIC FLOWMETER MagneW�PLUS＋

電磁流量計 MagneW�FLEX＋は当社の長い経
験を基に開発された高性能､ 高信頼性の電磁流量
計です｡ 独自のライニング成型技術を用いた検出
器､ 多様な機能を備えた変換器で､ 幅広いアプリ
ケーションに安定した流量測定を実現致します｡

�口径：2.5～1100mm

�精度：±0.5％ R.D

�機種：一般形､ サニタリ形､ 防爆形､ 開水路設
置用潜水形､ 電磁式フロースイッチ､ 水道メー
ター

ELECTROMAGNETIC FLOWMETER MagneW�
PLUS＋ is a high-performance, highly reliable
flowmeter developed with Azbil Corporation�s field
proven technologies.
The detector with Azbil Corporation�s unique
liner molding technology and the converter with
multiple functions provide accurate flow meas-
urement for various applications.
�Size : 2.5～1100mm
�Accuracy : ±0.5％ R.D
�Models : General type, Sanitary type, Explo-
sion-proof type, Open channel flowmeter

AZBIL CORPORATIONアズビル株式会社 0466-52-7027￥200�000(税別)～

06-05-010-058-29

ENDRESS＋HAUSER JAPAN CO., LTD. 042-314-1911

電磁流量計 Promag P200

ELECTROMAGNETIC FLOW MEASURING SYSTEM PROMAG P200

http://www.jp.endress.com★★http://www.jp.endress.com

電磁

流量

流量等測定機器

電磁流量計

電磁流量計

電磁流量計 Promag P200 ELECTROMAGNETIC FLOW MEASURING SYSTEM PROMAG P200

Promag P 200は､ 業界標準の2線技術を提供し
ます｡
既存の環境やコントロールシステムにシームレス
に統合可能な流量計です｡
さらに､ 危険場所においても本安設計による高い
安全性と簡単な設置をご提供します｡
Promag P 200は､ 腐食性液体や高温流体を取り
扱う化学分野やプロセスアプリケーション向けに
最適な流量計です｡

Promag P 200 offers genuine, industry-compliant
two-wire technology. This enables the device to
be seamlessly integrated into existing infrastruc-
tures and control systems. Additional advan-
tages are high operational safety in hazardous
areas thanks to an intrinsically safe design, and a
familiar installation procedure. Promag P 200 is
dedicated for chemical and process applications
with corrosive liquids and high medium tempera-
tures.

ENDRESS＋HAUSER JAPAN CO., LTD.エンドレスハウザージャパン株式会社 042-314-1911￥：お問合せください

06-05-010-308-01

SHIMADZU SYSTEM SOLUTIONS CO., LTD. 075-823-2830

電磁流量計 T780シリーズ

ELECTROMAGNETIC FLOWMETERS T780 SERIES

http://www.shimadzu.co.jp/sss/★★http://www.shimadzu.co.jp/sss/

流量計

電磁流量計

液体流量計

流量等測定機器

電磁流量計

電磁流量計

電磁流量計 T780シリーズ ELECTROMAGNETIC FLOWMETERS T780 SERIES

分離形と一体形があります｡ 広い測定スパン､ 高
精度､ そして通信によるリモート操作､ 変換器で
の操作など､ 豊富なインテリジェント機能を持っ
ています｡ また､ ライニングもPFA､ ポリウレ
タンから選択できます｡ 計量法適応の電磁式水道
メータも準備しています｡

�小形・軽量で､ 扱いやすく省スペース

�面間距離が短く､ 配管も楽々！

�JCSS校正が可能

�設定スパンは0.1～10m/sから選択

�口径：分離形 5～1200mm
一体形 5～200mm

The lineup includes both separable and inte-
grated models. They offer a wide measurement
span, high precision, and impressive intelligent
functions, such as remote operation via communi-
cations and operation with the converter. Select
from PFA or polyurethane, as the lining material.
＊Compact and light to ensure easy handling
＊Small face-to-face dimensions for easy plumb-
ing
＊It is probable to get calibration certificates
meeting the requirements of ISO/IEC 17025.

�Span setting : 0.1～10m/s
�Diameter : 5～1200mm (separable models)

5～200mm (integrated models)

SHIMADZU SYSTEM SOLUTIONS CO., LTD.島津システムソリューションズ株式会社 075-823-2830￥：お問合せください

06-05-010-111-48

TOKYO KEISO CO., LTD. 03-3434-0441

電磁流量計 MAGMAX�シリーズ

ELECTROMAGNETIC FLOWMETER MAGMAX� SERIES

★★

流量等測定機器

電磁流量計

電磁流量計

電磁流量計 MAGMAX�シリーズ ELECTROMAGNETIC FLOWMETER MAGMAX�SERIES

MAGMAXシリーズは､ 各種アプリケーションに
適応できるオールマイティな電磁流量計です｡ 微
小口径から超大口径まで､ ライニング等の豊富な
材質選定などトータルラインナップでご要望にお
応えします｡
変換器は汎用形と高機能形 計３タイプをライン
ナップしています｡

�口径：(フランジ形) 10～3000mm
(ウエハ形) 2.5～150mm

�プロセス温度：(分離形) 180℃ max.
(一体形) 140℃ max.

�精度：指示値の±0.5％

The MAGMAX series are almighty electromag-
netic flowmeters that can be adapted to various
applications. It can meet customer�s needs with a
total lineup by selecting from a wide variety of
materials such as linings etc., from small to very
large diameters.
Three types of converters are available : gen-
eral-purpose type and high-performance type.
�Meter size : (Flange type) 10 to 3000mm

(Wafer type) 2.5 to 150mm
�Process temperature : (Separate type) 180℃ max.

(Integrated type) 140℃ max.
�Accuracy : ±0.5% of indicated value

TOKYO KEISO CO., LTD.東京計装株式会社 03-3434-0441￥：お問合せください

電磁流量計
ELECTROMAGNETIC FLOWMETERS

▼掲載例
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02-07-010-040-19

JFE ADVANTECH CO., LTD. 03-5825-5577

ELECTRONIC BELT WEIGHER (INSTALLED
UNDER THE BELT), KW-LU SERIES

http://www.jfe-advantech.co.jp/★★

定量供給

質量測定機器

コンベヤスケール

コンベヤスケール

電子式ベルトウエヤ (下置き型) KW-LUシリーズ
ELECTRONIC BELT WEIGHER (INSTALLED
UNDER THE BELT), KW-LU SERIES

�コンパクトな構造でベルト下部に設置

�計量キャリアーローラーの変位が小さく､ ベル
トテンションの変動分の影響が小さい

�計量フレームは歪み量が最小になるよう設計

�過荷重作用時のロードセル保護装置付

�計量能力：最大10000t/h

�測定能力：最大450kg/m

�精度：±１/100～±1/200F.S

�ベルト：400～1800mm (標準)
※コンスタントフィーダも製作可能です

＊Compact composition, installed under the belt
＊Displacement of weighing carrier roller is fine
degree and minimizing influence from fluctua-
tions of belt tension
＊Distortion of the weighing frame is minimum
＊Load-cell is protected against excessive loads
�Weighing capacity : 10000t/h, Max.
�Measuring capacity : 450kg/m Max.
�Accuracy : ±1/100～±1/200F.S
�Belt width : 400～1800mm (standard)
＊Constant Feeder can be produced

JFE ADVANTECH CO., LTD.JFEアドバンテック株式会社 03-5825-5577￥1�000�000～￥3�000�000(税別)

02-07-010-096-13

TANAKA SCALE WORKS CO., LTD. 0256-45-1251

ベルトスケール C50型､ C50-2型

BELT SCALE C50 TYPE, C50-2 TYPE

http://www.tanaka-scale.co.jp/★★

砂利計量

砂計量

廃棄物計量

質量測定機器

コンベヤスケール

コンベヤスケール

ベルトスケール C50型､ C50-2型 BELT SCALE C50 TYPE, C50-2 TYPE

ベルトコンベヤー上の搬送物の瞬間流量､ 積算量
を電子式制御システムで連続自動計量を行います｡
C50型は検出装置をコンベヤー内部に設けます｡
C50-2型は計量ローラーが２本タイプで輸送量が
多いコンベヤー用です｡

�能力：1～6000t/h

�精度：±0.5～1.0％F.S

By an electronic system, performs continuous
movement measurement of the instant flux and
accumulated quantity of matter transported by a
belt conveyor.
In the C-50 type the sensor device is built in the
conveyor. C50-2 type has two measuring rollers
and is suitable for conveyors which can transport
a number of materials.
�Capacity : 1～6000t/h
�Accuracy : ±0.5～1.0％F.S

TANAKA SCALE WORKS CO., LTD.株式会社 田中衡機工業所 0256-45-1251￥：お問合せください

02-07-010-190-02

YAMATO SCALE CO., LTD. 078-918-5555

コンベヤスケール

CONVEYOR SCALE

http://www.yamato-scale.co.jp/★★

質量測定機器

コンベヤスケール

コンベヤスケール

コンベヤスケール CONVEYOR SCALE

各種の原料､ 製品を大量輸送するコンベヤに取り
付け､ 輸送途中に連続計量するはかりです｡ 長期
の使用に耐えるよう計量機構をコンベヤ上に設置､
各種の機能を装備しています｡

�遠隔自動検錘装置を装備

�コンベヤ仕様に合わせて長い働長が自由に選択
可能

�増設に際し､ ロードセル容量の統一が可能

�長期に渡り安定した高精度の維持が可能

�保守点検が容易
別途下置きタイプも各種製作し､ 皆様方の要望に
お応えします｡

Attaches to a conveyor for weighing continu-
ously moving materials. Sturdy construction
ideal for weighing various raw materials in large
amounts while in motion. Wide function expan-
sion possible.
＊Remote automatic test weight device
＊Long weigh span possible
＊When expanding production lines, load cell ca-
pacity can be unified.
＊High accuracy maintained for long periods of
running
＊Easy maintenance
Under belt types are also available.

YAMATO SCALE CO., LTD.大和製衡株式会社 078-918-5555￥1�000�000～￥3�000�000(税別)

02-08-010-037-39

KAMACHO SCALE CO., LTD. 087-845-1111

ユニオートフィーダー UELシリーズ

UNI-AUTO FEEDER UEL SERIES

http://www.kamacho.co.jp★★http://www.kamacho.co.jp/products/serial/

質量測定機器

コンスタント・フィーダ

コンスタント・フィーダ

ユニオートフィーダー UELシリーズ UNI-AUTO FEEDER UEL SERIES

UELシリーズは､ ロスインウェイト方式を採用
した連続定量供給装置で､ あらゆる性状の粉粒体
に対応できるよう豊富な機種を用意しています｡
多品種､ 少量生産ラインでの歩留りの向上､ 品質
の安定､ 作業性の向上等にご活用いただけます｡

�どんな性状の原料でも豊富に揃えたフィーダ類
により安定排出が可能です

�排出誤差のないロスインウェイト方式を採用し
ました

�ワンタッチクランプで分解､ 清掃が簡単です

By using a loss-in-weight method, this feeder
guarantees stable and accurate performance.
This series can improve yield, stable quality, and
improve workability for multiple-model and small
quantity production systems.
＊UEL Series enables the stable discharge of raw
materials of any property
＊UEL Series adopts the loss-in-weight system,
which is free from discharge errors
＊The one-touch clamp facilitates easy disassem-
bly and cleaning

KAMACHO SCALE CO., LTD.鎌長製衡株式会社 087-845-1111￥：お問合せください

コンベヤスケール､ コンスタント・フィーダ
CONVEYOR SCALE, CONSTANT FEEDER



データベースの特長
●和文・英文をそれぞれ別ページで掲載します。
●掲載製品のデータ差し替え、新規製品の掲載が随時できます。
●製品の検索方法は次の4通りです。
　1）会社名検索
　2）分類（機種別）検索
　3）仕様検索（質量計・流量計・温度計・圧力計）
　4）キーワード検索
●掲載社の製品ページへリンクします。

お問合わせ対応・広報活動
「計量計測製品へのお問合せ」から、製品情報、取扱企業に関する問合せを受け付けています。
より多くアクセスいただけるよう、広報誌「はかる」等での広報活動や海外の計量団体を通じた海外への周知を
行います。

データ提出
原稿：和文・英文とも計量計測機器総覧の原稿を活用します。（改めての原稿作成は不要です。）

掲 載 時 期
2022年6月

データの更新
2022年6月のデータベース全面更新後は、定期的にデータ更新を図り、随時、新製品を掲載することが可能となり
ます。（有料）

計量計測製品データベース
計量計測製品の検索に役立つ情報サイトとして定評があります。

英文ページも開設しています。
定期的に新製品の掲載を受け付けます。

http://www.keikoren.or.jp/database
〈和文ページURL〉

http://www.keikoren.or.jp/database/english
〈英文ページURL〉



一般社団法人 日本計量機器工業連合会（計工連）
担当：新沼

東京都新宿区納戸町25-1 （〒162-0837）

TEL.03-3268-2121  FAX.03-3268-2167  E-mail:niinuma@keikoren.or.jp

申込み・問合せ先

掲載料金・申込締切
『計量計測機器総覧』、『計量計測製品データベース』の

2つの媒体を活用し、
貴社の製品等をグローバルにPRします。

申込み・問合せ先

申 込 締 切 2021年 10月 26日（火）までに別添の申込書により申し込みください。

原 稿 提 出
提 出 原 稿
及 び 写 真

2021年 11月 10日（水）までに原稿を提出いただきます。
掲載申込書が事務局に到着後、原稿作成要項をお送りします。
作成要項に従い原稿、製品画像データを提出いただきます。
また、必要な向きは有料にて英訳を承ります。

掲載者への
総覧配布 本文掲載者には本書を無料配布します。

支払方法及び
キャンセル

掲載料金支払方法  2022年 3月 31日（木）までにお支払いください。
  掲載申込書の到着後、掲載料金の請求書をお送りします。

申込のキャンセル  申込後のキャンセル及び点数の削減は原則としてお受けできません。

掲 載 料 金
▼総覧及び製品データベースへの掲載料金 〈単位：円　消費税込〉
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50,600

75,900

101,200

126,500

150,700

174,900

199,100

223,300

247,500

271,700

295,900

320,100

344,300

368,500

391,600

414,700

437,800

460,900

484,000

506,000

528,000

550,000

572,000

594,000

614,900

635,800

656,700

677,600

698,500

718,300

738,100

757,900

777,700

797,500

816,200

834,900

853,600

872,300

891,000

＊6点以上の掲載については点数に応じ掲載料金を逓減しています。〈例：会員で40点お申込みの場合、1点あたり17,875円となります。〉
＊40点を超える場合は1点増すごとに、会員は12,100円、非会員は17,600円を加算します。



掲載会社一覧（2020/2021 年度版　掲載社数 102 社）

愛知時計電機㈱
旭計器工業㈱
アズビル㈱
アズビル金門㈱
アルファ・エレクトロニクス㈱
アンリツインフィビス㈱
㈱イシダ
㈱エー・アンド・デイ
エンドレスハウザージャパン㈱
エンドレスハウザー山梨㈱
㈱大手技研
㈱オーバル

柏原計器工業㈱
鎌長製衡㈱
上根精機工業㈱
関西オートメイション㈱
関西ガスメータ㈱
㈱共和電業
㈱クボタ
㈱ケツト科学研究所
㈱コスモ計器

坂田電機㈱
㈱坂本電機製作所
㈱佐藤計量器製作所
㈲三協インターナショナル
讃光工業㈱
㈱三光精衡所
㈱サンコウ電子研究所
サンテスト㈱
JFE アドバンテック㈱
㈲シスコム
㈱シナガワ
島津システムソリューションズ㈱
㈱島津製作所
㈱守隨本店
昭和機器計装㈱

昭和機器工業㈱
㈱昭和測器
神栄テクノロジー㈱
新光電子㈱
シンワ測定㈱
スペクトリス㈱
㈱ソニック

㈱第一計器製作所
㈱大正天びん製作所
㈱大平産業
㈱宝計機製作所
㈱竹中製作所
㈱タツノ
㈱田中衡機工業所
㈱タニタ
㈱チノー
㈱ TJMデザイン
㈱寺岡精工
東京計器㈱
東京計装㈱
東京光電㈱
㈱東京測器研究所
東京流機工業㈱
東フロコーポレーション㈱
東洋ガスメーター㈱
東洋計器㈱
㈱東洋信号通信社
東洋測器㈱
トキコシステムソリューションズ㈱
㈱富永製作所

長島衡機工業㈱
長野計器㈱
㈱ナガノ計装
新潟精機㈱
日新電子工業㈱
日東イシダ㈱

日東精工㈱
日東精工アナリテック㈱
日本スタンドサービス㈱
日本特殊測器㈱
日本フローセル㈱
日本ダイナマット㈱
日本ハイコン㈱
日本フローコントロール㈱
㈱ノーケン

㈲ヒューマンデータ
兵田計器工業㈱
㈱フィッシャー・インストルメンツ
㈱フクダ
㈱双葉測器製作所
㈱フューチュアテック
本多電子㈱

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ㈱
㈱マツシマメジャテック
㈱ミツトヨ
ミネベアミツミ㈱
㈱村上衡器製作所
ムラテックKDS ㈱

㈱山幸
大和製衡㈱
㈱山本科学工具研究社
山本電機工業㈱
ヤマヨ測定機㈱
ユーアイニクス㈱

流体工業㈱

㈱和興計測

〈単位：円　消費税込〉

会　員 非会員

1/2ページ

132,000

  88,000

  55,000

1ページ

220,000

132,000

  88,000

4色

2色

1色

1/2ページ

165,000

110,000

  66,000

1ページ

275,000

165,000

110,000

▼掲載料金表

刷色数

◆製品 PR  ◆企業イメージ  ◆JCSS 校正サービス  ◆EMC 試験 などの PR に最適です。

掲載申込書の「巻末広告申込欄」で申込みください。

巻末広告募集要項

●広告原稿サイズ

　1ページ広告 （天地 265×左右180mm）

　1 ／ 2ページ広告 （天地 130×左右180mm）

＊広告原稿は、2022年1月28日（金）までに電子媒体で提出願います。
本会に原稿作成を依頼する場合は、実費（約10,000円）をいただきます。



一般社団法人 日本計量機器工業連合会
http://www.keikoren.or.jp

計量計測機器を
和文・英文併記で紹介した

唯一の総合カタログ

2022/2023
計量計測機器総覧
ME A S U R I N G  I N S T R U M E N T S

計量計測製品データベース

掲載募集
案内

流量等測定機器

長さ・変位センサ、レーザセンサ、位置センサ、距離センサ、力・荷重・質量センサ、厚さ・膜厚センサ、
温度センサ、湿度センサ、水分センサ、圧力センサ、レベルセンサ、流量・流速センサ、
加速度・振動センサ、速度センサ、応力・ひずみセンサ、傾斜センサ、回転・角度センサ、トルクセンサ、
ガスセンサ、イオンセンサ、化学分析センサ、バイオセンサ、赤外線センサ、紫外線センサ、
放射線センサ、音響センサ、磁気センサ、光センサ、マイクロ波センサ、AEセンサ、NMRセンサ、
触覚センサ、イメージセンサ、インテリジェントセンサ、色彩センサ、その他のセンサ

マイクロメータ、ノギス、ピンゲージ、測定工具、三次元測定機・真円度測定機等精密測定機器、
厚さ計・膜厚計、直尺、鋼製巻尺・繊維製巻尺、測量ロープ、回転尺、その他

測定投影機、測定顕微鏡、干渉計、レーザ応用測定機器、光学測定工具、オートコリメータ、その他

水平器、レベル、トランシット、セオドライト、レーザ距離計、プラニメータ、クリノメータ、
コンパス、三脚、箱尺、ポール、縮尺、その他

計量機能付包装機器、異物混入検査機等関連機器、その他

ガラス製温度計、金属製温度計、電気式温度計、湿度計、密度計、比重計、濃度計、粘度計、屈折計、
検査・校正装置、その他

気圧計、風向・風速計、雨量計、日照・日射計、採水器、採泥器、水温計・水中照度計、海水測定機器、
地震計、その他

ピンホール探知機、金属検出機、X線異物検査装置、非破壊検査装置（放射線・超音波・磁気・浸透・電磁等）、
その他

圧力計、真空計、圧力差圧発信器・伝送器、その他

ビュレット、全量ピペット、自動ピペット、メスシリンダ、フラスコ、その他

振動計、設備診断装置、自動振動分析、解析装置、加速度計、その他

速度計、回転計（トルク計）、トルクレンチ機器、車両用計器、タクシーメーター、タコメータ・タコグラフ、
その他

ガス分析計、液体分析計、水分測定装置、アルコール測定器、その他

電気化学分析装置、光分析装置、電磁気分析機器、クロマトグラフ、熱分析・熱測定装置、その他

レベル計〔連続測定〕、レベルスイッチ〔ポイント測定〕、遠隔測定装置、その他

面積流量計、容積流量計、差圧流量計、タービン流量計、電磁流量計、超音波流量計、渦流量計、
質量流量計、排水流量計、流速・流向計、水道メーター、温水メーター、ガスメーター、
スチームメータ、積算熱量計、定流弁・調節弁、流量計測システム、検査・校正装置、その他

荷重変換器（各種ロードセル）、圧力変換器、加速度変換器、トルク変換器、変位変換器、
変換器用測定機器、ひずみゲージ及び関連機器、その他

粉じん計（ダストモニタ）、酸素計、有毒ガス計、照度計、風速計、その他

指示計、調節計、記録計、プロセス用監視制御システム、計装パネル、操作盤、その他

電気指示計器、オシロスコープ、FFTアナライザ、放射線測定器、その他

大気汚染計測機器、水質汚濁計測機器、悪臭計測機器、騒音・振動計測機器、自動車排出ガス計測機器、
その他

硬さ試験機、引張試験機、圧縮試験機、衝撃試験機、疲れ試験機、構造物試験機、金属・非金属性能試験機、
クリープ試験機、リラクゼーション試験機、動力試験機、釣合い試験機、振動試験機、漏れ試験機
環境試験機及び設備、工業試験用機器、試験用ユニット、テンションゲージ、その他

体重計、体温計、血圧計、活動量計、体脂肪率計、血糖値計、パルスオキシメータ、健康管理プログラム、その他

センサ

電気指示計器・測定器、放射線計器

環境測定機器

ラボ用分析機器

ひずみゲージ式等変換器及び関連機器

探知・探傷器・非破壊検査機器

プロセス用・現場用分析機器

振動計、設備診断装置、加速度計

速度・回転等測定機器、車両用計器及び
トルクレンチ機器

指示計、調節計、記録計、
プロセス用制御システム、計装パネル、操作盤

長さ、角度、形状、厚さ等測定機器

光学測定機器

測量機器

温度、湿度、密度、比重等測定機器

気象・海洋観測機器、地震計

包装機器（計量機能付）

質量測定機器

圧力測定機器

レベル測定機器

化学用体積計

試験機

固定式・懸垂式・可搬式ガソリン計量機、灯油用計量機、タンクローリ、LPG計量機、POSターミナル、
CNGディスペンサ、水素ディスペンサ、尿素ディスペンサ、その他

自動車等給油メーター、関連メーター及び
機器

電子天びん、上皿自動はかり、電子料金はかり、ラベルプリンター、電子台はかり、郵便用はかり、
カウンティングスケール、トラックスケール、コンベヤスケール、コンスタント・フィーダ、
バッカースケール、自動計量包装機、組合せはかり、フレキシブルコンテナスケール、自動重量選別機、
ホッパースケール、クレーンスケール、分銅、その他

作業環境用及び保安用分析・測定機器

健康管理用計測機器・プログラム

各種トレーサビリティ用機器・装置、校正サービス、その他トレーサビリティ用機器・装置、校正サービス

計量計測用データ処理装置、計量計測用データ処理ソフト、関連製品、その他計量計測用データ処理装置・ソフト・関連製品

掲載対象機種一覧
毎回、掲載機種・内容の充実を図っています。
下記以外の計量計測製品等も掲載できます。


