平成28年9月5日発行
（季刊発行） 第33巻
第33巻 第2号
第2号 通巻第123号
通巻第123号
平成28年9月5日発行
（季刊発行）

は
か
る
技
術
が
明
日
を
創
る

会期

2016年９月28日（水）〜30日（金）

会場

東京ビッグサイト 東４・５ホール

一般社団法人

日本計量機器工業連合会

www.keikoren.or.jp

表紙123パターン3.indd

1

はかる 123
no.

展示会特集号

2016/08/31

16:55:44

第27回計量計測展／INTERMEASURE2016開催のご案内
計量計測業界、最大規模～最新の技術が一堂に
一般社団法人日本計量機器工業連合会では、国内最大規模の計量計測機器の総合展示会である
「第27回計量計測展／INTERMEASURE2016」を、2016年９月28日（水）～30日（金）の３日間、
東京ビッグサイトにおいて開催いたします。
ここに展示会開催情報を「はかる」誌上でご紹介いたしますので、ご覧願います。
今日、計量計測機器及びその技術は、産業、社会生活における基盤要素としてその重要性は一
段と増してきております。第27回計量計測展ではこうした産業界及び社会の要請、期待に添うべ
く、国内外の主要な計量計測機器企業、大学、研究機関等の出展者が２年間にわたり研究・開発
してまいりました研究開発用、知的基盤用、品質管理用、あるいは省力化、省エネ、環境保全な
どに関する最先端の計量計測機器、技術を多数ご紹介いたします。
是非、この機会に会場にお越しいただき、新製品・新技術をご高覧賜りますようお願い申し上
げます。
名

称

第27回計量計測展/INTERMEASURE 2016
Measurement, Test and Control Technology Show 2016

会

期

2016年９月28日（水）～30日（金）10：00～17：00

会

場

東京国際展示場（東京ビッグサイト）東４・５ホール
東京都江東区有明3-11-1

主

催

一般社団法人日本計量機器工業連合会

後

援

経済産業省

環境省

文部科学省

国立研究開発法人産業技術総合研究所

独立行政法人製品評価技術基盤機構

独立行政法人日本貿易振興機構

会期中に開催する講演会・セミナー等
基調講演：９月28日（水）13時30分～15時
計測標準フォーラム2016：９月29日（木）13時～16時
計量計測に関わる技術講演会：９月29日（木）
：11時15分～12時、14時15分～15時
９月30日（金）
：15時20分～15時45分
NMIJ法定計量セミナー：９月30日（金）13時30分～16時40分
出展製品・技術説明会：９月29日（木）
：13時～16時10分
９月30日（金）
：13時～15時10分
アカデミープラザ：９月28日（水）
：13時30分～15時50分
９月29日（木）
：13時30分～16時20分
９月30日（金）
：13時30分～15時50分
同時開催展示会（東４・５ホール：再登録不要）
Sensor Expo Japan 2016
第８回総合検査機器展
地盤改良技術展2016
ITSテクノロジー展
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INTERMEASURE 2016

会場

出展者一覧

M-18

愛知時計電機㈱

M-49

㈱田中衡機工業所

M-61

㈱アコー

M-50

㈱チノー

M-23

旭計器工業㈱

M-35

㈱寺岡精工

M-12

アンリツインフィビス㈱

M-38

東京計器㈱

M-31

㈱石井表記

M-58

東京計装㈱

M-32

㈱イシダ

M-51

東洋測器㈱

M-33

㈲牛方商会

M-39

㈱富永製作所

M-09

㈱エー・アンド・デイ

M-59

長野計器㈱

M-08

㈱ SPI エンジニアリング

M-59

㈱ナガノ計装

M-28

㈱ SBC

M-63

㈱日産クリエイティブサービス

M-03

㈱ NTTPC コミュニケーションズ

M-05

( 一社 ) 日本計量振興協会

M-62

㈱エリオニクス

M-65

㈱日本計量新報社

M-24

㈱大手技研

M-15 （一財）日本品質保証機構

M-13

㈱オーバル

M-56

日本フローセル㈱

M-43

㈱オプトサイエンス

M-41

㈱ノビテック

M-52

柏原計器工業㈱

M-22

㈱光コム

M-19

鎌長製衡㈱

M-45

日立オートモティブシステムズメジャメント㈱

M-33

カンタムエレクトロニクス㈱

M-21

兵田計器工業㈱

M-66

㈱北浜製作所

M-40

㈱フィールドテック

M-07

㈱共和電業

M-59

㈱フクダ

M-25

㈱クボタ

M-24

フルーク・キャリブレーション

M-14

㈱ケツト科学研究所

M-02

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ㈱

M-26

㈱工技研究所

M-36

㈱ミツトヨ

M-04

㈱佐藤計量器製作所

M-29

㈱村上衡器製作所

M-53

㈲三協インターナショナル

M-57

大和製衡㈱

M-11

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

M-44

ユニテック・ジャパン㈱

M-64

サンコー㈱

M-55

渡辺電機工業㈱

M-37

JFE アドバンテック㈱

M-16

湿度、水分計測・センサ研究会

（

㈱第一科学、㈱チノー、㈱テクネ計測、トウプラス
エンジニアリング㈱、㈱ビートセンシング、㈱三菱
化学アナリテック

）

■アカデミープラザ出展者一覧
M-71
M-72

岡山大学
㈲金沢大学ティ・エル・オー

M-72

㈲金沢大学ティ・エル・オー
静岡大学

M-60

島津システムソリューションズ㈱

M-73

M-60

㈱島津製作所

M-74

国立研究開発法人情報通信研究機構

M-30

㈱守隨本店

M-75

㈱信州 TLO

M-48

㈱昭和測器

M-76

大学知財群活用プラットフォーム

M-34

神栄テクノロジー㈱

M-77

タマティーエルオー㈱

M-32

新光電子㈱

M-78

千葉大学

M-01

新東科学㈱

M-79

筑波大学

M-47

スペクトリス㈱ HBM 事業部

M-80

筑波大学

M-17

（独）製品評価技術基盤機構

M-81

東京工業大学

M-54

㈱センシズ

M-82

東京電機大学

M-42

㈱ソニック

M-83 （地独）東京都立産業技術研究センター

M-20

㈱宝計機製作所

M-84

明治大学

M-27

㈱タツノ

M-85

明治大学
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基調講演・セミナーご案内
９月28日（水）
●基調講演
時

間：13：30～15：00

会

場：東京ビッグサイト

主

催：
（一社）日本計量機器工業連合会、（一社）日本検査機器工業会、フジサンケイビジネスアイ

レセプションホールA

聴講料：無料（事前登録制）
IoT時代の日本及び日本企業をどう方向性付けるか
＝モノ造り・モノ売りからオープン＆クローズ・CPSの戦略へ＝
講

師：東京大学 政策ビジョン研究センター シニア・リサーチャー

小川

紘一 氏

デジタル技術やソフトウェアが価値形成を先導する21世紀に、世界の産業界が100年に一度とも言う
べき転換期に入った。この延長にIoTやIndustrie4.0の時代が到来する。
本講演では、まず競争ルールの変化に適応できず市場撤退を繰り返す企業と勝ちパターンを再構築し
て大躍進する企業の違いをオープン＆クローズの戦略思想から解き明かす。これを踏まえて、競争ルー
ルがグローバル市場の隅々で変わるIoTの時代であっても、モノ造りが得意な日本企業だからこそ構築
できる新たな勝ちパターンの体系をオープン＆クローズの戦略思想とCPS（Cyber Physical System）
の視点から提案したい。ここから皆さんと一緒に日本型インダストリーの方向性を再構築したい。

●自動車技術ゾーン・ロボット技術ゾーン（ロボット関連）
時

間：15：15～16：00

会

場：東５ホール内セミナー会場Ｃ

聴講料：無料（事前登録制）
ロボットはより人間らしく～『対話の先』を目指すコミュニケーション技術開発最前線
講

師：㈱NTTPCコミュニケーションズ AI技術開発オーナー

高橋

敬祐 氏

第３次人工知能（AI）ブームを受け、ロボット技術は、人類史上、前代未聞の速さで進歩しています。近い将来、マウスやキーボー
ドに取って代わり、AIとのコミュニケーションが、人とサービスとをつなぐようになるとも言われています。一方で、AIとの対話
は難しい課題で、そのほとんどが、未だ言葉に依存したチャットボットの領域を脱していません。本講演では、
「自然な対話とは？」
「人間らしいコミュニケーションとは？」といったコンセプトで、最新技術を駆使した開発現場から生まれたノウハウをお届けし
ます。「IoT」という概念が生まれる前からM2M特化型のネットワークやクラウドを提供してきた、NTTPCコミュニケーションズ
（NTTPC）がお贈りするプレゼンテーション。みなさまの未来のビジネスのヒントとなれば幸いです。

９月29日（木）
●計測標準フォーラム2016
時

間：13：00～16：00

会

場：東京ビッグサイト

主

催：国立研究開発法人 産業技術総合研究所

会議棟6F「605」「606」会議室
計量標準総合センター（NMIJ)

（一社）日本計量機器工業連合会
聴講料：無料（事前登録制）
時間
13:00～13:05

テーマ・講師
【開会の挨拶】
計測標準フォーラム代表

後藤

内容
一夫氏

【来賓挨拶】
13:05～13:10 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室長
吉岡 勝彦氏
【イントロダクション】
「本講演会の背景とねらい」
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
SI改定に向けた取り組みの体制や今後予定される主な検討事項の全
13:10～13:25
計量標準総合センター
体像を紹介する。併せて本講演会の概要を紹介する。
研究戦略部長
（国際度量衡委員） 臼田
孝氏
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時間

テーマ・講師

内容

A brief history of the SI will be presented, together with a proposal for
its revision based on the redefinition of the seven base units in terms
of fundamental constants. The proposal will be recommended by the
International Committee for Weights and Measures（CIPM）for adoption
【招待講演】“Towards a Revised International
by the 26th General Conference on Weights and Measures（CGPM）in
13:25～14:10 System（SI）of Units of Measurement”
2018. The proposed new definition of base units, reasons for the revision
国際度量衡委員会・委員長 Dr Barry Inglis
and the likely impact on international metrology will be discussed.
Inglis氏は定義改定案をとりまとめる国際度量衡委員会・委員長の立
場にあります。本講演ではSI改定の歴史、背景、そして今後につい
て紹介頂きます。
（英・日逐次通訳付き）
【講演】「キログラムの定義改定がもたらす新
しい質量計測技術」
14:10～14:40 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
工学計測標準研究部門
首席研究員 藤井 賢一氏

人工物によって定義されている現在のキログラムがプランク定数に
よって定義されると、これまで測ることができなかったナノグラム
領域の質量をトレーサブルに測定することが可能になります。この
新しい質量計測技術とその応用について紹介します。

【依頼講演】「インクジェットを用いる微小液
滴生成と分析化学的応用」
14:50～15:20
首都大学東京大学院 都市環境科学研究科
分子応用化学域 教授 内山 一美氏

インクジェットを利用したピコリットル～ナノリットルの定量的試
薬送達を行い、分析化学へ応用しました。微小液滴を利用した定量
的キャピラリー電気泳動法、酵素免疫測定法、単分散高分子微粒子
の生成と応用などについて紹介します。

【講演】
「SI『秒』の改訂に向けた最新の動向」
現在のSI秒の定義である、マイクロ波領域で動作するセシウム原子
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
時計よりも、２桁程度高精度な光時計が実現されつつあります。特に、
15:20～15:50 物理計測標準研究部門
SI秒再定義の最有力候補と目されている、我が国発の光格子時計を
時間標準研究グループ 主任研究員
含め、SI秒の改定に向けた最新の動向について紹介します。
安田 正美氏
【閉会の挨拶】
15:50～16:00 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
理事
（計量標準総合センター長） 三木 幸信氏

●技術講演会
時

間：11：15～12：00、14：15～15：00

会

場：東京ビッグサイト

東４ホール内セミナー会場（A)

聴講料：無料（事前登録制）
時間

テーマ・講師

内容

「ハイテクスマート農業における計量計測機
器の需要動向」
11:15～12:00 （一社）日本計量機器工業連合会 市場開発委
員会主査
長野計器㈱ 営業企画部部長 三澤 慶一郎氏

市場開発委員会では、各種産業における製品技術の進歩と、計量計
測機器との係りを把握するための調査を実施してきております。平
成27年度は、
「ハイテク・スマート農業（畜産を含む）と計量計測機器」
の調査報告をまとめましたので、紹介します。

「IIoT時代のキーテクノロジーとなるFDT技術
の紹介」
14:15～15:00 FDT Group 日本支部 パブリックリレーショ
ンズ
WGリーダー 安達
治氏

FDT技術は、流量計・差圧発信器・レベル計等の現場機器において、
ベンダーやバスプロトコルの垣根を越えてユーザインターフェース
を標準化するソフトウェア技術です。機器設定を含めたエンジニア
リング、機器状態の把握、計装保全の作業をPC上のFDTフレームソ
フトで一元的に行うことで、これらの作業を劇的に効率化します。
PA・FAを包含したIIoTの要素技術としてのFDT技術の概要とメリッ
ト、操作方法等について紹介します。

●出展製品・技術説明会
時

間：13：00～16：10

会

場：東京ビッグサイト

東４ホール内セミナー会場（A)

聴講料：無料（直接会場にお越しください）
時間

テーマ・講師

内容

圧力スイッチ本体へ圧力印加せずに、赤外線通信によるデジタル設定を
「赤外線通信対応 圧力スイッチ CE40のご紹 可能とした、小型・軽量・環境性能を高めた圧力スイッチを開発しました。
設定器は、赤外線通信を用いて圧力設定点の変更、リアルタイムの圧
13:00～13:25 介」
力表示、ピーク値の確認等が可能で、油空圧機器における〝予防保全〟
長野計器㈱
用途に新たな製品として提案します。
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時間

テーマ・講師

内容

光コム形状測定器は、高速・非接触でミクロン精度の形状測定が可能。
目視による外観検査を自動化することが可能です。
「高速・非接触形状測定器を活用したインラ
対象物との距離を140mmまで離すことが可能なため大型部品の測定
13:35～14:00 イン測定」
が実現します。また、ヘッド部を、様々なステージ、生産ラインに設
㈱光コム
置できるため、カスタマイズが容易です。当日は、動画や事例を交え
ながらインライン測定の紹介をします。
インフラ構造物の劣化・損傷を低コストで的確に検出し、維持管理
を効率的・継続的に進めていくための有望なソリューションとなる光
「光ファイバセンサと各種モニタリング技術
ファイバセンサによるモニタリングシステム技術と一般工業用途にお
15:10～15:35 への適用」
いて高い電磁環境下など従来のセンサでは計測が困難であった特殊な
長野計器㈱
アプリケーションへの適用事例など、新たに発売するFBGセンサデー
タロガーを用いた新たな計測の可能性について紹介します。
「IoT」
という言葉が生まれる前から、NTTPCコミュニケーションズ（以
下、NTTPC）ではM2MネットワークやM2Mクラウドを通し、IoTソ
「つなぐ、ためる、創り出す～遠隔監視から
リューションを提供してきました。本セミナーでは、NTTPC約10年
15:45～16:10 始めるIoT最前線」
の実績に裏打ちされた豊富な知見に基づいた、IoT技術の進化とビジ
㈱NTTPCコミュニケーションズ
ネスモデルの変化を解説します。計装業とタッグを組む遠隔監視など、
多くの事例を交えながらIoTビジネスの面白さと可能性を紹介します。

９月30日（金）
●NMIJ法定計量セミナー
時
会
主

間：13：30～16：40
場：東京ビッグサイト 会議棟6F「605」「606」会議室
催：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター（NMIJ)
（一社）日本計量機器工業連合会
概 要：自動はかりは、各種原材料の受入れから微量の試料の配合など、高速かつ高精度で自動的に計量できることから、
製造業、医薬・食品業、流通業、建設業、農業など幅広い分野で使用されています。これら自動はかりについて、
生産者から見たはかりの技術革新や国内外の計量事情、使用者から見た商品の計量やはかりに係る品質管理など
について紹介します。
聴講料：無料（事前登録制）
時間

テーマ・講師

内容

【開会挨拶】
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
13:30～13:35
計量標準総合センター
工学計測標準研究部門長 高辻 利之氏
【来賓者挨拶】
13:35～13:45 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室長
吉岡 勝彦氏
【招待講演】
『国内の自動はかり事情について』 オートチェッカ（重量選別機）の製造・販売開始から50年を迎え、
自動はかりの導入目的や要求も変化してきました。国内における昨
アンリツインフィビス株式会社 開発本部
13:45～14:25
第１開発部 プロジェクトチームマネージャー 今の食品・医薬品業界をとりまく計量事情と弊社の取り組みについ
て紹介します。
松岡 利幸氏
【招待講演】
『海外の自動はかり事情について』 欧州を中心とした自動はかりに関する規制や、海外での自動はかり
の使われ方、海外向け製品に求められることなど、海外の自動はか
14:25～15:05 株式会社イシダ 技術統括部
り事情について紹介します。
技術規格管理課 担当課長 田尻 祥子氏
15:05～15:15

休

憩

計量法の特定計量器ではない自動はかりは、食品、化学メーカーな
【招待講演】
『自動はかりの計量管理について』
どで幅広く使用され自主管理されています。使用者は、定期的検査
15:15～15:55 日本製粉株式会社 生産・技術本部 生産・技
より日常点検を重視して計量管理を行い、計量の適正化を図ってい
術部 主席 奥村 元氏
ます。計量管理を効果的に行うための実務での考え方を紹介します。
【講演】『自動はかりJIS改正について』
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
15:55～16:35
計量標準総合センター 工学計測標準研究部門
計量器試験技術グループ 高橋 豊氏
16:35～16:40
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●自動車技術ゾーン・ロボット技術ゾーン（自動車関連）
時

間：11：00～11：45

会

場：東京ビッグサイト

東５ホール内セミナー会場Ｃ

聴講料：無料（事前登録制）
時間

テーマ・講師

内容

日立オートモティブシステムズは、自動運転やコネクティッドカー
の実用化に向け、次世代自動車の中核技術がADAS(先進運転支援シ
ステム)からAD(自動走行/自律走行システム)へと進展していく中で、
「日立のADAS技術開発および自動運転への
セキュリティ技術を用いた情報を活用した高度安全走行システム事
応用」
業を強化しています。
11:00～11:45 日立オートモティブシステムズ株式会社
現在、量産化に向け開発中なのが、加速・操舵・制動のうち複数の
技術開発本部 先行開発室 スマートADAS
操作を同時にシステムが行う自動運転レベル２の自動走行システム
技術開発部 部長 内山 裕樹氏
です。これは各種センサ情報を融合しアクチュエータを統合制御す
る自動走行プラットフォームであり、日立製の基幹製品と量産プロ
ト製品による実現可能性の高いシステムです。

●技術講演会
時

間：15：20～15：45

会

場：東京ビッグサイト

東４ホール内セミナー会場A

聴講料：無料（事前登録制）
時間

テーマ・講師

「アジアの計量標準事情」
日立オートモティブシステムズ株式会社
15:20～15:45 国立研究開発法人産業技術総合研究所
計量標準総合センター
工学計測標準研究部門長 高辻 利之氏

内容
計量標準の整備状況や技術において、これまでアジアナンバーワン
の地位を築いてきた日本ですが、近年、先進各国の追い上げは著し
くなっています。加えて発展途上国も急速な進展を遂げつつありま
す。ここでは、計量標準に関する世界情勢と今後の動向について解
説します。

●出展製品技術説明会
時

間：13：00～15：10

会

場：東京ビッグサイト

東４ホール内セミナー会場A

聴講料：無料（直接会場にお越しください）
時間

テーマ・講師

内容

今般、国立研究開発法人産業技術総合研究所が開発した差圧校正技術
をベースに、当社として「差圧計量標準と差圧計の校正方法」を確立
「圧力計測の信頼性を担保する計量標準～微
したことで、5Pa～500MPaまでのJCSS校正サービスが提供可能と
13:00～13:25 差圧計量標準への追求と構築～」
なりました。最高測定能力（最小の校正不確かさ）は、圧力によって
長野計器㈱
異なりますが、校正圧力の1.6%～0.0028%です。本会では、差圧標
準と差圧計の校正を中心に、当社の計量標準について説明します。
SIOS社のレーザ測長器は独特の構造により、従来のレーザ測長器では計
「Highly accurate, fast and effective
測が難しかった対象でも容易に高精度計測可能です。今回SIOS社は工作
-Measurements and calibrations with
機械の軸や送りの校正、計測機器の校正などに有効な最新の技術を持っ
13:35～14:00
SIOS- interferometers」
た高精度測長システムを紹介します。また最長15ｍまで測定可能で、pm
㈱オプトサイエンス
単位での計測が可能な３軸同時計測システムについても紹介します。
「光を用いたオンライン測定」
14:10～14:35
㈱チノー

14:45～15:10

「本質安全防爆はかりについて」
大和製衡㈱

チノーでは紫外線から赤外線までの波長領域でのオンライン測定器を
開発しています。これらの製品について紹介し、オンラインへの適用
事例、測定技術、そしてデータの分析手法について多変量解析をもち
いた分光解析等について紹介します。
本質安全防爆はかりの多くは、手動充填作業による定量計量作業及
び重量の検品チェック用途に使用されています。今回新しく発売した
DP-6700Exは手動充填作業及び重量の検品チェック作業の効率化を
実現する機能を装備しており、その手動充填補助機能を始めとする機
能の説明及び、本質安全防爆はかりの計量結果を本質安全ロガーから
パソコンに計量データを保存する方法の特徴について説明します。
はかる
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「アカデミープラザ」発表テーマ・内容
第27回計量計測展／INTERMEASURE 2016では、次の大学、研究機関から計量計測に係わる基礎技術、先端技術、情
報などを展示会場内の特設コーナー「アカデミープラザ」で発表・紹介し、産業界とのコラボレーションを図ります。
計量計測製品の展示ブースと併せてご参観ください。
小間番号

出展機関

出展内容の概要

高温超伝導SQUIDを用いた磁気特性評価装置とその応用
【内容】高温超伝導量子干渉素子（HTS-SQUID）を用いた高感度な磁気特性評価装置を開発しました。この装
M-71 岡山大学
置を用いて様々な材料の磁化率や、高調波特性、緩和特性などを評価できます。その応用として、溶液中の磁
気ナノ粒子の特性や、砂やお米など様々な水の磁気特性を利用した水分量検査などが可能です。
電波可視化のシート～その場の電波が見える～
（有）金沢大学ティ・ 【内容】・センサ（電波吸収シート）により電波を吸収
M-72
エル・オー
・吸収された電波強力分布を２次元マップ
・リアルタイムで多点同時の電波計測
ハンディ型非接触非破壊硬さ測定器
【内容】我々は空気圧とレーザ距離センサを組み合わせた方式の非接触非破壊での硬さ測定法を研究していま
M-73 静岡大学
す。その技術を用いて、（株）コガネイと共同で市販レベルのハンディ型の計測器を開発しました。この装置
はゴムやプラスチック等の工業製品、果実や野菜等の食品・人間の皮膚や筋肉の硬さをその場で測定すること
が可能です。既に新聞やテレビでも報道されました。その実物を持ち込んでデモを行い紹介します。
周波数国家標準とトレーサビリティを確立するための遠隔校正
国立研究開発法人
M-74
【発表内容】NICTが発生する周波数国家標準とトレーサビリティを確立するための遠隔校正用JJY（標準電波）
情報通信研究機構
又はGPS受信機の予備実験結果を紹介します。
信州大学の計測測定の基礎技術
【内容】信州大学で研究開発された、計測測定のための新たな基礎技術を複数紹介します。
M-75 ㈱信州TLO
・PVCゲルによる柔軟圧力センサ
・効率的な計測用細菌培養技術
・カンジタ菌の簡易検出技術 等
大学知財群活用プラットフォーム（PUiP）の活動とセンシング・計測技術に関する大学知財群の紹介
【内容】大学知財群活用プラットフォーム（PUiP）では、複数大学の特許や研究ノウハウを企業ニーズに対応
大学知財群活用
してパッケージ化した「知財群」を形成し、研究者と企業との面談を通じて、企業ニーズに対して具体的な解
M-76
プラットフォーム
決アプローチを提供します。
今回は、センシング・計測技術に関して、クリーンエネルギー、ライフサイエンス、セキュリティなどの分野
への応用を想定した「知財群」を紹介します。
広域多摩地域大学の研究
M-77 タマティーエルオー㈱
【発表内容】連携大学とのセンサ関連の研究を紹介します。
リアルタイム90Srカウンター
【概要】福島県水産業は壊滅状態が今も続いています。これは90Srが海洋中に大量放出されたためです。90Sr
は骨組織に沈着し、半永久的に骨髄を被爆させます。γ線を放出しないため測定が困難です。我々は素粒子実
M-78 千葉大学
験で用いるシリカエアロゲルチェレンコフカウンターの技術を用いて、他の放射性核種が混在していても化学
的精製工程が不要で、安価で、１時間以内で結果が判定でき、魚の商品価値を損なわない、実質的な測定限界
1Bq/kgの90Sr測定器を開発しました。
インピーダンス特性を利用した食肉の焼き加減の評価
【内容】多種多様な変数設定が必要な食品加熱調理機器の登場により、最適な加工条件の決定は困難なものと
なっています。そこで加熱中の食品の品質をモニタリングする技術が必要不可欠と考え、食品の加熱調理機器
M-79 筑波大学
に搭載するセンサー技術を扱っています。提案技術は、食肉の加熱調理を例として、交流電流の流れやすさ「イ
ンピーダンス」を肉汁量や食感といった「食品の品質」を評価する指標として利用できることです。そして計
測用の電極間距離によって計測領域が変化することを紹介します。
豚の健康監視のためのくしゃみ音の検出
【内容】世界中の養豚農家において、感染症を早期発見することは生産効率の向上や安全な食のため重要ですが、
M-80 筑波大学
感染症が原因での損害は日本で300億／年近くに上り早急な対策が望まれます。そこで、くしゃみ音の発生回
数から感染症の判別ができることから、このくしゃみ発生回数を豚舎内の雑音環境下から検出できれば感染症
の早期発見ができる可能性があります。展示では豚舎で収録した音声に対しくしゃみ音の検出法を紹介します。
高速オンライン／高精細オフライン3D画像センシング
【内容】ドローン搭載カメラ、スマートフォンカメラなどで撮影を行うと、カメラの位置・向きと対象の３D
M-81 東京工業大学
形状をライブで復元するオンライン技術と、それらの情報を基に、さらに光源・反射率も合わせて推定を行う
ことで、高精細な３Dモデルを生成するオフライン技術を合わせた3Dセンシングシステムを紹介します。
最新計測デバイス・計測技術のご紹介
【内容】・タッチ式メジャー
M-82 東京電機大学
・体内で触診を！
など新しい計測技術を用例事例とともに紹介します。
極細熱伝対の紹介
（地独）東京都立産業技【内容】・極細熱電対の紹介
M-83
術研究センター
・実証試験セクター紹介
・事業紹介
材料の試験・計測の信頼性評価
M-84 明治大学
【内容】機能性材料としての紙の性能評価の高度化と信頼性表記（不確かさ）方法について考察します。
MEMSセンサを用いた伝熱現象の高分解能計測
【内容】MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems）技術を用いた熱流体工学研究を中心に、ナノテク関連技術・
M-85 明治大学
産業に熱工学・流体工学の観点から貢献することを目指しています。
主なテーマとして、走査型熱顕微鏡の開発、極微小熱分析の技術開発、エンジン内の冷却損失計測、沸騰熱伝
達機構の解明等の研究を行っています。

10

p10

はかる

アカデミープラザ.indd

No.123

10

2016/08/29

9:51:59

出展者と見どころ
M-18

愛知時計電機㈱

ブーステーマは、“省エネと保全は計測から”、流量
計ができることというテーマで出展します。
デモ機を中心に展示しますので、実際に見て触って
体感頂ければと思っております。

＜主な出展物＞

・燃料ガス管理用に超音波流量計UX/Z（NEW）
・工場エア計測に超音波流量計TRX/Z
・冷却水・クーラント液の監視に静電容量式電磁流
量モニタ エフモ（FMO）
・エネルギーの見える化システムEne-face
他、水道・ガスメータも展示します。

＜連絡先＞
TEL 052-661-5160 FAX 052-655-0091
http://www.aichitokei.co.jp

M-12

M-61

㈱アコー

～高精度で堅牢な音響・振動センサーを～
計測用マイクロホンや騒音計、振動レベル計など音
響振動関連機器の製造を行っております。
周波数範囲や用途等、様々なニーズに対応すべくラ
インナップを取り揃えております。
今回新製品のHATSを展示致します。是非お気軽に
お立ち寄りくださいませ。

＜主な出展物＞

計測用マイクロホン、普通騒音計、精密騒音計、ピ
ストンホン、音響校正器、HATS、イヤーシミュレー
タ、音源探査装置、テトラマイク、圧電型加速度ピッ
クアップ、振動レベル計、振動計、振動校正器、イ
ンパルスハンマ、ハンドヘルドアナライザ、FFTア
ナライザ

＜連絡先＞
TEL 042-676-4661 FAX 042-676-5333
http://www.aco-japan.co.jp/

M-31

M-23

旭計器工業㈱

創業100周年の信頼で築きあげたノウハウ、JCSS環
境で圧力計に関する悩みを解決いたします。
カタログにない完全オーダーメイド品を始めとし、
創業100周年の歴史、デジタル圧力計、耐震形圧力
計をご紹介します。

＜主な出展物＞

・封入レス耐震型圧力計HPV
・JCSS環境
・特定ユーザー様向け特殊品
・デジタル圧力計
・ダウンサイジングシリーズ圧力計

＜連絡先＞
TEL 03-3436-5381 FAX 03-3436-5433
http://www.asahigauge.co.jp/

M-32

アンリツインフィビス㈱

㈱石井表記

㈱イシダ

高精度計量を可能にする最小目量0.001gの新型フォー
スバランスを搭載。室温変化と外乱ノイズに対し安
定性を実現させることで、測定誤差によるNG判定の
発生率が低下します。
アンリツの新型フォースバランスはかりは、MID
（Measuring Instrument Directive）の「検定目量e」
≧0.05g（最小秤量：3g、最大秤量：100g）という値
を実現。世界最高水準『Class XⅡ』を取得しました。

開発・設計から製作・品質保証まで幅広い一貫生産
体制を構築したものづくりを実践しており、操作パ
ネルに制御基板や筐体を組み合わせ高品質なシステ
ム製品を提供可能です。また加飾＋立体のネームプ
レートで社名や機種名に高級感を提供できます。

コンパクトなボディに高精彩LED画面を搭載した
「スケールレジスター（UNI-9）」など私たちの生活
に身近な商品群を出展します。
UNI-9は台紙レスラベルの採用で、廃棄物低減に貢
献する注目の製品です。他にも計量・品質管理、検
査機器が充実です。

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

SSVシリーズオートチェッカ
XR75シリーズX線検査機
M5シリーズ金属検出機

液晶表示システム（3.5インチ～10.4インチ）
多彩な表現力を備え、直感的なHMIを提供します。
液晶パネルが振動するシステムも搭載可能で、どの
ような環境においても安心できる確実な操作感を実
現しました。
スイッチパネル
薄型LEDを用いた照光スイッチや黒（白）地から文
字やキャラクターが浮かび上がるステルススイッチ
など、多種多様な展開をしております。
フィルム成形
シルク印刷した基材をフィルム成形し、
樹脂にインサー
ト成形することで立体感のある製品が製作可能です。

＜連絡先＞
TEL 046-296-6728 FAX 046-225-8387
https://www.anritsu-infivis.com/ja-jp/

＜連絡先＞
TEL 084-960-1200 FAX 084-960-1202
http://www.ishiihyoki.co.jp

＜連絡先＞
TEL 075-751-7019 FAX 075-751-7059
http://www.ishida.co.jp

＜主な出展物＞

スケールレジスターはもちろん、計量作業のシステ
ム化・自動化をサポートする多機能スケール、広範
囲の計量に対応する防水型計量機、調剤薬局の計量
に最適な電子天秤，取引・照明用の計量器などを出
展いたします。
【計量器】UNI-9
【計量・品質管理】iz-7000
【計量器（防水型）
】IWシリーズ
【電子天秤】CB-3シリーズ
【上皿計量器】S-box

はかる
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出展者と見どころ
M-33

M-09

㈲牛方商会

㈱エー・アンド・デイ

㈱SPIエンジニアリング

ドイツ・イエナオプティック社製赤外サーモグラフィ
カメラ・レーザ距離計は、防衛技術を民生向けに応
用した製品になります。
小型、軽量、高精度、防水性、対衝撃・振動に優れ
ております。

「はかる」ことで、今まで見えなかったものが見えて
きます。
分からなかったことが分かり、できなかったことも
できるようになる、そうした計量、計測機器をご覧
いただきます。

当社の工業用内視鏡は全てCMOSセンサを内視鏡先
端部に組み込んだビデオカメラ型の内視鏡です。当
社ブースにワークをお持ち頂ければ、その場でデモ
ンストレーション致します。また、製品の使い勝手
を職場でご評価いただけるよう、１週間の無料評価
機も用意しております。

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

（赤外サーモグラフィカメラ）
IR-TCM HD 1024：30Hz, XGA（1024 x 768）
（レーザ距離計）
DLEM シリーズ：5000m を+/-1m で距離測定
LDM51：500m を+/-1mm で距離測定
LDS30：30kHz での高速距離測定

＜連絡先＞
TEL 045-345-0001 FAX 045-345-0011
http://www.ushikata.co.jp/

㈱SBC

M-28

高精度電子天びん、高精度台はかり、ウェイトチェッ
カー、金属検出機、計測制御シミュレーション、卓
上型引張圧縮試験機、工業計測機器、温湿度計、体
温計、他

1989年韓国初の直動部品メーカーとして誕生した
SBCは、機械工業の自動化・省力化と共に27年間の
歴史を歩んできました。
主力商品であるリニアレールシステムの技術を基盤
として転造ボールねじ、サポートユニット、ローラー
リニアシステム、リニアブッシュを生産し、世界32
カ国の市場に供給しております。
SBC日本法人は、単に製品の流通だけでなく、エン
ジニアリング要素を伴った提案営業、優れたコストパ
フォーマンス、誠実で細やかなアフターフォローまで
をスピーディーに行うことを使命と考えております。

＜主な出展物＞

リニアレールシステム
転造ボールねじ
サポートユニット
ブッシュ
ローラーリニアシステム
クロスローラシステム

＜連絡先＞
TEL 072-949-9771 FAX 072-949-9778
http://www.sbclinear.co.jp
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＜主な出展物＞

φ6.0フルハイビジョン内視鏡
直径：6mm、長さ１m
200万画素カラー
出力先：PCやテレビ
φ1.8超極細工業用内視鏡
直径：1.8mm、長さ１m
62500画素カラー
出力先：PCや3.5インチ専用モニタ

＜連絡先＞
TEL 03-5391-6126 FAX 03-5391-6129
http://www.aandd.co.jp/

M-03

㈱NTTPCコミュニケーションズ
見える化アプリケーション

p11-22

M-08

「IoT」という言葉が生まれる前から、NTTPCコミュ
ニケーションズ
（以下、NTTPC）
ではM2Mネットワー
クやM2Mクラウドを通し、IoTソリューションを提
供してきました。本ブースでは、NTTPC約10年の
実績より、取組事例を紹介しながら、実際の実機
（PLCやGWなど）を用いたデモンストレーションを
実施。センサーデータを集め、送り、貯めて活用す
る様をご覧頂ける『カンタンIoT遠隔監視』デモを
行います。IoTをスモールスタートしたいメーカー、
保守や予防保全をIoTで実現したい機器メーカーに
IoT実現のヒントとなる仕掛けをご紹介します。

＜連絡先＞
TEL 0120-725-571
http://www.nttpc.co.jp/

M-62

㈱エリオ二クス

Web 画面より

産業機械メーカーとタッグを組んで実現する、
「カン
タンIoT遠隔監視」のデモを実施。実際の実機（PLC
やGWなど）を用い、データがクラウドに溜まって
いく様子を触ってお試し頂けます！

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 026-274-5731 FAX 026-274-5732
http://www.spieng.com

弊社は「ナノテクノロジーの進化を支える」をテー
マに、部品や製品の最表面センシング技術の未来を
ご提案いたします。世界唯一、三次元粗さ解析走査
電子顕微鏡ERAシリーズをはじめとする、品質と性
能を徹底的に追求した最先端のナノテク製品をご紹
介します。

＜主な出展物＞

弊 社 は、1975年 の 創 業 以 来、 微 細 加 工 技 術 の 目
覚 し い 進 歩 に 対 し、 微 細 加 工 分 野、 計 測･分 析 の
各 分 野 に お い て 貢 献 し て ま い り ま し た。 今 年 が
INTERMEASUREへの初めての出展となりますが、
今回は、①三次元粗さ解析走査電子顕微鏡ERAシ
リーズ、②ナノインデンテーションテスターENTシ
リーズ、③表面力測定装置ESFシリーズ、これら製
品のパネル展示、また、カタログ、詳細技術資料を
準備して皆様のご来訪をお待ちしております。

＜連絡先＞
TEL 042-626-0611 FAX 042-626-6136
http: //www.elionix.co.jp/
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出展者と見どころ
M-24

M-13

M-43

㈱大手技研

㈱オーバル

㈱オプトサイエンス

世界最高の圧力校正能力を持つFluke Calibration社
の圧力標準器（重錘型圧力天びん・圧力コントローラ・
デジタル圧力計・デッドウェイトテスタ・気体流量
校正器など）や、配管接続にシール材・工具が一切
必要ないFastest社のクイックカプラを展示いたしま
す。

流量計測のスペシャリストとして、各種用途でご使
用頂ける流量計を展示します。
新製品を中心に、優秀省エネルギー機器表彰を受賞
した省エネ管理用流量計「ハイブリッドマルチデル
タ」など、お客様の課題解決に最適な製品をご紹介
します。

オプトサイエンスは光を使った最先端の計測機器を取
り扱っております。今回は長さや角度を計測する機器
の原器として使用できるほど高精度なレーザ測長計、
また非破壊でコーティング等の厚さを高精度で測定で
きる機器をご紹介致します。

＜主な出展物＞

新製品：圧力コントローラ/校正器6270A
最新の圧力コントローラは、機器を構成するキーコ
ンポーネントを全てモジュール化するコンセプトに
より開発されました。構成する全てのキーコンポー
ネントがモジュール化されているため、修理や校正
時のダウンタイムを極限まで削減することができま
す。２グレードから選択可能な基準センサーを最大
５台まで搭載でき、１台で微差圧から20MPaまで幅
広い圧力レンジをカバーでき、お客様のニーズに柔
軟に対応します。

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 029-855-8778 FAX 029-855-8700
http://www.ohtegiken.co.jp/

＜連絡先＞
TEL 03-3360-5141 FAX 03-3365-8601
http://www.oval.co.jp

M-52

・廉価形容積流量計「フローペット-5G」
・高機能形コリオリ流量計「ALTImassⅡシリーズ」
・熱式質量流量計「MASFLO-OVALⅡ」
・サーミスタ式渦流量計「DELTAFLOW Type F」
・省エネ管理用流量計「ハイブリッドマルチデルタ」
・気体用マルチパス超音波流量計「FLOWSIC600」
・液体用マルチパス超音波流量計「Psonic-L4」
・クランプオン式超音波流量計「Psonic-S1」

M-19

＜主な出展物＞

１、高精度レーザ測長計 SIOS
一度に３軸を同時計測できる最先端のレーザ測長計を
ご紹介致します。このレーザ測長器はファイバーを介
したレーザと小型パーツの組み合わせにより、小型か
ら大型の機械まで種々の測定に有効です。また３軸同
時計測できますので、測定時間の短縮を可能とします。
２、非接触膜厚測定 Enovasense
レーザの輻射熱を利用した完全非接触型の膜厚測定シ
ステムです。測定対象にレーザを照射し、僅かながら
変化した温度を観測し、独自のアルゴリズムで膜厚測
定を行います。様々な材料、材質にも対応できるこれ
までとは全く異なる技術の、全く新しい膜厚測定シス
テムです。

＜連絡先＞
TEL 03-3356-1064 FAX 03-3356-3466
http: //www.optoscience.com

M-33

柏原計器工業㈱

鎌長製衡㈱

カンタムエレクトロニクス㈱

弊社は1967年の創業以来、常に柔軟な発想で最新の
技術を追求していくことにより数々のユニークな製品
を開発してきました。
本展では、ハイブリッド水道メータなど最新の検針省
力化機器をご紹介させて頂きます。

【トータルコスト削減】をテーマに、
「モバイル計量
器による荷役作業効率化」や「トラックスケール完
全無人化計量によるコスト削減」などお客様の業務
内容に即して開発した新製品を出展し、各種コスト
削減のご提案を致します。

デンマーク・ユニバーサルロボット社製産業用協働ロ
ボットは、
・早いセットアップ
・ダイレクトティーチングが可能
・安全な協働仕様
・柔軟性のある様々な現場で活用
の利点から工場内の組み立て・梱包・検査等で活躍し
ています。その他衛生管理用UV携帯ライトなど現場で
即、役立つツールを展示いたします。

＜主な出展物＞
＜主な出展物＞

・ハイブリッド水道メータによる検針システム
コストパフォーマンスに優れた乾式水道メータに電
子式水道メータの機能を融合したハイブリッド水道
メータによる検針システムです。
・水道、電気の同時検針を可能とした無線検針シス
テム

＜連絡先＞
TEL 072-973-0601 FAX 072-973-0610
http://www.kashikei.co.jp/

荷役作業と同時に計量が可能なワイヤレスフォーク
スケール「フォースケ」やハンドパレットスケール「パ
レスケ」を出展します。計量・運搬作業の一体化に
より荷役作業の効率化を図ることができ、WLAN出
力などを組み込むことでシステム構築にも対応可能
なためSOLAS条約改正によるコンテナ重量検査義
務化にもイニシャルコストを抑えて対応が可能です。
また、オペレーターを不要としたトラックスケール
完全無人化計量システムも出展し、計量業務におけ
る省力化・コスト削減のご提案を致します。

＜連絡先＞
TEL 087-845-1111 FAX 087-845-7442
http://www.kamacho.co.jp

＜主な出展物＞

・人協調ロボット：ユニバーサルロボット：
カ メラと組み合わせて製品をピックアップできる作
業をデモンストレートします。
・品質検査用UVフラッシュライト：
工 業製品の油分検査、衛生管理などに目視で検査が
可能な携帯用ライト
・理化学分析用小型Qスイッチレーザー：
LIBS、レーザーライダーなどの構造分析に最適な小
型レーザー

＜連絡先＞
TEL 045-345-0002 FAX 045-345-0012
http://www.kantum.co.jp/
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出展者と見どころ
M-07

M-25

㈱共和電業

㈱クボタ

㈱ケツト科学研究所

わが国で最初に国産デジタルロードセルを事業化し
た質量計測技術と、環境プラントや農業用温室など
のプロセス監視を通じて蓄積した計測監視制御技術
を融合して展示します。実機だけでなく、大型ディ
スプレイやタブレットをフル活用してご説明いたし
ます。

本展では試料を焦げつかせない加熱式水分計を始め
とする各種水分測定機器や、塗装・めっき・フィル
ム厚み等皮膜測定用の機器を展示いたします。

遠隔監視画面例

汎用箔ひずみゲージ
KFGS シリーズ

今回は次の３点に注力した展示を行います。
・世界最高水準の品質を追求した新しいひずみゲー
ジ KFGSシリーズ
・FA分野で活用できる各種センサや計装用コンディ
ショナ
・新技術紹介

＜主な出展物＞

【光ファイバ測定器 EFOX-1000B-4】
・光ファイバ１本で多数、多種計測可能
【計装用コンディショナ WGA-680A】
・CC-Link等多彩なインタフェースを用意

＜連絡先＞
TEL 042-489-7263 FAX 042-481-9995
http://www.kyowa-ei.com/

M-26

＜主な出展物＞

樹脂コンパウンドの生産プロセス全体を直感的に見や
すい画面で遠隔監視できるソフトウエア CraftPat
を出展します。同時に斬新な構造で幅広い樹脂原料
を高い精度で定量供給できるNXフィーダ、使いやす
さにこだわって開発したデジタル台はかりKLシリー
ズを展示します。ブース全体でリーズナブルなコス
トで樹脂コンパウンド工場の集中監視が体感できる
作りといたします。会期中はミニセミナーを定時的
に開催しておりますので、ぜひクボタブースへお立
ち寄りください。

本器は、光を対象物に照射し水分を測定する器械で
す。照射する光は、含水率との相関性が高い吸光特
性を持つ近赤外光ですので、正確な水分測定をリア
ルタイムで行えます。また、近赤外光は熱をほとん
ど持たず、対象物の物性に変化を与えないため、生
産ラインに組み込み非破壊、非接触で水分の推移を
常に監視する目的に優れています。
筺体は無塗装のステンレス製で、剥がれた塗料や錆
がライン上に混入するような事故を防ぎます。さら
に、防塵防水対策も施し、IP66規格に適合していま
す。高水準での品質管理が求められる食品や紙をは
じめ、その他幅広い生産ラインに最適な水分計です。

＜連絡先＞
TEL 072-993-1977 FAX 072-993-8198
http://www.keisoku.kubota.ne.jp

＜連絡先＞
TEL 03-3776-1111 FAX 03-3772-3001
http://www.kett.co.jp

＜主な出展物＞

【汎用箔ひずみゲージKFGSシリーズ】
・長期繰り返し性や耐環境性能がさらに向上

M-04

M-53

㈱工技研究所

㈱佐藤計量器製作所

㈲三協インターナショナル

昨年末に発売を開始した新型の漏洩検査装置『地下
タンク液相部漏洩検査装置リーカライザーアクア2』
及び、販売開始より大変ご好評を頂いている『常時
監視液面計MDLシリーズ』を展示致します。
その他に漏洩検知装置、オーバル製流量計も展示致
します。

時代は「脱・水銀」へ。高精度のデジタル温度計
SK-810PTは、４線式測温抵抗体を採用し、従来の
水銀硝子標準温度計に代わる商品であります。その
他、気圧計・PH計・タイマー、温湿度計など、新製
品を幅広く展示しております。

弊社は2003年に学園都市つくばで設立以来、主に分
銅を販売してきた会社です。
出展のみどころ：
１、高精度のＥ2級のOIML型円筒分銅
２、1000㎏の大型分銅のステンレス模型（原寸大）
３、高精度のステンレス鋼製（鍛造）の枕型分銅
４、特殊分銅及び分銅用アクセサリー

＜主な出展物＞

地下タンク液相部漏洩検査装置リーカライザーアクア２：
地下タンク液相部の漏れを検査する装置です。現場
状況に応じ、液面監視試験・聴音試験を選択します。
液面監視試験は、分解能0.01mm・５点の温度センサ
内蔵の磁歪式センサを採用し、高精度に計測するこ
とができます。聴音試験は振動検出に優れた加速度
センサを用い、漏洩音を確実に捉えます。
計測から報告書の作成まですべて１台のパソコンで
実施することができ、聴音試験時の計測音をデータ
として提出することも可能です。

＜連絡先＞
TEL 03-3549-1237 FAX 03-3545-3171
http://www.kohgiken.co.jp
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＜主な出展物＞

【精密型デジタル温度計SK-810PT】
最大精度±0.16℃の高精度の温度計です。
【デジタル気圧計 SK-500B】
水銀未使用の精密級デジタル気圧計です。
【４ch温度ロガー SK-L400T】
４本のセンサを同時接続・同時表示します。

＜連絡先＞
TEL 03-3254-8112 FAX 03-3254-8119
http://www.sksato.co.jp/

＜主な出展物＞

展示品名称：大質量分銅
精 度：Ｆ2、Ｍ1
材 質：非磁性ステンレス鋼
表 面：鏡面仕上げ
種 類：100㎏～1000kg
磁化率：＜0.8
磁 化：Ｆ2≦80μT、Ｍ1≦250μT

＜連絡先＞
TEL 029-827-1758 FAX 029-867-5538
http://www.sankyou.biz（製作中）
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M-11

M-64

M-37

国立研究開発法人
産業技術総合研究所

サンコー㈱

JFEアドバンテック㈱

法定計量でのパネル展示は、
「特定計量器の検定制度」
「OIML型式証明書制度」
「計量研修センター」
「自動はか
り」について紹介を行います。デモンストレーションで
は、私たちの生活に身近な水道メーターやガスメーター
をスケルトンモデルで詳しく紹介します。計量標準のパ
ネル展示では、主にキログラムや秒などの国際単位系
（SI）改定に向けての最新動向について発表いたします。

デジタルマイクロスコープ
「Dino-Lite」
を展示します。
パソコンにUSBでつないで拡大、撮影出来るマイク
ロスコープです。
最新機種は超深度撮影（EDOF）
、拡大ダイナミック
レンジ機能、フレキシブルLEDコントロール（FLC）
機能
自動倍率読み取り機能を搭載したシリーズ最高峰の
モデルです。
是非会場で実際に手に取っていただき御社の業務の
メイン機種としてお使いいただけることを実感して
下さい。

防塵・防滴の大型クレーンスケールや、少容量対応
のホッパ重量計、鋼板の張力を検出するテンション
メーター及び校正装置などを紹介します。また各種
新型ロードセルも展示します。

＜主な出展物＞

法定計量分野では、
「特定計量器の検定制度」
「OIML型
式証明書制度」
「計量研修センター」のパネルと私たちの
生活に身近な水道メーターやガスメーターのスケルトン
モデルを展示します。また、
「自動はかり」のパネル展
示を行うと共に、９月30日
（金）
にNMIJ法定計量セミナー
2016を開催し、自動はかりについての技術革新や国内外
の計量事情、商品の計量やはかりに係る品質管理などに
ついて紹介します。計量標準分野からは、かつて使用さ
れていたメートル原器および現行のキログラム原器や将
来の新SI単位を実現するためのシリコン球のレプリカな
どを展示します。

＜連絡先＞
TEL 029-861-4120 FAX 029-861-4099
https://www.nmij.jp/

M-16

湿度、水分計測・センサ研究会

＜主な出展物＞

Dino-Liteデジタルマイクロスコープ
DINOM7915MZTの紹介
また他の機種も展示いたします。

＜連絡先＞
TEL 03-3526-4321
http://thanko.jp

FAX 03-3526-4322

M-60

島津システムソリューションズ㈱

＜主な出展物＞

クレーンスケール
ホッパ重量計
テンションメーター
ロードセル
データ処理装置

ATHWシリーズ
DFSシリーズ
TMシリーズ
HR・ZR・CT等
KD-700シリーズ

＜連絡先＞
TEL 03-5825-7361 FAX 03-5825-5591
http://www.jfe-advantech.co.jp/

M-60

㈱島津製作所

流量計校正試験所 -瀬田（滋賀県大津市）
湿度計測及び水分計測センサに係わる技術の向上、
普及を目的に活動を行っています。今回も、湿度、
水分計測・センサ研究会の紹介及び活動概要と、国
立研究開発法人産業技術総合研究所におけるガス中
微量水分の計測と標準について紹介するパネルを掲
示します。

＜主な出展物＞

湿度センサ・露点計・温湿度計等の製品を６社が展
示いたします。また、研究会会員企業のカタログも
展示いたします。
《共同出展企業》
㈱第一科学、㈱チノー、㈱テクネ計測、トウプラス
エンジニアリング㈱、㈱ビートセンシング、㈱三菱
化学アナリテック。

＜連絡先＞
TEL 03-3268-2121

FAX 03-3268-2167

島津グループでは、研究開発、設計製造、品質管理の
基本である天秤をはじめ、分析機器などの最新製品、
流量計のJCSS校正サービスをご紹介します。
計量・計測・解析・試験の総合メーカーグループとし
て、お客様の活動を常にサポートしてまいります。

島津グループでは、研究開発、設計製造、品質管理の
基本である天秤をはじめ、分析機器などの最新製品、
流量計のJCSS校正サービスをご紹介します。
計量・計測・解析・試験の総合メーカーグループとし
て、お客様の活動を常にサポートしてまいります。

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 075-823-2830 FAX 075-823-2831
http:// www.shimadzu.co.jp/sss

＜連絡先＞
TEL 075-823-1468 FAX 075-841-9325
http://www.an.shimadzu.co.jp/balance/

■流量計校正サービス
校正対象の流量計はメーカーを問いません。
「技術」と「納期」に自信があります。
■電磁流量計
小型・軽量・高精度＆短い面間距離。
一体形も選べます。
■電磁式水道メーター
平成17年３月に改正された計量法に適応した特定
計量器。
新JIS規格に基づき取引・証明用に使用できます。

高速応答、高安定性を実現
分析天びんの新たなステージへ
分析天びん APシリーズ
■High Speed
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
■Stress Free
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行
えます。
■Save Your Operation
USB標準装備。ユーザーをサポートする多彩な機能
を有します。
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M-30

M-34

㈱守隨本店

㈱昭和測器

神栄テクノロジー㈱

ワイヤレスポータブルトラックスケールとして抜群
の使い勝手で大好評の「スーパーJUMBOⅡ」が大幅
にリニューアルし、「スーパーJUMBO MAX」とし
て更に使い安く進化しました。このシリーズ集大成
を見て、触って実感してください。

新設計のJCSS 0.5級対応ロードセル、新設計の超小
型ロードセル、参照トルクレンチ、低容量計量ユニッ
ト等の新製品、新技術を揃えております。
実際に触っていただける製品を用意し皆様のご来場
をお待ちしております。

神栄テクノロジーは第27回計量計測展に、新製品
吸収分光式露点水分計 TDLAS T―1シリーズを
出展します。すぐれた応答性が特徴です。会場では
供給空気を瞬時に切り替えて、高速応答を実感して
頂ける展示を予定しています。

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

●ポータブルトラックスケール スーパーJUMBO MAX
今までのシリーズの集大成となり、従来の機能はそのま
まにロータリースイッチと4.3インチのフルカラーTFT
液晶画面採用で操作性を大幅に向上させ、さらにトラッ
クスケール仕様・軸重計仕様を出荷時に選択していた
だけるようになりました。
パッド本体も軽量化しました。
●電子式吊秤コスモⅤタイタン
アルミダイキャスト製の頑丈でお値打ちな吊秤です。
●携帯型計量機 ニューダービー
発売以来好評を頂いているニューダービーです。
スチールタイプは表示部スタンドを標準装備し、更に
お値打ちになりました。

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 052-361-1511 FAX 052-361-1613
http://www.shuzui.jp/

＜連絡先＞
TEL 03-3850-5431 FAX 03-3850-5436
http://www.showa-sokki.co.jp/

M-32

JCSS 0.5級対応ロードセル
超小型ロードセル
6分力ロードセル
微小荷重トランスファートルク変換器
参照用トルクレンチ
パイプゲージ（ひずみゲージ各種）
緊迫力センサー
低容量計量ユニット

M-01

・吸収分光式露点水分計TDLASシリーズ
新しい測定原理を用いた新製品です。
すぐれた応答性が特徴です。
・鏡面冷却式露点計DewStarシリーズ
幅広いアプリケーションにおいて、
高精度な水分測定を可能にします。
・ロトロニック湿度校正器HG2-S
コンパトな設計ながら、素早い応答で
安定した湿度校正環境を提供します。
・ロトロニック温湿度計測機器
各種用途に使える計測器シリーズです。

＜連絡先＞
TEL 03-5462-7527 FAX 03-5462-7538
http://www.shinyei.co.jp/stc/index.html

M-47

新光電子㈱

新東科学㈱

スペクトリス㈱ HBM事業部

【新製品】高精度電子天びん「ALEシリーズ」
ALEシリーズは10月発売予定の新製品となります。
音叉式力センサーを搭載した高精度電子天びんで多
様な出力オプションをご用意し、さまざまな計量現
場にお役立ちさせて頂ける製品となります。

摩擦摩耗試験機HEIDONトライボギアを中心にデモン
ストレーション及び展示を行います。世界初のポータ
ブル摩擦計ミューズや手触り感の数値化を行う触感計、
３D摩耗形態図を作成可能なHHS2000等多数の出展を
予定しています。さらに新型トライボギアを世界初公
開します。

ロードセルのパイオニアとして60年以上の歴史と経験
を持つHBM社から最新の計量のデジタルソリューショ
ンをご提案いたします。製品の品質はさることながら、
更なる高精度の実現、耐久性の向上そして魅力あるコ
ストパフォーマンスが揃ったデジタル計量機器をご覧
いただけます。

＜主な出展物＞

ひょう量 220g～15kg
最小表示 0.1mg～0.1g
定価（税抜） 72,000円～148,000円

HEIDONトライボギア
荷重変動型摩擦摩耗試験システム HHS2000
表面性測定機 TYPE：40
触感計 TYPE：33
ポータブル摩擦計 3Dミューズ TYPE：37N
ポータブル摩擦計 TYPE：94i-II
デスクトップ摩擦磨耗試験機CAT TYPE：39
往復磨耗試験機 TYPE：30S
汎用摩擦摩耗解析ソフト トライボソフト
歪み検査器 TYPE：25W
※予定です。変更される場合があります。

・更 なる高精度、高速計量が可能なインテリジェント
デジタルロードセル FIT7Aシリーズ
・充 填計量に最適なデジタルロードセルFIT/5が更なる
防水性を身にまといリニューアルされたFIT5Aシリーズ
・すべてのアナログロードセルをデジタル化へ、IP68/69K
の防水性を備えた最新のデジタルエレクトロニクスPAD
シリーズ
・EHEDG（欧州衛生設計工学グループ）によるシング
ルポイントロードセルにおいて世界で初の認証を取
得したPW27（P）シリーズ
以上の最新の計量エレクトロニクスおよびロードセル
をはじめ、システム組み込みに最適な計量アンプ基板、
高精度ロードセルの展示をいたします。またカスタマ
イズロードセルのご要望にも対応いたします。

＜連絡先＞
TEL 03-3831-1051 FAX 03-3831-9659
http://www.vibra.co.jp

＜連絡先＞
TEL 03-3252-2791 FAX 03-3252-2792
http://www.heidon.co.jp/

＜連絡先＞
TEL 03-3255-8156 FAX 03-3255-8159
http:www.hbm.com/jp

＜主な出展物＞

音叉式高精度電子天びん「ALEシリーズ」
【新製品 2016年10月発売予定】
「商品コンセプト」
1･ Value ～本当に必要なモノと～
2･ Simple ～使いやすさを～
3･ Compact ～小さなボディにギュッと詰込んで～
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M-17

（独）製品評価技術基盤機構

M-54

M-42

㈱センシズ

㈱ソニック

１．水槽を使って水位センサによる水位制御を行っ
ております。
２．新製品のデータロガー内蔵の一体型水位計を展
示致します。
３．新製品のデジタル表示計付きの圧力センサを展
示致します。

当社は超音波技術を用いた計測機器の専門メーカー
です。新製品の微少液体流量計uLF-300型並び２次
元超音波風向風速計SA-10型を出展いたします。他
にもお客様の流体の見える化に役立つ計測器を取り
揃えております。流量管理でお困りの方は是非ご相
談ください。

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 03-3481-1948 FAX 03-3481-1937
http://www.nite.go.jp/iajapan/index.html

＜連絡先＞
TEL 042-660-0091 FAX 042-660-0093
http://www.sensez.co.jp

＜連絡先＞
TEL 042-512-5493 FAX 042-595-9950
http://www.u-sonic.co.jp/

計測の信頼性（国家計量標準へのトレーサビリティ）
を確保するために重要な計量法校正事業者登録制度
（JCSS）を中心に、国際規格ISO/IEC 17025及び関
係法令に基づいて行われる試験所・校正機関の認定
制度や活用事例についてご紹介いたします。

試験所・校正機関の認定制度の概要や活用事例につ
いて、パネル展示及びリーフレット等の配布を行い
ます。
また、NITE認定センター（通称：アイエイジャパン
IAJapan）に登録された試験・校正事業者一覧リス
トをご用意し、国家計量標準へのトレーサビリティ
を確保された校正事業者や鉱工業品に係るJIS規格
に規定された試験を実施する技術能力を持つ試験事
業者一覧等をご紹介いたします。

M-20

DT（端子箱型デジタル圧力センサ）
４桁赤色LEDによる圧力表示計が付いたステンレス構
造の端子箱型圧力センサです。スケーリング可能な４-20
mAのアナログ出力信号IP67の防水構造になります。
WLG（データロガー内蔵水位計）
河川や井戸、ため池等で活躍する投げ込み式の水位
センサになります。内蔵の電池で約３年間の長期測
定ができ電池の交換可能です。
（電池交換はメーカー
対応）また、軽量小型ステンレス製の堅牢な構造で
環境性抜群です

M-27

○uLF-300型液体流量計は薬液に強いフッ素樹脂配
管（ストレートチューブ）の外側に検出部を取り付け
てあるため、流体に非接触で流量測定が可能です。
またセンサ部による圧力損失がゼロで、流量範囲も
広く、再現性・応答性に優れております。微少流
量の流量管理や制御装置の組込に最適な製品です。
○SA-10型風速計は90m/sの風速レンジを有してお
ります。可動部が無く強風時においても破損の恐
れが少なく、耐候性に優れているため環境・防災
分野の気象観測に最適です。

M-49

㈱宝計機製作所

㈱タツノ

㈱田中衡機工業所

耐圧防爆型の指示計やファイバー光電センサに加え、
新製品の防爆バッチコントローラを展示予定です。
弊社では設計から製作まで一貫して自社で行ってお
り、多様なニーズに対応可能です。計量や防爆に関
するご相談も承りますので是非お立ち寄り下さい。

「災害対応」をテーマとして、水混入検知機能を装備
した「サニーNX」をはじめ、当社の災害対応製品と
パネルを展示いたします。災害時、被災したSSの速
やかな営業再開と、住民への安定的な燃料供給を目
的とした製品と当社の取り組みをご紹介します。

フロアスケールをリードするタナカのスインシリーズ
の信頼性はそのままに本質安全防爆シリーズのご提案
をいたします。検定付・労検取得・マルチロードセル
式で、様々なサイズ・ひょう量・材質に対応可能です。
防爆エリアの新しいカタチを見つけてみませんか？

＜主な出展物＞

以下出展予定製品の一覧となります。
耐圧防爆型バッチコントローラ
耐圧防爆型指示計：TD-3600
耐圧防爆型指示計：TD-4500Ⅱ
耐圧防爆型ファイバー光電センサ
耐圧防爆型PLC
耐圧防爆型CC-Linkユニット
耐圧防爆型マルチプレクサ
耐圧防爆型ロータリーコネクタ
内圧防爆型プリンタ
その他防爆システム機器

＜連絡先＞
TEL 0820-22-0389 FAX 0820-22-1761
http: //www.takara-scale.co.jp/

＜主な出展物＞

・水 混入検知機能を標準装備した計量機「サニー
NX」
・停電時等に計量機を稼動させる「緊急用発電機」
・自 動車の12Vバッテリーを電源として給油する計
量機「緊急用バッテリー可搬式計量機」 等

新技術のロードセルを用いたPDXパワートラックス
ケールは、和算箱不要による防水性アップや落雷に
も強く自己診断機能やモニタリングなどパフォーマ
ンスに優れています。また、国内初となる10年保証
のご提案と収益アップに貢献します。その他、タン
クスケール用の計量モジュールを搭載した新しい構
造のフロアスケールや、天板のない洗浄性抜群のツ
インコネクト、どこでも計量できるハンドパレット
スケールや衛生面に優れた各種ステンレス製品など
をご用意しております。

＜連絡先＞
TEL 050-9000-0567 FAX 03-3452-6125
http://www.tatsuno.co.jp/

＜連絡先＞
TEL 0256-45-1251 FAX 0256-45-2204
http://www.tanaka-scale.co.jp/

＜主な出展物＞
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出展者と見どころ
M-50

㈱チノー

M-35

M-38

㈱寺岡精工

東京計器㈱

水素のガス漏れ検知用に水素センサ、太陽光パネル
劣化診断にドローン搭載可能な熱画像カメラ、ハウ
ス内環境を遠隔で監視･収録するプラントモニタ、オ
ンライン用多成分計、無線センサなど多数展示・実
演しております。

７インチ高輝度LCDを搭載したデジタルインジケータ
DIX-2000シリーズで何を・誰が・どのロットで計量し
たかをバーコードで呼び出して計量しUSBメモリーで
実績データの確認が可能なシステムを展示します。

高周波電波レベル計や平面アンテナレベル計など、
あらゆる環境で安定した計測が可能な最新の電波レ
ベル計を展示いたします。また、超音波流量計、ポー
タブル超音波流量計の実演展示も行います。

＜主な出展物＞

デジタルインジケータDIX-2000シリーズ
・ラインナップ：標準型、プリンター内蔵型、バッテリー
内蔵型
・メ モ リ ー ア イ テ ム 数： マ ス タ ー1000件、 計 量 実 績
5000件
・ディスプレイ：7インチ高輝度TFT
・防 塵/防水規格：IP-65準拠（標準型、バッテリー内
蔵型）
・外形寸法：標準型（220W×225H×149.5D）  
(単位:mm) プリンター内蔵型（220W×276.4H×149.5D）
・重量：標準型 2.7kg、バッテリー内蔵型 3.9kg
プリンター内蔵型 2.9kg
・インターフェイス：セットポイント、RS-232C、リモー
トキー、USB(専用)、LAN

監視機能付き
無線ロガー

監視機能付き無線ロガーは、送信器（温度・湿度・電圧）
で計測したデータを無線で受信器へ送り、パソコン
で集録するモニタリングシステムです（送信器を最
大360台監視）。湿度測定精度±２％ rhの高精度温湿
度送信器を新たにラインナップ。
低濃度水素ガスセンサは、MEMS熱伝導方式で測定
範囲は０～４％、LEDで２段階に警報表示します（緑:
正常→黄:注意→赤:危険）水素インフラ配管のガス漏
れ検知用にご活用いただけます。

＜連絡先＞
TEL 03-3956-2449 FAX 03-3956-0459
http://www.chino.co.jp/

M-58

＜連絡先＞
TEL 03-6894-2020 FAX 03-3752-1938
http://www.teraokaseiko.com

M-51

＜主な出展物＞

電波レベル計 LRG-10
電波レベル計 KRG-10
電波レベル計 レベルショット MRG-10
平面アンテナ電波レベル計 MRF-10
ポータブル超音波流量計 UFP-20
汎用型超音波流量計 UFW-100
熱式気体流量計 TMF-10

＜連絡先＞
TEL 03-3737-8621 FAX 03-3737-8665
http://www.tokyo-keiki.co.jp/ryutai/j/index.html

M-39

東京計装㈱

東洋測器㈱

㈱富永製作所

東京計装ブースでは「"はかる技術"で地球の未来に
貢献」をコンセプトに、さまざまな流量計測・レベ
ル計測機器製品群および計測ソリューションをご紹
介します。

小型、そして耐ノイズ型の６分力計測マルチフォー
スセンサをデモ展示いたします。その性能をお手に
とってお確かめください。また、特殊回路形成技術
を採用した、直径φ５mmの超小型圧縮ロードセル
MCDWを展示いたします。

ガソリン計量機メーカーとして、永年にわたり危険物
を「安全」に「正確」に供給する技術を確立し、危険
物施設におけるあらゆる製品・設備を手掛けています。
今回は【環境保全】をテーマに独自開発した水検知機能
付計量機やFRPプロテクター製品をご紹介いたします。

・コンパクトタイプ面積流量計 NLZ（新製品）
・インラインタイプ超音波流量計 UL3400（新製品）
・コリオリ質量流量計 MASSMAX
・電磁流量計 MAGMAX
・船舶用電磁流量計 OPTIFLUX
・Vコーンフローメータ
・レーダレベル計 TLR5200（新製品）
・マイクロパルスレベル計 TGR2200（新製品）
・タンクゲージシステム
・レベルトランスミッタ

＜主な出展物＞

◆ガソリン計量機「シルキーライン」
セルフ給油所でも安心して給油頂くために、多数の安
全装置を搭載しています。車両への水混入事故防止に
有効な水検知機能“アクアテクト”や地震時の事故を未然
に防ぐ振動検知装置等、給油を即座に自動停止し、ト
ラブルを回避します。
◆FRPプロテクター
地下タンク上部のプロテクター等従来の鋼製からFRP
製とする事で、腐食を防止し、土壌汚染防止に効果的
な製品です。
◆緊急災害時用燃料油ポンプ
緊急災害時に大活躍の動力が不要な足こぎ式給油機です。

＜連絡先＞
TEL 03-3434-0441 FAX 03-3434-0455
http://www.tokyokeiso.co.jp/

＜連絡先＞
TEL 045-540-8353 FAX 045-544-8354
http://www.toyo-sokki.co.jp

＜連絡先＞
TEL 075-801-8139 FAX 075-801-1373
http://www.kyoto-tmc.co.jp

＜主な出展物＞
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・６分力計測小型マルチフォースセンサ
・６分力計測耐ノイズマルチフォースセンサ
・超小型圧縮ロードセルMCDW
・真空対応各種ロードセル
・タブレット通信システム
・ボルト軸力計
・各種特殊型ロードセル

＜主な出展物＞
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M-59

M-63

長野計器㈱/㈱ナガノ計装

㈱日産クリエイティブサービス

各種産業機械向けに赤外線通信機能を搭載した圧力ス
イッチのデモ展示をはじめとする新製品のご紹介や光
ファイバセンサを用いた新開発のインフラモニタリン
グシステム、また業界別アプリケーションに適応した
圧力計測機器を展示します。

自動車の生産・開発で培った計測技術で計測器校正・
運用サービス、計測コンサルティングを提供してい
ます。
・受託計測
・計測器校正サービス

＜主な出展物＞

CE40／ER40 赤外線通信機能により、圧力印加不要
のデジタル設定を可能とした小型・軽量な圧力スイッチ
です。専用の表示・設定器により多彩な設定機能のほか、
リアルタイム圧力表示や内部メモリにより利便性を高
めています。
PF20 新開発のFBGデータロガーは小型・低価格、物
理量変換・設定支援機能、多彩なインターフェース、
スタンドアロンでの使用が可能です。また、各種FBG
センサを出展、インフラ検査・診断モニタリングシス
テムを提案します。
SU70 電池式サニタリデジタル圧力計は、食品・医薬
品・化粧品業界向けのデジタル圧力計です。圧力伝達
用の封入液を使用しない「封入液レス」構造を実現。
より安全・安心な圧力計測を可能にします。

＜連絡先＞
TEL 03-3776-5329 FAX 03-3776-6913
http://www.naganokeiki.co.jp.

M-65

㈱日本計量新報社

＜主な出展物＞

１）イメージ映像による受託計測の事例紹介
・高速度カメラによる流れの可視化
・X線装置による内部可視化
・3D形状計測
２）計測器校正サービスのご案内
・長さ、質量、圧力、温度、湿度、電気量、周波数、
音響、加速度、力、トルク、硬さ、角度、流量
・JCSS校正サービス：長さ、電気（直流・低周波）

＜連絡先＞
TEL 046-270-1389

FAX 046-290-5071

M-15

（一財）日本品質保証機構

M-05

（一社）日本計量振興協会

一般社団法人日本計量振興協会の認定（校正）事業
者部会員の中から、JCSS登録・認定事業者の紹介を
しております。どのような事業者が、どのような計
量器のJCSS校正をしていて、校正の範囲や最高測定
能力はどのくらいか、出展スペースでご確認いただ
けますので、ぜひお立ち寄りください。

＜主な出展物＞

主な出展物はJCSS登録・認定事業者の紹介パネルの
展示と事業者案内・校正業務案内の配布を行ってお
ります。
（出展予定：城南電計㈱、日本電気計器検定所、長野
計器㈱、神鋼検査サービス㈱、他）
またJCSS校正に限らない、計量に関する情報誌の無
料配布も行っております。

＜連絡先＞
TEL 03-3269-3259 FAX 03-3268-2553
http://www.jcsslabo.or.jp/

M-56

日本フローセル㈱

計量計測センターは、2015 年９月に東京都
八王子市へ移転いたしました
当社は日本で唯一の計量計測専門の週刊新聞です。
まだご存知ない方々に、自己紹介がわりにインター
メジャー2016を特集した日本計量新報を大量に無料
配布いたします。この機会にお手に取ってご一読く
ださい。
法律、行政、産業の動向から、関係各者の人となり、
投稿文章（エッセイ、紀行文、趣味の話など）多彩
な内容となっています。

＜主な出展物＞

専門新聞「日本計量新報」インターメジャー2016特
集号
当社公式サイト「計量計測データバンク」の紹介
電子書籍「計量計測機器総合カタログ―質量計版―」
の紹介
メルマガ「速報版 日本計量新報」の紹介

＜連絡先＞
TEL 03-3295-7871 FAX 03-3295-7874
http:www.keiryou-keisoku.co.jp

JQAはISO/IEC 17025の要求事項を満たしている校
正機関として、NITE（JCSS）およびA2LAより認
定されており、その校正証明書はISO 9001、ISO/
TS 16949等の認証取得・維持にご活用いただけます。

＜主な出展物＞

◆最新のISO/IEC 17025に基づく認定校正サービス
をご紹介します。
国内最大の認定校正品目・範囲を誇ります。
◆計測器管理システム「MiX」をご紹介します。
JQAが提供するクラウドを活用したシステムです。
計測器管理に必要なデータ項目を備えており、入
力したデータをいつでも閲覧することが可能です。
◆計測機器管理セミナーをご紹介します。
品質管理部門の計測管理者、校正実務担当者、資材・
購買担当者等を対象に、計測機器管理の基礎知識
や実践的な知識を学べるセミナーを開催していま
す。

＜連絡先＞
TEL 042-679-0144 FAX 042-679-0187
http://www.jqa.jp/

今回のINTERMEASUREでは、オリフィス式の「フ
ローセル流量計」をはじめ、「面積流量計 NSPシ
リーズ」や「設定流量固定型定流量弁 リンセルバ
ルブ」
など、各種流量計・定流量弁を出展いたします。
ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

＜主な出展物＞

「面積流量計」NSPシリーズは、流体・流量範囲を
標準化し、目盛を常時在庫することにより短納期を
実現した面積流量計です。
流れ方向は、面積流量計で一般的な垂直配管用（下
→上）
、パネル取付用（下後→上後）に加え、独自の
設計による水平配管用（左→右または右→左）と多
彩に取り揃えていますので、取付場所に合わせた選
択が可能です。
垂直配管用にはフランジ接続型（ステンレス製また
はPVC製）
も加わり、選択の幅がより広がりました。

＜連絡先＞
TEL 03-3500-2171 FAX 03-3500-1071
http://www.flow-cell.co.jp/
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M-41

M-45

㈱ノビテック

㈱光コム

日立オートモティブシス
テムズメジャメント㈱

３次元リアルタイムモーション計測システムVENUS3D
（ヴィーナス3D）のデモンストレーションを実施しま
す。計測ポイントにマーカーを貼り付け、複数台のカ
メラでそのマーカーを検知し、容易に高精度かつリア
ルタイムで３次元座標計測が行えます。

光コム形状測定器は、高速・非接触でミクロン精度
の形状測定ができ、外観検査を自動化することが可
能です。対象物との距離を140mmまで離せるため、
大型部品も測定できます。ヘッド部を、様々なステー
ジ、生産ラインに設置できるため、カスタマイズも
容易です。

「エネルギーインフラの一翼を担う」をスローガンに、
天然ガスインフラや新エネルギーとして注目されて
いる水素への当社の取組みなどをご紹介致します。

＜主な出展物＞

VENUS3Dは、複数のカメラで計測対象の動き（振動・
歪み・変位等）をリアルタイムに数値化（速度・角度・
加速度等）するシステムです。
①１mm以下の変位から建築物の振動まで大小あらゆ
る対象を非接触計測
②屋外・水中・風洞・実車等、1m～30mの空間を３次元計測
③速度・加速度・角度等、20種類以上の物理量を自
由に選び計測が可能
④CAD座標等、ユーザー定義の座標系に合わせることが可能
【用途例】
●変位計測 ●位置計測 ●振動計測 ●角度計
測 ●挙動計測 ●位置決め ●FAの動作検査 ●
フィードバック制御 ●ロボットのティーチング

＜連絡先＞
TEL 03-3443-2633 FAX 03-3443-2660
http://www.nobby-tech.co.jp

M-21

＜主な出展物＞

高速・非接触形状測定器 大型ステージモデル
（幅0.5メートル、長さ2メートルを予定）
自動車のボディー、大型プレス品、金型などを高速
測定可能です。
３Dスキャナー、デジタイザーよりも測定が容易。
接触式形状測定器よりも高速かつ複雑形状の測定が
可能。
測定業務の高速化、インライン測定の実現、目視業
務の自動化など製造現場の課題を解決することが可
能です。

＜連絡先＞
TEL 03-6380-8912 FAX 03-6380-9795
http://www.optocomb.com/

M-40

＜主な出展物＞

① 電池駆動型超音波ガスメータ
電源に電池を使用していながら、長期間にわたって
の高精度なガス流量の計測を実現致しました。ブー
スでは超音波ガスメータによる流量計測を実演致し
ます。
② 水素ディスペンサー「NEORISE」
当社の水素ディスペンサー「NEORISE」は、燃料
電池車へ高精度で安定した水素計測と充填を可能と
しています。内蔵する熱交換器を小型化することな
どにより、同社従来製品比で約40%への小型化を実
現。また、ディスペンサー両側での充填が可能であ
るなど使い勝手も向上しています。

＜連絡先＞
TEL 045-504-9720 FAX 045-504-7550
http://www.hitachi-automotive-mm.com/

M-59

兵田計器工業㈱

㈱フィールドテック

㈱フクダ

兵田計器は世界のインフラに貢献活躍しています。
それは重電及び高速鉄道関連の温度、圧力、流量の
計測制御そして危険予知、警報、解除を取り持つ保
護機器類です。
又、感温部に温度センサを挿入し現場と遠隔計測を
可能にしたハイブリッド式温度計は特記品です。

NETIS登録製品の路盤・舗装用密度計と重金属分析
装置をご紹介致します。人も場所も選ばないオールラ
ウンドな計器でありながら、軽量かつ高精度を実現致
しました。
コンパクト感と操作性をぜひご体感下さい。
担当者が常駐致します。お気軽にお越し下さい。

フクダは、リークテスタの開発・製造・販売を手が
ける検査機器メーカーです。自動車部品や電気・電
子部品、医療機器、包装容器（医薬品・食品・化粧品）
などを中心に幅広い納入実績があります。エアリー
クテスタの最新機種や関連製品を展示します。

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

■路盤・舗装用密度計FT-107			
RCCPや橋面舗装などの密度を完全非破壊で測定し
ます。微弱な強度の放射線源を使用しているため資
格や届出は必要ありません。場所や人を選ばない高
精度な密度測定器です。
■ボルタンメトリー重金属分析装置FT-801
Pb，Cd，Hg，As，Seの５元素を対象に、自然由来
の重金属汚染土壌の分析だけでなく廃棄物・焼却灰・
排水等様々な分析にご活用頂けます。これまでの実
績として分析検体数は20万検体を超えました。

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 03-6303-2664 FAX 03-3831-5320
http://www.fieldtech.co.jp

＜連絡先＞
TEL 03-3577-1111（代表） FAX 03-3577-1333
http://www.fukuda-jp.com/

ダイヤル温度計、重電機器用保護機器及び高速鉄道
変圧器用トランス設置の保護機器は私たちのインフ
ラ生活に無くてはならない安心安全の見張り役です。
ダイヤル温度計は電気を必要としないセンサ一体形
の現場に強い温度計です。温度指示だけでなく接点
を内蔵して警報制御までも担う重要計器として計装
システムの一役を担っています。
重電機器保護装置は家庭、ビル、工場などの電気を
いつも安定して供給する送変電装置を安定、確実に
見守っています。

＜連絡先＞
TEL 072-982-1121 FAX 072-988-2959
http: //www.hyoda.co.jp
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■エアリークテスタ
●FLZ-0620シリーズ
エアリークテストでは、検査する季節や時間・地域
の違いにより気圧や温度などの条件が変化するため、
測定結果が影響を受けます。環境変化による影響に
対応するため、フロースタンダードを内蔵し、標準
状態での漏れ量に換算する自動補正機能を搭載。同
じ条件下での漏れ量の評価が可能となりました。
●FLA-0100シリーズ
業界初EtherCAT対応機種です。
今後EtherNet/IP対応機種も続々登場予定。
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出展者と見どころ
M-24

フルーク・
キャリブレーション

フルーク・キャリブレーション製品は世界中の標準
室、校正ラボだけでなく産業施設、工場、商業施設
で多く使用されています。豊富に揃った電気・RF・
温度・圧力・流量校正器、ソフトウェア製品の中から、
選りすぐりの製品をデモ展示いたします。

＜主な出展物＞

フルークは測定の品質とトレーサビリティの維持に
役立つ製品を、どこよりも豊富で優れたラインナッ
プでご用意しています。その中から今回は主に以下
の製品を実際にご覧頂ける様に展示します。
9190A 超低温用フィールド・メトロロジー・ウエル
1586A Super-DAQ 高精度温度スキャナ
1594A スーパーサーモメーター
5730A マルチファンクション校正器
5790B AC 測定標準器

＜連絡先＞
TEL 03-6714-3114 FAX 03-6714-3115
http: //www.flukecal.jp

M-29

㈱村上衡器製作所

M-02

M-36

マキシメーター・フルード・
テクノロジーズ㈱

㈱ミツトヨ

主にAdditel社製品出展します。米国LAに本社を置
き、全世界70か国にプロセス校正用ツールの販売実
績があります。プロセス産業、高精度圧力校正、計
装向けに高品質のテストツールとポータブル校正器
を提供しています。国内初の出展です。

精密測定機器の最新商品を出展致します。
最新機能を数多く搭載した全自動タイプのマイクロ
ビッカース硬さ試験機、非接触で高精度測定のレー
ザスキャンマイクロメータ、さらに、粗さ測定機、
マイクロメータ、ノギス、ゲージブロック等を出展。

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 03-3562-7787 FAX 03-3562-7780
http://www.maximator.co.jp

＜連絡先＞
TEL 044-813-8235 FAX 044-813-8231
http://www.mitutoyo.co.jp/

ADT761 全自動圧力校正器は電動ポンプ、圧力コン
トローラ内蔵で、最高4MPaの圧力発生、圧力計、
伝送器、スイッチの自動試験実行、バッテリー内
蔵（８時間動作）です。ADT920 気体テストポンプ
は40秒で最高圧20MPaに到達、圧力保持に優れ微調
整可能です。ADT672 デジタル圧力校正器は最大圧
280MPa,ゲージ、伝送器、スイッチの圧力校正に最
適です。Maximator社のバルブ、継手、高圧ポンプ、
ブースターも同時展示します。

M-57

大和製衡㈱

・マイクロビッカース硬さ試験機 HM-220D
スティッチング機能やオートトレース機能など、最
新の機能を数多く搭載しています。
・レーザスキャンマイクロメータ LSM
LSM-501SはΦ0.05～Φ10㎜までの非接触測定にお
いて、
直線性±0.5μmを実現。高精度測定が可能です。
・小型表面粗さ測定機 SJ
視認性の高いカラー液晶表示部を採用し、直観的な
操作性を実現した小型表面粗さ測定機です。

M-44

ユニテック・ジャパン㈱

プロセス監視装置デジフォース 9307

サブミリグラム分銅
規格の先を見据え１mg未満の質量標準をチタンで実
現しております。ぜひ、弊社ブースにてご覧下さい。

今年の４月にリリースした業界最高水準のオート
チェッカJシリーズをはじめ、工業系のお客様に特化
した10月に発売予定の、本質安全防爆台はかりおよ
び、最新の指示計を展示し、定量作業の能力改善に
よる経済メリットを提案致します。

＜主な出展物＞
サブミリグラム分銅（0.5mg, 0.2mg, 0.1mg）
耐食性に優れた板状のチタン製です。専用ケースに
収納されています。クロスピンセットも付属されま
す。検査成績書も添付されます。A2LAでも別途費
用で発行可能です。その他、分銅もご用意しており
ます。

・本質安全防爆台はかりは１斗缶やドラム缶の計測
に適したラインナップを展示し、他社に無い充填・
配合計量作業を容易にする定量機能を紹介致しま
す。さらに（記録装置）防爆ロガーを利用した計
量管理の実演を行います。
・オートチェッカJシリーズでは、通常モデルと欠品
チェッカを出展致します。
・指示計のラインナップの中では、ネットワークカ
メラによる計量状態確認、画像確認ができるEDP1900にご注目ください。

＜連絡先＞
TEL 06-6928-7571 FAX 06-6928-1099
E-mail sales@murakami-koki.co.jp

＜連絡先＞
TEL 078-918-5511 FAX 078-918-5552
http://www.yamato-scale.co.jp/

＜主な出展物＞

インライン、オートメーションの各種センサー、測定器、
検出器の実演を行います。

＜主な出展物＞

burster社
プロセス監視装置デジフォース「9307」
圧 力、荷重、トルク、変位・角度の各センサーを組
み合わせた波形表示ができます。
200μΩからの高精度抵抗装置レジストマット「2304」
Sensoptic社
極 細線のモノフィラメント、マグネットワイヤー、
ファイバー用「表面欠陥検出システム」
最少外径φ10μ、最少可能欠陥2μから検出可能です。
Gefran社
封入液未使用高精度樹脂圧力センサー「IMPACT」
コンパクトマルチループコントローラー「GFX4-IP」
Lune社
インライン非接触温度測定器「CHFシステム」
Zumbach社
インライン非接触計尺器「LSV2000」

＜連絡先＞
TEL 072-754-5757 FAX 072-754-5758
http://www.unitekjapan.co.jp/
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出展者と見どころ
M-55

渡辺電機工業㈱

渡辺電機工業株式会社は創業75年の計測制御機器の
専門メーカーです。初出展の今回は、新製品、液晶
デジタルパネルメータ【WPMZシリーズ】を中心に、
電流・電圧計測からエネルギー監視まであらゆる「は
かる」機器を展示、ご紹介いたします。

＜主な出展物＞

●信号変換器：様々な条件や環境に対応するライン
アップが自慢です。各種センサや信号変換に幅広
く対応します。
●デジタルパネルメータ：豊富なラインアップでセ
ンサや出力ラインをフルカバーします。
●リ モートI/O：コンパクトサイズで分散設置に最
適です。Modbus対応、BACnetⓇ MS/TP対応、
LONWORKSⓇ 対応をラインアップしています。
●電力監視：低コスト、簡単、楽々運用を実現します。
ビジネスの電力監視を総合的にサポートします。

＜連絡先＞
TEL 03-3400-6141 FAX 03-3409-3156
http://www.watanabe-electric.co.jp/

＜来場者特典＞
最新版 “計量計測機器総覧” 毎日、先着3,000名に無料進呈
INTERMEASURE2016では、 最新の計量計測機器900点／107社を収録した
「2016/2017計量計測機器総覧」を毎日、 先着3,000名の方に無料進呈します。

来場者アンケートにお答えいただいた方に
「タニタプレミアムブレンドコーヒードリップバッグ」
を進呈します。
来場者アンケートは計量計測展会場内日本計量機器工業連合会ブース
（M-06、M-10）等で行っております。（在庫がなくなり次第終了します。）
写真はイメージです
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