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第28回計量計測展／INTERMEASURE2018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28回計量計測展／INTERMEASURE2018」を、2018年９月26日（水）～28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28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28回計量計測展/INTERMEASURE	2018

	 Measurement,	Test	and	Control	Technology	Show	2018

会　期	 2018年９月26日（水）～28日（金）10時～17時

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26日（水）１．11時～12時、２．13時30分～14時30分

	 特別講演：９月26日（水）14時45分～16時10分

	 計測標準フォーラム：９月27日（木）13時～16時

	 NMIJ法定計量セミナー：９月28日（金）13時～16時20分

	 出展製品・技術説明会：９月26日（水）13時30分～16時20分

	 　　　　　　　　　　　９月27日（木）13時30分～16時20分

	 　　　　　　　　　　　９月28日（金）13時30分～15時50分

	 アカデミープラザ：９月26日（水）13時～16時20分

	 　　　　　　　　　９月27日（木）13時～16時20分

	 　　　　　　　　　９月28日（金）13時～15時50分

	 企画展示「自動はかりと検定−はじまる前に知っておこう」

	 　　検定デモンストレーション：９月26日（水）～28日（金）11時～15時50分

同時開催展示会（東４・５ホール：再登録不要）

	 第９回総合検査機器展	 Sensor	Expo	Japan	2018

	 SUBSEA	TECH	JAPAN	2018	 地盤技術フォーラム2018
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INTERMEASURE 2018　出展者一覧
M-01 ㈱アートレイ
M-12 ㈱アイ・ソーキ
M-52 ㈱アコー
M-60 旭計器工業㈱
M-30 アズビル金門㈱
M-03 アトセンス㈱
M-06 アンリツインフィビス㈱
M-21 ㈱イシダ
M-69 ㈱エー・アンド・デイ
M-37 ANYLOAD WEIGH & MEASURE INC.
M-07 ㈱大手技研
M-27 オーハウス コーポレーション
M-68 ㈱オーバル
M-53 ㈱岡田計器製作所
M-64 柏原計器工業㈱
M-20 鎌長製衡㈱
M-79 韓国計量測定協会
M-62 関西オートメイション㈱
M-11 ㈱北浜製作所
M-56 キヤノン化成㈱
M-05 ㈱共和電業
M-50 ㈱クボタ
M-32 ㈱ケツト科学研究所
M-15 高分子計器㈱
M-17 ㈱佐藤計量器製作所
M-54 ㈲三協インターナショナル
M-24 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
M-19 JFEアドバンテック㈱
M-49 シチズンファインデバイス㈱
M-25 湿度、水分計測・センサ研究会

神栄テクノロジー㈱、㈱第一科学、㈱チノー、トウ
プラスエンジニアリング㈱、㈱ビートセンシング、
㈱三菱ケミカルアナリテック

M-39 島津システムソリューションズ㈱
M-39 ㈱島津製作所
M-51 昭和機器工業㈱
M-58 ㈱昭和測器
M-21 新光電子㈱
M-55 新東科学㈱
M-77 シンワ測定㈱
M-40 ㈱センシズ
M-48 第一法規㈱
M-75 ㈱タイムワールド
M-29 ㈱タツノ
M-65 ㈱田中衡機工業所
M-66 ㈱チノー
M-31 ㈱中央電機計器製作所
M-78 中国衡器協会
M-13 ㈱ティアンドティ
M-73 ㈱TJMデザイン
M-67 東京計器㈱
M-70 東京計装㈱
M-59 ㈱東日製作所
M-23 東洋測器㈱
M-42 ㈱富永製作所

M-71 長野計器㈱
M-71 ㈱ナガノ計装
M-63 新潟精機㈱
M-61 西日本高速道路ファシリティーズ㈱
M-14 ㈱日産クリエイティブサービス
M-33 日東精工㈱
M-47 日本グリース㈱
M-38 日本クリンゲルンベルグ㈱
M-74 （一社）日本計量機器工業連合会
M-02 （一社）日本計量振興協会
M-76 ㈱日本計量新報社
M-26 （一財）日本品質保証機構
M-22 日本フローセル㈱
M-08 ㈱ノア
M-57 ㈱光コム
M-18 日立オートモティブシステムズメジャメント㈱
M-16 ㈱日立ハイテクノロジーズ
M-09 兵田計器工業㈱
M-71 ㈱フクダ
M-71 ㈱双葉測器製作所
M-35 ㈱プラスワンテクノ
M-46 ㈱フラット電子
M-07 フルーク
M-41 マキシメーター・フルード・テクノロジーズ㈱
M-45 （一財）三重県環境保全事業団
M-28 ㈱ミツトヨ
M-36 ミュー精器㈱
M-10 ㈱村上衡器製作所
M-72 大和製衡㈱
M-44 ヤマヨ測定機㈱
M-43 ㈱和貴研究所

■アカデミープラザ出展者一覧
M-34-01 茨城大学
M-34-02 岡山大学
M-34-03 群馬大学
M-34-04 埼玉大学
M-34-05 静岡大学
M-34-06 国立研究開発法人 情報通信研究機構
M-34-07 ㈱信州TLO
M-34-08 大学知財群活用プラットフォーム
M-34-09 タマティーエルオー㈱
M-34-10 千葉大学
M-34-11 筑波大学
M-34-12 筑波大学
M-34-13 筑波大学
M-34-14 筑波大学
M-34-15 東京電機大学
M-34-16 （地独）東京都立産業技術研究センター
M-34-17 東洋大学
M-34-18 徳島大学
M-34-19 明治大学
M-34-20 早稲田大学
M-34-21 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構

（� ）
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基調講演・セミナーご案内

９月26日（水）

 ●基調講演
会　場：東京ビッグサイト　会議棟1F レセプションホールA
聴講料：無料（事前登録制）

【基調講演１】時　間：11：00～12：00

我が国ものづくりの強化に向けた「コネクテッド・インダストリーズ」の推進
講　師：経済産業省製造産業局 参事官　徳増　伸二 氏

コネクテッド・インダストリーズは、国が提唱する将来の産業の在り方を示すコンセプトであり、様々
な業種、企業、人、データ、機械等が繋がり、価値創出が行われる産業の姿を目指すもの。デジタル化、
人手不足等に直面する中、我が国ものづくりの強化に向けては、コネクテッド・インダストリーズの
考え方を活かし、IoTやAI、ロボット等の先進ツールを積極活用していくことが鍵であり、その現状
と課題について考えを述べる。

【基調講演２】時　間：13：30～14：30

ロボット革命の進展とIoTによる製造ビジネスの変革
講　師：ロボット革命イニシアティブ協議会事務局長　久保　智彰 氏

2015年に設立されたロボット革命イニシアティブ協議会のこれまでの活動成果と今後の展望を紹介
する。ロボットに関しては利活用推進およびイノベーション加速、IoTに関しては国際標準化、セキュ
リティ、中堅中小企業支援などを活動の対象としている。ドイツのインダストリー4.0をはじめとす
る各国の団体との連携状況についても紹介する。

 ●特別講演
時　間：14：45～16：10
会　場：東京ビッグサイト　東４ホール内セミナー会場（B）
聴講料：無料（直接会場にお越しください）

時間 テーマ・講師 言語

14:45〜15:25 「Smart Metering Forum and Smart Inspection of NAWI in Korea」
韓国計量測定協会（KASTO）　Harry Shin氏 韓国語：日本語逐次通訳あり

15:30〜16:10 「China Metrology Situation」
前国家質量監督検験検疫総局 計量司長　劉　新民氏 中国語：日本語逐次通訳あり

※ ９月26日（水）〜28日（金）の会期中、M-78（中国衡器協会）、M-79（韓国計量測定協会）でブース出展いたします。

 ●出展製品・技術説明会
時　間：13：30～15：20
会　場：東京ビッグサイト　東４ホール内セミナー会場（C）
聴講料：無料（直接会場にお越しください）

時間 社名 テーマ
13:30〜13:50 ㈱アイ・ソーキ 計量・計測器のレンタル、販売、修理、校正
14:00〜14:20 ㈱アコー 目では見えない音・振動を定量化
14:30〜14:50 アズビル金門㈱ 「LPWA」通信技術を用いたIoT化への取組みについて
15:00〜15:20 アトセンス㈱ アングルベース計測・制御の革新　信号生成／タイミング計測機能付「パルス逓倍器」
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９月27日（木）

 ●計測標準フォーラム
時　間：13：00～16：00
会　場：東京ビッグサイト　会議棟6F「605」「606」会議室
主　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
テーマ：計測標準フォーラム第16回講演会
　　　　新時代を迎える計量基本単位 −ケルビンの定義改定と将来展望−
聴講料：無料（事前登録制）

時間 テーマ・講師 内容

13:00〜13:05
【開会の挨拶】
（一財）化学物質評価研究機構 理事
（計測標準フォーラム代表）　四角目　和広氏

13:05〜13:15 【来賓挨拶】

13:15〜13:25
【イントロダクション】「本講演会の背景」
産業技術総合研究所 計量標準総合センター長 

（CIPM委員）　臼田　孝氏

これまでシンポジウムでは質量および物質量、電流の３単位、および改
定に係る体制や今後の予定を紹介した。これまでのシンポジウムを振り
返り、また本講演会でとりあげる熱力学温度改定に係る概要を紹介する。

13:25〜14:10
【基調講演】「The Redefinition of Kelvin」
逐次通訳有
中国計量科学研究院（NIM）副院長（CCT議長、
CIPM委員）　Duan Yuning氏

The talk will give a brief introduction on the progress of the 
redefinition of Kelvin, MeP-K and the primary methods to measure 
thermodynamic temperature. Corresponding to the new version of 
CC's objectives, the focuses of CCT will be mentioned as well.

14:10〜14:40
【講演】「より高精度な熱力学温度測定に向けて」
産業技術総合研究所 計量標準総合センター 
物理計測標準研究部門 首席研究員　山田　善郎氏

ボルツマン定数の値の高精度決定のため、さらには金属-炭素共晶による高温
定点の温度値決定のため、近年、熱力学温度を測定する各種一次温度計の開
発・精度向上が進んでいる。NMIJにおける一次温度計の開発の現状を紹介する。

14:50〜15:20
【招待講演】「鉄鋼業における温度計測　放射温
度計は生産現場でどのように使われるか」
新日鐵住金㈱ プロセス研究所 計測・制御研究部 
主幹研究員　杉浦　雅人氏

鉄鋼製造は熱プロセスであり、温度を正確に知ることは生産と品質
管理の両面で重要である。測定対象は溶けた鉄から常温付近の鋼材
までと幅広い。放射率変動、外乱放射、悪環境などの様々な課題に
対して、それらを解決する放射測温法を紹介する。

15:20〜15:50
【招待講演】「産業に貢献する新しい温度セン
サ・測定技術とその応用」
㈱チノー 取締役常務執行役員 
久喜事業所長　清水　孝雄氏

近年、温度測定のニーズは特に安心、安全、環境・省エネ等やIoT
でのセンシング技術の広がりと伴って増えている。チノーでの新し
い分野や市場における温度センサや測定技術および校正技術の取り
組みについてご紹介する。

15:50〜16:00
【閉会の挨拶】
産業技術総合研究所 計量標準総合センター 
計量標準普及センター センター長　小畠　時彦氏

 ●出展製品・技術説明会
時　間：11：00～15：50
会　場：東京ビッグサイト　東４ホール内セミナー会場（B）、（C）
聴講料：無料（直接会場にお越しください）
セミナー会場（B）

時間 社名 テーマ
11:00〜11:20 ㈱エー・アンド・デイ 正しく計量できない原因は静電気の影響の可能性あり！静電気を高速に除電する方法を説明します。
11:30〜11:50 ㈱オーバル オーバルが提案する920MHz無線ネットワークシステムLink920
13:00〜13:20 ㈱チノー チノーのIoTへの取組み
13:30〜13:50 東京計装㈱ 高精度２線伝送磁歪式レベル計
14:00〜14:20 長野計器㈱ ワイヤレス圧力計測の取組
14:30〜14:50 長野計器㈱ 防災・減災と維持管理の高度化に向けたモニタリング技術のご紹介
15:00〜15:20 ㈱フクダ 医薬品包装の漏れ試験とトレーサビリティーの確立
15:30〜15:50 大和製衡㈱ ランク選別組合せ機能について

セミナー会場（C）
時間 社名 テーマ

11:00〜11:20 関西オートメイション㈱ マイクロウェーブを利用した粉・粒体流量計
11:30〜11:50 ㈱北浜製作所 BALL SAW　次世代水分計の紹介
13:30〜13:50 ㈱佐藤計量器製作所 〔水銀レス製品〕水俣条約による水銀代替商品のご紹介（温度・気圧）
14:00〜14:20 ㈱島津製作所 分析天びんAPシリーズ新発売　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
14:30〜14:50 ㈱島津製作所 質量測定精度に影響を与える要因について　適切な計量データを得るためには
15:00〜15:20 島津システムソリューションズ㈱ IATF16949、HACCP等　各種規格対応時に求められる流量計校正
15:30〜15:50 ㈱中央電機計器製作所 Smart Edge　二次元寸法自動測定装置
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９月28日（金）

 ●NMIJ法定計量セミナー
時　間：13：00～16：20（開場12：30～）
会　場：東京ビッグサイト　会議棟6F「605」「606」会議室
主　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
テーマ：HAKARUが未来の技術の橋渡し ～自動はかりの技術と展望について～
聴講料：無料（事前登録制）

時間 テーマ・講師 内容
13:00 【開会】

13:00〜13:30 【計量制度の見直しについて（仮）】
経済産業省 産業技術環境局 計量行政室

我が国の計量制度は、国民の生活・経済社会における取引の信頼性を確保し、
安全・安心の基盤として機能しています。一方、技術の進展等状況変化に的確
に対応することが求められています。それら社会変化等の状況を踏まえて、平成
29年度政省令改正が行われました。その計量制度の見直しについて解説します。

13:30〜14:10

【計量制度改正 自動捕捉式はかりと充塡用自
動はかりについて】
㈱イシダ　営業管理部 次長　山本　浩之氏
　　　　　営業企画課 課長　小森　佳範氏

自動はかりが特定計量器となりました。その中で当社の製品群から
自動捕捉式はかりとしての自動計量値付け機と、充塡用自動はかり
としての組合せ計量機（コンピュータスケール）について説明します。

14:10〜14:50
【重量選別機の基礎知識】
アンリツインフィビス㈱
マーケティング部 担当部長　澤野　啓二氏

昨年10月から自動捕捉式はかりが特定計量器の仲間入りをはたしました。
今回は、自動捕捉式はかりの中でも食品工場や製薬工場で広く導入され
ている重量選別機（オートチェッカ）について、機器の特徴と性能、運用
上の注意点、はかりの種類と構造、メンテナンス上のポイントを解説します。

14:50〜15:20
【自動はかりの技術基準について】
産業技術総合研究所 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

平成29年度の政省令改正に伴い、自動はかりが規制の対象となり、４器種の自
動はかりが検定の対象となりました。現在、検定の基準となるJISの整備が進め
られています。本講演では、４器種のJISの整備状況と概要について紹介します。

15:20〜16:20

【はかりにおけるインターフェイスの整合化に
ついて】逐次通訳あり
欧州はかり工業会（CECIP） 法定計量グルー
プ代表　Karlheinz Banholzer氏（Sartorius）

【欧州における自動はかりの手続きと要求事項
について】逐次通訳あり
欧州はかり工業会（CECIP） 国際連携グループ
代表　Roland Nater氏（METTLER TOLEDO）

本講演では、現在の欧州における自動はかりの規制と手続きについ
て説明し、特に、自動捕捉式はかり、充塡用自動はかりを中心に紹
介します。
また、最新の産業界の取り組みとして、はかりにおけるインター
フェースの整合化について紹介します。

 ●出展製品・技術説明会
時　間：11：00～15：50
会　場：東京ビッグサイト　東４ホール内セミナー会場（B）、（C）
聴講料：無料（直接会場にお越しください）
セミナー会場（B）

時間 社名 テーマ
11:00〜11:20 ㈱エー・アンド・デイ 業界初、電子天びんが直接チューブポンプを制御！コントローラ不要の高精度分注システムについてご紹介します。
11:30〜11:50 ㈱チノー 接触式温度センサによる表面温度測定
13:30〜13:50 東京計装㈱ 新型マイクロ波レベル計
14:00〜14:20 長野計器㈱ 防災・減災と維持管理の高度化に向けたモニタリング技術のご紹介
14:30〜14:50 長野計器㈱ 圧力計測の信頼性を担保する計量標準〜長野計器グループの取組〜
15:00〜15:20 大和製衡㈱ 自動重量選別機とその課題
15:30〜15:50 大和製衡㈱ 産業用はかりへのIoT技術の活用について

セミナー会場（C）
時間 社名 テーマ

11:00〜11:20 ㈱ティアンドティ IoTやAIに使えるセンサ
11:30〜11:50 西日本高速道路ファシリティーズ㈱ 走行車両重量測定装置
13:30〜13:50 日東精工㈱ 【新製品】防爆機器のご紹介
14:00〜14:20 （一財）日本品質保証機構 産業界のニーズに応えるJQAの認定校正〜ISO/IEC 17025対応 新規取扱品目および各種サービスのご案内〜
14:30〜14:50 ㈱ノア 最高分解能0.1ミリを実現 「高分解能３Dスキャナ」のご紹介
15:00〜15:20 ㈱光コム 自動車エンジンの容積測定・外観検査から紐解くものづくりの自動化・IoT化
15:30〜15:50 ㈱プラスワンテクノ パイプフィーダ式自動計量機プチスケール
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 ●企画展示「自動はかりと検定－はじまる前に知っておこう」

計量法政省令の改正により自動はかりが特定計量器に追加されました。
これにより、取引・証明に使用される自動捕捉式はかりは、2019年4月、充填用自動はかり、ホッパースケール、コンベヤスケー
ルの３機種は2020年4月に検定が開始されます。
INTERMEASURE 2018では、自動はかりとその検定制度の概要について、企画展示コーナーを設け、実機を用いて説明を行い
ます。また、経産省行政官による相談窓口を設け、皆様の疑問にお応えします。疑問解決の場としてご活用ください。

日　時：９月26日（水）〜28日（金）10：00〜17：00
会　場：東京ビッグサイト　東４ホール 企画展示会場
展示内容：自動捕捉式はかり、充填用自動はかり、ホッパースケール、コンベヤスケール
　　　　　自動捕捉式はかりを用いた検定デモンストレーション
　　　　　映像・パネルによる紹介
　　　　　計量行政担当官による相談窓口　ほか

●自動捕捉式はかり「検定デモンストレーション」
日　時：９月26日（水）〜28日（金）11：00〜16：30
会　場：東京ビッグサイト　東４ホール 企画展示会場内
概　要：  自動捕捉式はかりの検定デモンストレーションを製造メーカー４社の協力により実施します。この機会にぜひご

覧ください。
聴講料：無料（直接会場にお越しください）
９月26日（水）

時間 社名
11:00〜11:20 ㈱イシダ
13:00〜13:20 ㈱イシダ
14:00〜14:20 大和製衡㈱
15:30〜15:50 大和製衡㈱

９月27日（木）
時間 社名

11:00〜11:20 アンリツインフィビス㈱
13:00〜13:20 アンリツインフィビス㈱
14:00〜14:20 ㈱エー・アンド・デイ
15:30〜15:50 ㈱エー・アンド・デイ

９月28日（金）
時間 社名

11:00〜11:20 ㈱エー・アンド・デイ
13:00〜13:20 大和製衡㈱
14:00〜14:20 アンリツインフィビス㈱
15:30〜15:50 ㈱イシダ

●行政担当官による相談窓口「自動はかりの製造届出・検定に関する相談窓口」
日　時：９月28日（金）　午前の部／10：00〜12：00、午後の部／13：30〜15：30
相談員：経済産業省産業技術環境局計量行政室 室長補佐　川端　尚志 氏
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第28回計量計測展／INTERMEASURE 2018では、次の大学、研究機関から計量計測に係る基礎技術、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。

M-34-01　茨城大学 M-34-02　岡山大学
茨城県の生活環境圏を対象としたCO2濃度の計測と地域
Index化に向けた試み

【概要】
街路樹高以下の生活環境圏を対象としたCO2濃度値から
地域Index提案に向けた内容を展示します。

磁気ナノ粒子を用いた免疫分析装置
【概要】
磁気センサを用いた免疫分析法を開発しています。標識
した磁気ナノ粒子を用いて液相中での交流磁場中の運動
を磁気的に検出することにより抗原量を測定できます。

M-34-03　群馬大学 M-34-04　埼玉大学
力センサの動的誤差補正法

【概要】
浮上質量法を用いた、ひずみゲージ式力センサの慣性と
粘性に起因する動的誤差の計測と誤差補正手法について
紹介します。

AIEを活用した蛍光センシング及び多価化やFRETによる
高感度検出

【概要】
AIEによりターゲット物質を見える化する蛍光センシング
技術と多価化やFRETによる高感度検出技術を紹介します。

M-34-05　静岡大学 M-34-06　国立研究開発法人 情報通信研究機構
圧縮空気を使って非接触非破壊で硬さと粘度を測る技術

【概要】
圧縮空気を使った非接触非破壊での硬さと粘度の測定技術
で金属の硬度測定や液体の粘度測定例を示します。また、
実用的な計測器も実現したので、それをデモ・実演します。

周波数国家標準と日本標準時の供給
【概要】
周波数遠隔校正の計測方式と国家標準へのトレーサビリ
ティ、及び新しい時刻供給方法である光電話回線による
時刻供給（光テレホンJJY）について紹介します。

M-34-07　㈱信州TLO M-34-08　大学知財群活用プラットフォーム
ヒトの健康・安全の計測技術を紹介

【概要】
ヒトの健康状態の測定技術について、信州大学で研究が
進む技術をいくつか紹介します。バイタルサイン、作業
活動・運動時の状況モニタなどを計測する技術です。

国土を支える計測技術
【概要】
PUiP（大学知財群活用プラットフォーム）は大学が連携
して企業に知財群を提供する団体です。今回は国土を支
える計量計測技術として各大学技術シーズを紹介します。

M-34-09　タマティーエルオー㈱ M-34-10　千葉大学
電子計測器の新しい校正方法の提案

【概要】
計測器の心臓部を可搬性のカードAcard（Accuracy card）
に集約し、カードの移動搬送で校正する仕組みについて
紹介します（神奈川工科大学・小室貴紀教授）。

独創的放射線測定器
【概要】
我々が研究中の独創的な放射線測定器のうち、空気中の
214Biの測定を実現した「90Sr/214Bi測定器」の展示と線量
1/100の画期的な「低被曝線量CT装置」を紹介します。

M-34-11　筑波大学 M-34-12　筑波大学
バチの硬さの違いを反映する電子ドラム

【概要】
本展示は、従来の電子ドラムのセンサ部を用いながらも、
衝撃信号からバチの硬さを推定して演奏音を変化させる
ことで電子ドラムのリアリティを高める技術です。

対歩行者事故を低減させるディジタル車両接近通報シス
テム

【概要】
歩行者のスマートフォンが、音のドップラーシフトを計
測して、接近する車両を検知するシステムを紹介します。

M-34-13　筑波大学 M-34-14　筑波大学
透過超音波の伝搬時間に着目した鋼材半製品の非破壊検
査法

【概要】
鋼材半製品である鋼片の非破壊検査法を紹介します。透過
超音波の利用により、表面近傍欠陥の検出が容易となります。

豚の感染症早期発見のためのくしゃみ音の検出
【概要】
養豚農家において感染症は甚大な損失をもたらし、くしゃ
み回数により早期発見できます。本展示では、豚舎内の音
響イベント例と、くしゃみ音の検出法を紹介します。

「アカデミープラザ」発表テーマ・内容
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M-34-15　東京電機大学 M-34-16　（地独）東京都立産業技術研究センター
①指示薬が溶けださない何度でも計測可能なpHセンサ
②常温で液体の有機発光体を用いたガスセンサ技術

【概要】
①pHが計測できる色調変化型高分子ゲルの紹介
②蛍光性有機発光体による酸性ガスセンサの紹介

多点式温度センサの開発
【概要】
温度分布測定等での取付けの簡略化や測定対象物への影響
抑制を狙って開発した、直径1mmのパイプの中に最大7点の
測定点が設置可能な多点式温度センサについて紹介します。

M-34-17　東洋大学 M-34-18　徳島大学
現場での利用を考慮した表面増強ラマン分光用デバイス

【概要】
市販の表面増強ラマン分光法基板は高経度の液状サンプ
ルを測定対象としていますが、我々は農作物等の固相面に
吸着した微量物質の測定に適した基板を開発しています。

大面積単結晶グラフェン膜の合成とデバイス応用
【概要】
SiC基板上の大面積・単結晶グラフェン膜の合成とそのガ
ス・生体分子センサへの応用研究を行っています。高品
質グラフェンにより従来より高い感度が得られています。

M-34-19　明治大学 M-34-20　早稲田大学
接着積層材料の中間素材のせん断特性評価法

【概要】
主に次について紹介・考察します。①機能性材料として、電気・電子分野をはじめ工業
的に広く使用されている粘着剤を取り上げ、その実用上の静的・動的粘弾性特性の計測・
評価法 ②機能紙の透気度・平滑度の実用特性の計測の信頼性表記（不確かさ）方法

①表面増強ラマンによる「埋もれた界面」の計測技術
②CNTを用いた耐久性の高い立体型櫛型電極

【概要】
①独自開発のSERSセンサを用いた非破壊で「埋もれた界面」の様子や化学構造の計測技術を紹介
②導電性基板上にダイレクトにCNTフォレストを高密度に成長させた高感度＆耐久性の高い櫛型電極を紹介

M-34-21　国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
ものづくりを支える計測技術

【概要】
日本原子力機構は様々な計測技術を開発しています。今
回はものづくりに関わる計測技術として、中性子線によ
る残留応力分布測定などの計測技術を紹介します。

大学・研究機関によるプレゼンテーションを以下により行います。
会　場　　東京ビックサイト　東４ホールアカデミープラザ内
聴講料　　無料（事前予約不要、直接会場にお越しください）

■ プレゼンテーション

９月26日（水） ９月27日（木） ９月28日（金）

13：00〜13：20 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
ものづくりを支える計測技術

㈱信州TLO
ヒトの健康・安全の計測技術を紹介

筑波大学
透過超音波の伝搬時間に着目した
鋼材半製品の非破壊検査法

13：30〜13：50
茨城大学
茨城県の生活環境圏を対象としたCO2

濃度の計測と地域Index化に向けた試み

大学知財群活用プラットフォーム
国土を支える計測技術

筑波大学
豚の感染症早期発見のためのく
しゃみ音の検出

14：00〜14：20
岡山大学
磁気ナノ粒子を用いた免疫分析装
置

タマティーエルオー㈱
電子計測器の新しい校正方法の提
案

（地独）東京都立産業技術研究センター
多点式温度センサの開発

14：30〜14：50 群馬大学
力センサの動的誤差補正法

千葉大学
独創的放射線測定器

東洋大学
現場での利用を考慮した表面増強
ラマン分光用デバイス

15：00〜15：20
埼玉大学
AIEを活用した蛍光センシング及び
多価化やFRETによる高感度検出

筑波大学
バチの硬さの違いを反映する電子
ドラム

徳島大学
大面積単結晶グラフェン膜の合成
とデバイス応用

15：30〜15：50
静岡大学
圧縮空気を使って非接触非破壊で
硬さと粘度を測る技術

筑波大学
対歩行者事故を低減させるディジ
タル車両接近通報システム

明治大学
接着積層材料の中間素材のせん断
特性評価法

16：00〜16：20
国立研究開発法人 情報通信研究機構
周波数国家標準と日本標準時の供
給

東京電機大学
①指示薬が溶けださない何度でも計測可能なpHセンサ
②常温で液体の有機発光体を用いたガスセンサ技術

※プレゼンテーション実施機関及びスケジュールは変更になることがあります。
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出展者と見どころ

M-12
㈱アイ・ソーキ

こんな商品あったら良いなと言う計測機器を2,000機
種レンタルで取り扱っています。
直接みて、さわってください。
貴方のはかるがそこにあるかもしれません。
お見逃しなく。

＜主な出展物＞
蛍光Ｘ線分析装置 DPO−2000
対象物の元素を検出できます。
赤外線サーモグラフィカメラ
新発想のサーモグラフィカメラです。
ポータブルガスモニター GX−6000
リスクアセスメントのガス検知器です。
汎用振動計 VM−82A
機械振動を測るのに最適です。
燃焼排ガス分析計 350J
O2、CO、CO2、NO、NO2、SO2、を同時測定可能です。

＜連絡先＞
TEL 03-5117-0005　FAX 03-5117-0006
https://i-sooki.co.jp/

M-52
㈱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。

＜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
騒音・振動監視計

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

M-60
旭計器工業㈱

創業から数えて100余年。たゆまぬ研究と努力を下
地に積み重ねてきた信頼、JCSS環境設備でお客様の
悩みを解決致します。
弊社ブースでは既存製品から新規製品の各種展示、
またカタログに無い製品や仕様等に関するご相談も
承ります。

＜主な出展物＞
・JCSS環境
・特定ユーザー様向け特殊品
・デジタル圧力計

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

M-30
アズビル金門㈱

LPWA通信ネットワークを用いたガス・水道用ス
マートメーターの最新の自動検針技術と最適なエネ
ルギー管理を支援し、お客様のエネルギーマネジメ
ントにも活用いただけるクラウドサービスをご紹介
します。

＜主な出展物＞
LPWA対応 LPガス用マイコンメーター　K-SMα™
LPWA対応 電子式水道メーター
超小型ルーツガスメーター　AKBR
NFC搭載型　負荷計測器　KFH400　　等

K-SMαはアズビル金門株式会社の商標です。

＜連絡先＞
TEL 03-5980-3731　FAX 03-5980-3750
http://ak.azbil.com/

M-03
アトセンス㈱

アングルベースの計測・制御に活用できる逓倍器を
角速度変動の大きいエンジンを用いたデモでその実
力をご覧いただきます。
高精度で多彩な機能のデジタルパネルメータシリー
ズを展示します。工業やプラントの高精度な計測と
制御を実現します。

＜主な出展物＞
■パルス逓倍器
ロータリーエンコーダを取り付けることなくリアル
タイムにロータリーエンコーダ相当のパルスを出力
するとともに、任意波形、疑似制御パルスを出力し
ます。
■デジタルパネルメータ
リバーシブルカウンタ/回転速度計/回転比率計/瞬
時・積算流量計をラインアップしています。高輝度
LCDメインとサブ表示のほかにアナログ出力・CAN
などのデジタル出力・接点出力・通信機能を選択で
きます。

＜連絡先＞
TEL 03-5206-8641　FAX 03-5206-8640
http://atsense.jp/

M-06
アンリツインフィビス㈱

ステルスコードを利用した検査トレーサビリティラインを
展示します。
Ｘ線検査機、金属検出部搭載型オートチェッカでの異物、
質量検査後、ステルスインクを使用したインクジェットプ
リンターで不可視２次元コードを商品に印字し、総合品質
管理・制御システムQUICCAでコードを読み取り検査結果
を表示します。

＜主な出展物＞
XR75シリーズX線検査機　KXS7522AVCLE
M6-hシリーズ金属検出部搭載型オートチェッカ
　KWS5412BP3G
日立産機システム インクジェットプリンター　UX-360J
フリッパータイプ選別部　KW4133GPBC
総合品質管理・制御システムQUICCA カメラオプション
　KX9002T/ZC
★検査詳細データは別途確認可能
QRコードをバーコードで読み取ると検査詳細データを即確
認することが可能です。
OK、NGの両方を選別監視カメラ、ライン周囲カメラで選
別時をQRコードに紐づけて録画します。
ステルスコードの印字データを紫外線ライトで確認できます。

＜連絡先＞
TEL 046-296-6728　FAX 046-225-6786
https://www.anritsu.com/ja-JP/infivis
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M-68
㈱オーバル

流体計測のスペシャリストとして、各種用途でご使
用頂ける流量計や関連機器について、新製品を中心
に展示いたします。
無線通信タイプの流量計や無線通信タイプの空気式
バルブアクチュエータ等、IoTソリューションも併
せて実演展示いたします。

＜主な出展物＞
●  高機能形コリオリ流量計「ALTImassⅡシリーズ」
●  微少・廉価形コリオリ流量計「CoriMateⅡ」分離

形モデル
●  廉価形容積流量計「フローペット-5G」（無線通信

タイプ）
●  高性能・標準形渦流量計「EXデルタⅡ」
●  樹脂製・廉価形渦流量計「EggsDELTAⅡ」
●  気体用マルチパス超音波流量計「FLOWSIC600-

XT」
●  マルチポイント挿入形熱式質量流量計「K-BAR 2000B」
●  空気式バルブアクチュエータ「VトルクⅡ」（無線

通信タイプ）
●  パルス中継式現場型積算計（防爆）

＜連絡先＞
TEL 03-3360-5131　FAX 03-3365-8603
http://www.oval.co.jp/

M-21
㈱イシダ

生産地から食品工場、小売店舗までALLイシダでのトータ
ルサポートをご提案。ライン全体の最適化をご提案。生産シ
ステムライン全体の効率化や課題分析をサポート致します。
また、グループ会社の新光電子より高精度電子天秤から新
製品の「柔らかさセンサー」まで幅広くご提案いたします。

＜主な出展物＞
X線検査装置
IX−G2：イシダX線検査装置のIXシリーズ最高クラスの異物検
出を実現。デュアルエナジーセンサーによるエネルギー分析機
能の活用で骨や貝類などの低密度異物の感度が向上し、誤検出
率も低減。従来機では検出不可能な異物も高感度で検査します。
ウェイトチェッカー
DACS−GNシリーズ：衛生的で優れた構造により生産現場
の要望に柔軟に対応するスマートチェッカー
・最適な選択を可能にするモジュールシステム
・衛生性と耐久性に優れた構造で安心
・かんたんな操作で現場作業者をサポート
セミオート対面スケール
UNI−9：コンパクトな1台がFace to faceの接客を実現。
台紙レスオートカット仕様で印字内容に応じて、自由な長
さでラベルを自動カットします。無駄部分を省き、ラベル
コストの削減を実現します。

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

M-69
㈱エー・アンド・デイ

「見たいが見られる！」開発から出荷まで、Ａ＆Ｄが
サポートします。

「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。

＜主な出展物＞
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、Ｘ線検査機、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

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

M-37
ANYLOAD WEIGH & MEASURE INC.

*Headquartered in Canada, major supplier of load 
cells in North America.
*Leading company specialized in designing and 
manufacturing load cells, force transducers, and 
other weighing components.
*Strong on customization at competitive cost

＜主な出展物＞
363TSM1: Super thin weigh module for tank, silo 
and hopper weighing, wash down and IP68/IP69K
106MHM1: Foot weigh module for easy installation, 
maintenance and adjustable for height.
TESNLINK （110RH+805HP）: OIML MAA C3 and 
C6 tension load cell, super compact and light, with 
hand held indicator, 5 times safety factor, saving for 
overhead space.
Miniature load cell: 247ASLH, 296xxxx
Hermetic seal single point load cell, 651xx, OIML C9

＜連絡先＞
TEL +1-604 420 2130　FAX +1-866 612 9088
http://www.anyload.com

M-07
㈱大手技研

圧力・気体流量・力等の校正ソリューションを提供
するほか、関連する装置の設計・製作の提供、保守
及び高品質な校正を専用施設にて承っております。
○圧力・気体流量校正機器・システム
○ロードセル校正システム
○クイック接続コネクタ
○校正サービスの提供
　　JCSS校正 …圧力・温度・質量
　　一般校正 …圧力・温度・質量・気体流量・電気

＜主な出展物＞
TOVEY ENGINEERING社：ハイエンドロードセル
校正システムの決定版
ロードセル自動校正システム
競合する他のどの校正システムよりも、小さな計測
の不確かさを提供します。キーシステムのコンポー
ネントは、計量標準に必要な厳しい基準を満たし、
ISO及びASTMの両規格に対応しています。TEI自
動化システムは、デッドウエイ卜形校正器と同等の
結果を提供します。

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

M-27
オーハウス コーポレーション

今年創立111周年の長い歴史と豊富な業界知識を基
に、オーハウスは高性能な天びんとはかりを包括的
なラインナップで取り揃えています。
費用対効果の高いお手頃な価格の製品で、高い品質
と価値を実現しています。

＜主な出展物＞
・分析天びん EXシリーズ
・分析天びん AXシリーズ
・分析天びん PXシリーズ
・コンパクト天びん スカウトシリーズ
・水分計 MBシリーズ
・個数計 レンジャーカウント3000
・台はかり D5000シリーズ

2018年5月に満を持して発売したパイオニアシリー
ズ（PX）は高性能と経済性を兼ね備えた基本計量に
最適な天びんです。

＜連絡先＞
TEL 03-5815-5515　FAX 03-5815-5525
http://www.ohaus.com
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M-53
㈱岡田計器製作所

特許取得耐振型マグネット式ギヤレス圧力計を作動
状態で比較展示します。
良好な耐振性能を目で見て実感出来ます。
ASHCROFT製品も多数展示します。
バリエーション豊かな製品群をご案内します。

＜主な出展物＞
自社製品
・マグネット式ギヤレス圧力計、特許取得製品！
・密閉型圧力計、密閉型微圧計、その他圧力計
・各種隔膜式圧力計
・特殊計器（荷重計・重量計・フローメーター他）
・バイメタル温度計、ガス封入式温度計

「日本総代理店25年」
ASHCROFT製品、HEISE製品
・圧力計、サニタリー式圧力計・他特殊圧力計
・温度計、特殊温度計
・圧力/温度スイッチ・HEISE精密圧力計

＜連絡先＞
TEL 03-3303-2268　FAX 03-3304-8036
http://www.okadakeiki.co.jp

M-64
柏原計器工業㈱

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。
本展では検針省力化機器としてハイブリッド水道
メータとIoTとクラウド対応の次世代水道メータを
ご紹介させて頂きます。

＜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。
・  IoTネットワーク対応の次世代水道メータシステム

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

M-20
鎌長製衡㈱

計量法により自動はかりが「特定計量器」に指定さ
れたことを受け、鎌長製衡ではホッパースケール等、
関連する自動はかりを出展します。対象となる自動
はかりの新規ご計画はもちろんのこと、既設計量器
の更新・改造についても是非この機会にご相談下さい。

＜主な出展物＞
化学、食品、鉄鋼、飼料等、粉粒体を扱うあらゆる
業界で、原料の受け入れ、払い出し、配合、製品出
荷等の用途で用いられるホッパースケールを出展し
ます。
また同時出展する脱気装置は、含気量が多い微粉体
の脱気充填に最適な製品です。粉を締め、飛散を防
止することでクリーンな充填を実現します。

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

M-62
関西オートメイション㈱

関西オートメイションの新たな計測分野への挑戦と
して
新製品「M-sens（粉・粒体水分計）」

「SolidFlow（粉・粒体流量計）」
を展示します。
今後さらなる計測ソリューションとなってくる製品
を、是非ご覧下さい。

＜主な出展物＞
・M-sens 2型（新製品）
　　高周波方式　オンライン粉・粒体水分計
　　あらゆる固体の水分をリアルタイムで測定
　　プロセスとプロダクト品質を最適管理
・Solid Flow2.0型（新製品）
　　フローを阻害しない非接触測定方式
　　粒径１nm〜10mmまでの粉・粒体に対応
・SWM（振り子式レベルスイッチ）
・ALN（静電容量式レベルスイッチ）
・LS（回転式レベルスイッチ）
・KVX・XV2（振動式レベルスイッチ）

＜連絡先＞
TEL 06-6312-2071　FAX 06-6314-0848
https://kansai-automation.co.jp/

M-11
㈱北浜製作所

ボールSAWセンサを用いた超微量水分計の展示。天
然ガスも高純度ガスも１台で計測可能です。バック
グラウンドガス毎の再校正の必要が無く、ガスの成
分に変動がある場合でも同時に検知できます。
従来の方式を超える応答性が体感できる画期的な製
品です。

＜主な出展物＞
GEセンシング社のラインナップとなる水分計、超音
波式液体・気体用流量計を展示致します。
またボールウェーブ株式会社製のボールSAWガス分
析計の展示を致します。

＜連絡先＞
TEL 03-5745-0601　FAX 03-5745-0605
https://www.kitahama.co.jp/company/

M-56
キヤノン化成㈱

感圧測定システムは「感覚の数値化」に適したシス
テムで、実際に触れてみて特長を体感することがで
きます。展示パネルによる用途例の紹介や各種デモ
機を多数用意しています。
また、今秋発売予定の次期製品も展示します。

＜主な出展物＞
感圧測定システムは持ち運びが容易で圧力の変化を
リアルタイムに簡単に計測することができます。デー
タは無線でパソコンへ転送し専用アプリケーション
で記録や編集が可能です。システムに対応する感圧
センサユニットは小型タイプのФ10や500N対応のΦ
35、切断して長さを変えられる矩形タイプをライン
アップしています。製品化を予定している薄型・微圧・
曲面にも対応するΦ18センサも用意しています。

＜連絡先＞
TEL 029-876-6063　FAX 029-876-6049
http:// www.canon-kasei.co.jp/
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M-54
㈲三協インターナショナル

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LAB用分銅
２、主に現場用の工業系分銅
３、500㎏の大型分銅のステンレス模型（原寸大）
４、増しおもりやフック分銅など特注分銅

＜主な出展物＞
展示品名称：
１、大質量分銅
　　精度：F2、M1
　　材質：SUS304
　　表面：鏡面仕上げ
　　種類：100㎏〜1000kg
２、OIML型円筒分銅
　　精度：E2、F1、F2、M1
　　材質：SUS304
　　表面：鏡面仕上げ
　　種類：１g〜20㎏

＜連絡先＞
TEL 029-827-1758　FAX 029-867-5538
http://www.fundou.shop

M-05
㈱共和電業

応力計測の総合メーカーとして、共和電業ならでは
の計測機器を多数展示します。特に光ファイバ測定
システムや無線計測ユニットを紹介する中で、従来
とは異なるアプローチで来場者の課題解決に貢献し
ます。

＜主な出展物＞
MRS-100シリーズは、デジタル変調で安定した通信
が行える小型な無線ユニットで、ひずみゲージ式セ
ンサを手軽に無線化できます。
自動車関連など実験研究分野での高速現象にも対応
し、ほぼリアルタイムで試験データの送信が可能です。
また、生産ラインに組み込み、品質管理に用いる荷
重や圧力などのセンサを無線化することで、生産性
の向上にも役立ちます。

＜連絡先＞
TEL 042-489-7266　FAX 042-481-9995
http://www.kyowa-ei.com/

M-50
㈱クボタ

爆発危険場所への導入が可能な耐圧防爆型の3/4自
動液体充填機を展示します。高い充填精度はもとよ
り、安全確保、生産性向上が可能な自動機の動きを
ブース内で実演します。
今般の計量制度の見直しの対象となる「自動はかり」
関連製品としてもご注目ください。

＜主な出展物＞
■3/4自動耐圧防爆型液体充填機
TQR−20S
半自動でも全自動でもない「４分の３」自動充填機。
設置スペースをとらない回転式。
■トラックスケール用データ処理プロセッサ
SP−600（新製品）
設置レイアウトの自由度と操作性をさらに向上。
障害に対する信頼性を高めました。
■本質安全防爆型台はかり
KL−100NX−IS−Dシリーズ
防爆型のデータキャリアで計量管理が可能。

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

M-32
㈱ケツト科学研究所

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。

＜主な出展物＞
サンプルの水分を非破壊でリアルタイムに測定でき
る、デスクトップタイプの近赤外水分計です。従来、
サンプル測定面を平滑にしたり、光源との距離を調
整したりすることが正確な測定のポイントでしたが、
本器はガラス上に載せたサンプルの底面を測定する
ことで、正確さが向上し、手間の低減にもつながり
ました。サンプルセルは付属のガラスシャーレの他、
使い捨てのポリ袋等も使用できますので、より簡単
に測定ができます。
2017年発売の新製品です。

＜連絡先＞
TEL 03-3776-1118　FAX 03-3772-3001
http://kett.co.jp/

M-15
高分子計器㈱

ゴム硬度計は、硬い・軟らかいといった普段人間が
感覚で捉えている物理的性質を数値で表すことがで
きる測定機器です。今回の展示会では、品質保証に
おける厳密な硬さ測定に対応出来る、より高精度な
デジタルタイプのゴム硬度計を展示いたします。

＜主な出展物＞
・自動ゴム硬度計P2シリーズ
・デジタルゴム硬度計DD4シリーズ
・マイクロゴム硬度計MD-1capa
・全自動IRHDマイクロゴム硬さ測定システム

その他、アナログゴム硬度計やゴム硬度計用定圧荷
重器等を展示します。

＜連絡先＞
TEL 075-414-1411　FAX 075-431-0661
http://www.asker.co.jp/

M-17
㈱佐藤計量器製作所

約２年後執行となる水俣条約を控え、弊社では水銀レスの
高精度温度計・湿度計・気圧計を展示いたします。
また、無線式（温湿度）データロガー、携帯型黒球式熱中
症計などの新製品も出展いたします。ぜひ、弊社ブースに
お立ち寄りください。

＜主な出展物＞
【SK-810PT】
従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度
計です。

【SK-RHG】
従来の水銀温度計に代わり、アルコール温度計を使用し、
水銀温度計と同等の機能を実現しました。

【SK-500B】
水銀未使用の精密級デジタル気圧計です。

【SK-L700R】（新製品）
親機から機器の測定、測定データの監視、記憶した測定デー
タの回収を無線通信でおこないます。

【SK-180GT】（新製品）
暑さ指数（WBGT）を計ることができる黒球温度計・温度計・
湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中
症計です。

＜連絡先＞
TEL 03-3254-8112　FAX 03-3254-8119
http://www.sksato.co.jp
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M-24
産業技術総合研究所　

計量標準総合センター

産業技術総合研究所　計量標準総合センター（NMIJ）
では、身の回りにある計測器の基準となる計量標準
の開発・供給を行っております。今回の展示は、
2019年に予定されている国際単位系（SI）の定義改
定を含む計量標準の開発のパネル展示、および自動
はかりの計量制度の見直しを含む法定計量のパネル
展示を行い、NMIJの最新の活動を紹介します。

＜主な出展物＞
計量標準の開発紹介では、2019年に予定されている
SI定義改定の概要とその改定が産業界に与える影
響、更には最新の計量標準の開発、および関連する
新しい計測技術を紹介します。併せて、現行のキロ
グラム原器や将来のキログラムの単位を実現するた
めのシリコン球のレプリカなどを展示します。法定
計量の紹介では、計量法の規制対象となった「自動
はかり」を中心にパネル展示を行うと共に、９月28
日（金）にNMIJ法定計量セミナー2018を開催し、自
動はかりについて生産者から見た技術革新や日本及
び欧州での計量事情などについて紹介します。

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

M-19
JFEアドバンテック㈱

防塵・防滴の大型クレーンスケールや、少容量のホッ
パ重量計、また低張力を検出するテンションメーター
及び各種新型ロードセルなどを紹介します。また各
種診断装置も展示します。

＜主な出展物＞
クレーンスケール　　　ATHWシリーズ
ホッパ重量計　　　　　DFSシリーズ
テンションメーター　　TMシリーズ
ロードセル　　　　　　HR・ZR・CT等
データ処理装置　　　　KD-700シリーズ
診断装置　　　　　　　エアーリークビューア
診断装置　　　　　　　コロナ放電チェッカー

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

M-49
シチズンファインデバイス㈱

ガラススケールを利用した0.1µmの分解能を持つ光
学式アブソリュートエンコーダを超精密計量での位
置検出機能としてのご提案です。

＜主な出展物＞
アブソリュートタイプエンコーダを利用した長さ測
定器はもちろん、１msecでのデータ変換できる検出
器とアンプ、超精密計量でのコア部品のデバイスと
してもお客様のご要望にお応えできる形状中身のコ
ンパクトな製品を紹介します。

＜連絡先＞
TEL 0555-22-1141　FAX 0555-23-2106
http://cfd.citizen.co.jp

M-25
湿度、水分計測・センサ研究会

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》
神栄テクノロジー㈱、㈱第一科学、㈱チノー、トウ
プラスエンジニアリング㈱、㈱ビートセンシング、
㈱三菱ケミカルアナリテック。

＜連絡先＞
TEL 03-3268-2121　FAX 03-3268-2167

M-39
島津システムソリューションズ㈱

私ども島津グループのブースでは「はかる」をキー
ワードに、様々な視点よりお客様の測定、計測ニー
ズにお応えする機器や各種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＞
■  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。
　  現地でのJCSS校正も可能です。
　  「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。

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

流量計校正試験所 −瀬田（滋賀県大津市）−

M-39
㈱島津製作所

私ども島津製作所のブースでは「はかる」をキーワー
ドに、様々な視点よりお客様の測定、計測ニーズに
お応えする機器や各種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＞
分析天びんAPシリーズ、紫外可視分光光度計 UV-
1900、フーリエ変換赤外分光光度計IRSpirit、ガス
クロマトグラフNexis GC-2030、ガスクロマトグラ
フ質量分析計、高速液体クロマトグラフProminence、
液体クロマトグラフ質量分析計、走査型プローブ顕
微鏡SPM-9700HT、レーザー回折式粒子径分布測定
装置、エネルギー分散型蛍光X線分析装置EDX-
7000、マイクロビッカース硬度計HMV-G、精密万
能試験機

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



17はかる　No.131

出展者と見どころ

M-40
㈱センシズ

自社開発・製造の高精度小型圧力センサ、投げ込み
式水位センサを展示します。
新製品の展示・水槽を使って製品のデモンストレー
ションの実施、パンフレット・カタログの配布も行
います。気になる点がございましたらお気軽に展示
員にご質問ください。

＜主な出展物＞
新製品①HLV−S6VL／HM−220
3V電源動作可能な圧力センサと投げ込み式水位セン
サとなっており、ローパワーで駆動いたします。電
池やソーラーパネルでの駆動に最適です。

新製品②PPVシリーズ
田んぼ・用水路用の投げ込み式水位センサになって
おり、設置も簡単でメンテナンスも楽に行えます。
導入・ランニングコストを削減し、簡単に高精度な
水位測定をおこなうことが可能になります。

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

M-51
昭和機器工業㈱

当社は計測制御機器、計測管理システム等の製造販
売を行い、自家発電施設やSSなど幅広い分野をサ
ポートしています。今回、シェア日本一を誇る総務
省消防庁所轄法人認定の高精度液面計をはじめ、卓
越した技術力と斬新な発想により開発した製品を出
展します。

＜主な出展物＞
◆高精度液面計　X−1／T−1
地下タンクからの危険物の微少な漏えいを早期に検
知する機能や、停電時にもタンク内の在庫量が確認
できる直読容量表示機能（オプション）等を搭載し
た高精度液面計です。
◆クラウドレベビジョン
タンク施設の在庫データをリアルタイムに集信して
一括管理する本システムにより、ローリー車による
配送の高効率化を支援します。
◆地震活動予測システム
某国立大との共同研究によるシステムです。

＜連絡先＞
TEL 03-3716-5777　FAX 03-3716-2384
http://www.showa-kiki.co.jp

M-58
㈱昭和測器

力計ロードセル（試験機校正用）、特殊型ロードセル、
汎用ロードセル製品まで幅広いラインナップを展示
します。
新製品の重心位置測定装置は実物を展示し、実際に
物体の重心を測定して頂くことが出来ます。

＜主な出展物＞
●重心位置測定装置　WME-500NC
焦点型６分力ロードセルの構造を採用する事により、
検出部のセンターを正確に位置だしできることで、
より正確な重心位置を計測することが可能になりま
した。（人工衛星の部品検査での使用実績あり）
重心位置測定装置は検出部（載荷台）と計測ユニッ
ト（アンプ、パソコン、専用ソフトウエア）が一式セッ
トになっており、容易に重心測定が行えます。
●超微小トランスファートルク変換器
新開発の弾性体により、高精度のトルク測定が可能
になりました。

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

M-21
新光電子㈱

防爆はかりとPDAとの連動で作業ミスを削減するシ
ムテムや、危険箇所に設置できる防爆構造電源ボッ
クスなどざまな製品を出展いたします。
ぜひご体感ください。

＜主な出展物＞
・本質安全防爆構造電子はかりFZシリーズ
　　音叉式力センサを搭載した高精度電子はかり
・本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット
　　Bluetooth通信でシステム構築が可能
・本質安全防爆組み込み式低床型計量器
　　新発売！台車のまま計量できます。
・防爆構造電源ボックスEXWPS-1
　　危険箇所に設置できる電源ボックス

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

M-55
新東科学㈱

摩擦摩耗試験機HEIDONトライボギアのデモンスト
レーション及び展示を行います。
事前に来場予約を頂いたお客様にはサンプルテスト
を行うことも可能です。是非ご予約をお願いします。

＜主な出展物＞
『新製品』荷重変動型摩擦摩耗試験システムHEIDON 
トライボギアTYPE:HHS2000S。摩耗形態図の作成
を含む全ての測定が行えるトライボギアのハイエン
ドモデルHHS2000がモデルチェンジしました。
触感計HEIDONトライボギアTYPE:33は「触感」を
測定できるユニークな測定機です。
ポータブル摩擦計HEIDONトライボギアミューズは
世界初のポータブル摩擦計として20年以上販売され
ているロングセラー商品です。
その他にも測定治具や解析ソフト等HEIDONトライ
ボギアの魅力をご紹介します。

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

M-77
シンワ測定㈱

シンワ測定㈱では身近な測定器である金属製の直尺・
曲尺とJCSS校正サービスの概要を紹介させて頂き
ます。
また、水平・鉛直の基準出しに利用出来るレーザー
墨出し器グリーンレーザー、X lineシリーズを展示
します。

＜主な出展物＞
代表製品の金属製直尺曲尺、検査・管理用精密級直
尺を展示致します。
曲尺は目盛が見易い新製品ホワイトシリーズを展示
します。
レーザー墨出し器は従来の赤色LDと比べ視認性の高
い緑色LDを使用したグリーンレーザーを展示致しま
す。

＜連絡先＞
TEL 048-487-4777　FAX 048-470-1057
http://www.shinwasokutei.co.jp
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M-48
第一法規㈱

計量器の技術革新への対応や国際規格との整合性を
図ることが求められている今！
WEB、加除式書籍、用語辞典、３つの媒体で計量法
実務の日常生じる疑問から根拠法令の確認、法令用
語の理解まで、強力にサポートします。

＜主な出展物＞
■WEB情報サービス：計量法実務WEB
日常の疑問から根拠法令、用語まで計量実務をサポー
ト！計量法令・実務に関する情報を提供する唯一の
データベースです。
■加除式書籍：
新版 計量関係法令例規集
新版 計量関係法令例規集─Q&A編─
新版 計量関係法令例規集─事項別解説編─
■単行本：
キーワード式　知りたい用語がすぐに見つかる！
計量実務事典

＜連絡先＞
TEL 03-3796-5455　FAX 03-3404-2269
http://www.daiichihoki.co.jp

WEB情報サービス

加除式書籍

単行本

M-75
㈱タイムワールド

酸素カプセル・ボックスは宇宙飛行士が宇宙センター
内の部屋を加圧してわずかな時間で疲労回復、睡眠
不足をとるために使っている気圧室と同じ原理です。
中に入ることで疲労回復、睡眠不足の解消にもつな
がりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。

＜主な出展物＞
酸素カプセル
酸素ボックス

＜連絡先＞
TEL 03-5547-8883　FAX 03-3527-9393
http://www.o2-capsule.com

O2カプセル・ボックス

M-29
㈱タツノ

「環境と新エネルギーへの対応」をテーマに、「クリー
ンな環境をつくり出す新型ガソリン計量機」と「水素
やLNGを計測・充填する機器」をメインに展示します。
環境性能に優れた「製品」と最新の「技術」を、ぜ
ひご覧ください。

＜主な出展物＞
①新型ガソリン計量機「サニーNX　D100R」
　ベーパー液化回収装置を内蔵した計量機「エコス
テージDシリーズ」のプレミアムモデルで、液化回
収率が飛躍的に向上しました。給油時のガソリン臭
をカットし、資源の有効活用とクリーンな環境づく
りを実現します。
②LNGディスペンサー
　液化天然ガス（LNG）をLNG車両に充填します。
商用目的の同ディスペンサーしては当社製が国内初
となります。
③コリオリ質量流量計
　水素やLNGの質量を正確に測ります。

＜連絡先＞
TEL 050-9000-0567　FAX 03-3452-6125
https://tatsuno-corporation.com/jp/

M-65
㈱田中衡機工業所

爆発の可能性がある環境下でご使用いただける本質
安全防爆計量機シリーズを提案いたします。お客様
のご要望、ご使用環境に応じた適切な計量機、なら
びに計量システムをご提供いたします。様々なサイ
ズ・ひょう量・材質・細かい最小表示に対応可能です。

＜主な出展物＞
危険地帯用計量機において、高分解能やダブルレン
ジなどお客様のニーズに幅広く応える製品を取り揃
えております。
また、計量データの出力・管理につきましてもご相
談ください。クラウドでの管理や、Bluetoothなど、
各種ご用意しております。
その他にも、衛生面にさらに優れたステンレス製の
上皿さおはかりや運搬と計量を１台でこなすハンド
パレットスケール等、様々な業界でお使いいただけ
る計量機を展示いたします。

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

HD-100bx
PW-100bx

UTTII-Sbx

TT-Sbx

M-66
㈱チノー

『チノーの計測技術で産業の安全・安心を支える』を
テーマに機器・センサ・システム・サービスを展示し、
最新のソリューションを提供します。技術説明会で
は『チノーのIoTへの取組み』と『接触式温度セン
サによる表面温度測定』の２テーマ行いますので是
非ご聴講ください。

＜主な出展物＞
新システムのWebステーションは、記録計、調節計、
PLCを下位通信で接続し、PC/サーバ、タブレット
へ上位通信で接続を可能にするIoTに対応したス
テーションです。新製品では、改竄防止PDFレコー
ダ、バーコード対応レコーダ、BLE中心温度計/放
射温度計、単色放射温度計を紹介します。さらに本
質安全防爆形温湿度計、水素センサ、復刻版光高温計、
JCSS出張校正、温度マッピング、クラウドサービス
も紹介いたします。ご来場お待ちしております。

＜連絡先＞
TEL 03-3956-2449　FAX 03-3956-8927
http://www.chino.co.jp/

M-31
㈱中央電機計器製作所

寸法測定装置GS-HB6040の実機を展示し、測定の実
演を致します。お持ち頂いたサンプルワークの測定
や実際に操作して頂くことも可能です。
是非御来場頂きまして、装置の動きや、操作性・使
い勝手を体感ください！

＜主な出展物＞
寸 法 測 定 装 置Smart Edgeの 標 準 モ デ ル「GS-
HB6040」はA3サイズまで測定可能な卓上型モデル
です。一般的な作業机にコンパクトに設置頂けます。
アイコンを選択していくだけのシンプルな操作性で、
測定プログラムを簡単に作成でき、一度プログラム
を作成すれば、誰でも、何度でも、自動測定可能です。
弊社はカスタマイズを得意としており、お客様のニー
ズに応じた最適なステージサイズ・レンズ、照明の
選定など、小回りの利く対応をいたします。

＜連絡先＞
TEL 06-6953-2366　FAX 06-6953-2414
http://www.e-cew.co.jp/
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M-23
東洋測器㈱

様々な計量計測分野に応用できる、ロードセルや台
はかりを展示します。

＜主な出展物＞
・６分力計測マルチフォースセンサ
・試験体へのゲージ貼り
・電池式残量監視装置
・各種超小型ロードセル
・ボルトセンサ
・真空対応超薄型台はかり

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

M-13
㈱ティアンドティ

非接触で、液面管理ができる『重量センサ』を展示してお
ります。
ロードセル方式なので、高精度で管理出来ます。
しかも、超ローコストの重量センサをご提案いたします。
また、新製品として『照度計』の展示も行っております。
ハイエンドモデルからローコスト品まで３機種ご用意して
おります。
実機をご用意してお待ちしておりますので、お気軽にご覧
下さい。

＜主な出展物＞
『重量センサ』
ロードセルを採用した台秤です。非接触で液面管理が容易
に出来ます。
実機を用意しておりますので、お気軽にご覧下さい。

『照度計』
照らされている面の明るさを数値化する測定器です。
JIS規格に準拠しているモデルから規格無しのローコスト
モデルまで３機種ご用意しております。実際に手に触れて
みて下さい。驚くほどコンパクトで軽量となっております。

『漏液センサ』
液漏れでお困りの事はありませんか？業界一のシェアを持
つティアンドティが、液漏れの悩みを解消します。

＜連絡先＞
TEL 042-752-4481　FAX 045-752-4972
http://www.techtry.co.jp/

M-73
㈱TJMデザイン

建築用ハンドツールのブランドTAJIMAは数多くの
製品ジャンルでトップシェアを獲得しています。

＜主な出展物＞
コンベックス
レーザー墨出し器
レーザー距離計
など

＜連絡先＞
TEL 03-3969-5620　FAX 03-3969-6696
https://tajimatool.co.jp/

M-67
東京計器㈱

各種高精度のレベル計や流量計を展示いたします。
また、４社協業（BLUEDGE）として、長野計器株
式会社、株式会社チノー、株式会社オーバルと同一
エリアにブースを集結し、BLUEDGEによるIoTセ
ンサネットワーク・システムを展示いたします。

＜主な出展物＞
電波レベル計　KRG-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
実流量校正設備（映像紹介）

＜連絡先＞
TEL 03-3737-8621　FAX 03-3737-8665
https://www.tokyokeiki.jp/products/ryutai/

M-70
東京計装㈱

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。

＜主な出展物＞
・  コンパクトタイプ面積流量計　NLZシリーズ
・  インラインタイプ超音波流量計　UL3400
・  コリオリ質量流量計　MASSMAXシリーズ
・  電磁流量計　MAGMAXシリーズ
・  Vコーンフローメータ
・  マイクロ波レベル計　TLRシリーズ
・  マイクロパルスレベル計　TGR / TGFシリーズ
・  タンクゲージシステム
・  レベルトランスミッタ

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

M-59
㈱東日製作所

東日製作所では2018年３月にトルク機器JCSS第三
階層の認証を受けたことにより第一〜第三階層まで
JCSS校正の供給が可能となりました。東日ブースで
はJCSS校正の供給や検査用トルク機器、データ管理
用トルク機器などを展示し、皆様のご来場をお待ち
しております。

＜主な出展物＞
DOTE4型トルクレンチテスター
工具の自重補正が不要な水平ローディング式デジタ
ルトルクレンチテスター。データ出力が可能で、不
確かさ・JCSS対応校正証明書付きもあります。
CEM3型デジタルトルクレンチ
締付けデータをLEDとLCDのハイブリット表示し最
大999メモリ。
増し締め検査に最適なジタルトルクレンチ。
FD/FDD型データ伝送式トルクレンチ
クリック時の締付けトルク値を無線でデータ伝送。
双方向通信でPCからの指示で発信器に上下限規格値
を伝送し、手元で合否判定が行えます。

＜連絡先＞
TEL 03-3762-2452　FAX 03-3761-3852
https://www.tohnichi.co.jp

DOTE4型
トルクレンチテスター

CEM3型デジタルトルクレンチ

FD/FDD型データ伝送式トルクレンチ
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M-42
㈱富永製作所

弊社は、130年余の実績と経験に基づき危険物施設
における「あらゆる製品・設備」を手掛けています。
今回は独自開発した水検知機能付新型計量機や緊急
災害時に使用できる給油ポンプ等をご紹介致します。

＜主な出展物＞
◆新型ガソリン計量機「アルーナマルチ」
　  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“アクアテクト”（水検知機能）や
地震時の事故を未然に防ぐ振動検知装置等、給油
時のトラブルを回避します。

◆緊急災害時用燃料油ポンプ
　  緊急災害時に活躍する、動力が不要な足こぎ式給

油機です。
◆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、地下埋設部の腐食を防止し、
土壌汚染防止に効果的な製品です。

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

M-71
長野計器㈱

設立70周年を迎え、長野計器グループの圧力計測・制御・
検査・校正事業を紹介致します。また、IoT社会の実現に
向けた圧力計測に関する取組として、ワイヤレス微差圧計、
RFID搭載バッテリレス圧力センサのデモ展示と光ファイ
バセンサを用いたインフラモニタリングシステムや、様々
な業界用途に適応した圧力計測機器をご紹介します。

＜主な出展物＞
ワイヤレス微差圧計
電池式デジタル微差圧計に、LPWA方式のワイヤレスモ
ジュールを組込みました。配線作業をすることなく遠隔地
で微差圧検出を可能であり、圧力の無線計測用途としてご
提案します。
BLUEDGE［４社協業］無線ネットワークシステム（参考
出展）
長野計器（圧力）・東京計器（レベル）・チノー（温度）・オー
バル（流量）の物理量を統一した無線プロトコルにより一
括で状態監視・データ解析が可能となるシステムをご提案
します。
スマートセンサ
現在開発中である橋梁下部工基礎の健全度（洗掘、土被り
など）を常時監視するシステムです。健全度を常時監視す
ることで、社会インフラの維持管理に貢献します。

＜連絡先＞
TEL 03-3776-5311　FAX 03-3776-5320
http://www.naganokeiki.co.jp

M-63
新潟精機㈱

私たち新潟精機はお客様の声のもと、多種多様な測定
器を取り揃えています。1/10000mmといった非常に高
精度の製品、痒いところに手が届くオリジナリティ溢
れる製品とその商品群は多岐に渡ります。今回の出展
ではその代表的な商品たちを一挙お見せいたします。
モノづくりにおいて欠かすことのできないSKブランド
の製品たちを是非ご体感下さい‼

＜主な出展物＞
新潟精機の代表作、デジタル水準器DL-S4Wをご紹介
致します。こちらは気泡管式の水準器と比べ圧倒的な
早さと快適性を併せ持つレベルニックシリーズのハイ
エンドモデルになります。定盤の水平出し、真直度・
平面度測定や工作機械の設置時などに力を発揮します。
最小読み取り値0.0001°と高精度のため正確な作業が可
能となります。また無線システムが標準装備されてお
り測定データをワイヤレスで送信することが可能です。
定盤を複数台お持ちの方は日々の使用前点検・校正が
素早く正確に、そして費用を抑え誰でも簡単に行なう
ことが出来るようになります。是非実際に手にとって
ご確認をお願いします‼

＜連絡先＞
TEL 0256-31-5660　FAX 0256-39-7730
https://www.niigataseiki.co.jp/

レベルニック　DL-S4W

M-61
西日本高速道路ファシリティーズ㈱

○走行車両重量測定装置
重大事故の原因となる過積載車両の通行は、路面や
橋梁に“わだち”などをつくり道路や車両走行に悪
影響を及ぼすため、この走行車両重量測定装置が瞬
時に車両の重量を測定し高速道路進入時に警告、退
出を促します。

＜主な出展物＞
○走行車両重量測定装置

【特徴】
・  高速走行での軸数検知が可能です。
・  高速走行でのより正確な車重（総重量）が測定で

きます。
・  車両の進行方向を判別します。
・  従来と比較し、耐久性がUPします。

【仕様】
・  検出部寸法：L約300mm×W約3,000mm
・  車両通過速度：80km/h
・  検出定格：軸重20t（F.S.）
・  総合精度：±５%以内（F.S.）

＜連絡先＞
TEL 072-645-7096　FAX 072-645-7097
http://www.w-nexco-fct.co.jp/

M-14
㈱日産クリエイティブサービス

自動車の生産・開発で培った計測技術による計測コ
ンサルティングの事例と、製品の品質保証に必要な
計測器の校正周期・期限の管理システム、および国
家標準にトレーサブルな校正サービスの内容をご紹
介します。

＜主な出展物＞
１．計測コンサルティングサービスの事例
　・  Ｘ線装置による内部構造の可視化
　・  高速度カメラによる挙動の可視化
　・  3D形状計測
２．計測器の校正サービスの紹介
　・  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登録事業者（0192）：振動加速度（歪ゲー

ジ式加速度計）、長さ、電気（直流・低周波）
３．計測器校正管理システムの紹介
　　  校正データ、周期、期限の一元管理システム

＜連絡先＞
TEL 046-270-1389　FAX 046-290-5071
http://www.nissan-nics.co.jp/service/measurement/index.html

内部構造の可視化

M-71
㈱ナガノ計装

株式会社ナガノ計装／計測器校正サービスセンター
は、計量法校正事業者登録制度（JCSS）で登録され
た「圧力」区分の校正事業者であり、かつ認定国際
基準（国際MRA／JCSS校正）に対応する校正事業
者です。

＜主な出展物＞
国家標準につながる特定二次標準器にトレースされ
た常用参照標準及びワーキングスタンダードを保有
しており、幅広い圧力計測機器の校正を行っています。
国際MRA／JCSS校正サービスを初め、現場標準器
の一般校正サービスおよび現地JCSS校正も実施し
ております。
お客様へ「安心・安全」を提供する為、メーカと同
等のエキスパートが責任をもって、製品の状態を診
断・解析・調整・修理まで一貫した校正サービスを
お届けします。

＜連絡先＞
TEL 03-5718-3281　FAX 03-5718-0238
http://nagano-keiso.co.jp
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M-22
日本フローセル㈱

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＞
リンセルバルブは、流体の圧力が変動しても常に設
定された流量を保つ定流量弁です。
電気・空気圧等の外部エネルギーを必要としません
ので、設置が簡単でランニングコストもかかりません。
設置するだけであらかじめ設定された流量をキープ
します。使用開始時に現場で面倒な調整をする必要
はありません。
過大流量を防止したい場合には、設定流量を上限と
して流量を制限するために使用することもできます。

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

M-33
日東精工㈱

高精度な「質量流量計」２タイプと、クランプオン
型の「超音波流量計」３タイプを展示します。また
防爆エリアで使用可能な「プロセスコントローラ」
を展示し、バッチ制御の仕込み量の設定から仕込み
量のプリントアウトまでの一連の流れを実演します。

＜主な出展物＞
「質量流量計クリーンフロー」
コリオリの力によって生じる計測チューブの位相差を
検出することで、質量流量をダイレクトに計測します。

「超音波流量計」
超音波による伝搬時間差方式を採用しており、配管
の外側から管内の流量を計測するため接液する必要
がありません。
プロセスコントローラ「BC100」
１台で同時に32ラインのバッチコントロールが可能
であり、防爆仕様にも対応します。

＜連絡先＞
TEL 045-545-5326　FAX 045-545-6935
https://www.nittoseiko.co.jp/

M-38
日本クリンゲルンベルグ㈱

クリンゲルンベルグのPシリーズは歯車測定におい
ての国際標準機です。
回転対称のワークの寸法、形状および位置の偏差を
計測できる三次元測定機です。

＜主な出展物＞
P16は以下の測定が可能です。
- 形状偏差 真直度、平坦度、真円度、円筒度
- 方向偏差 平行度、傾斜度、直角度
- 位置偏差 同心度、同軸度、対称度
- 振れ偏差 円振れ、全円振れ、面振れ、全面振れ
- 中心軸、中心ボア穴、偏心ボア穴の直径
- ピッチ円の円中心の偏差
- 溝または隆起の幅および深さ/高さ
- 円錐軸のテーパ角度
- 水平面または垂直面の位置および方向
- 垂直距離、輪郭の丸み

＜連絡先＞
TEL 045-473-6061　FAX 045-473-6218
http://www.klingelnberg.com/

M-02
（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、校正の範囲や校正測定
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。
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。

（出展予定：㈱双葉測器製作所、日本電気計器検定所、
城南電計㈱、神鋼検査サービス㈱、長野計器㈱、 
㈱オーバル、㈱大手技研、他）

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

M-76
㈱日本計量新報社

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2018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2018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

M-26
（一財）日本品質保証機構（JQA）

JQAはお客さまの計測管理をトータルサービスでサ
ポートいたします。
本展示会では「コスト削減、効率化、人材育成」に
焦点をあて、ご相談を承ります。
ブースへのご来訪を心よりお待ちしております。

＜主な出展物＞
・新規拡大の認定校正品目・範囲のご紹介
・計測管理サービスのご紹介
・校正設備のご紹介
・計測セミナーのご紹介
・各種サービス案内パンフレットの配布
JQAは高まるお客さまの校正ニーズに応え、現在国内
最多の認定校正（JCSS、A2LA）区分を有しています。
また、出張校正、無梱包輸送をはじめ、技術相談、
校正結果の管理、各種セミナーなど様々なサービス
をご用意し、お客さまの計測管理を総合的にサポー
トいたします。

＜連絡先＞
TEL 042-679-0144　FAX 042-679-0187
http://www.jqa.jp
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M-08
㈱ノア

3Dスキャナ、3Dアプリケーションシステムの研究開
発/製造を行っている株式会社ノアです。位相シフト
法を用いた3D計測により最高分解能0.1mmを実現し
た「高分解能3Dスキャナ」ほか、3Dスキャナ製品を
デモ展示いたします。

＜主な出展物＞
【高分解能3Dスキャナ】
最高分解能：0.1mm
視野角：48.5°H、24.0°V
測定時間：最短1.0秒
撮影可能距離：200mm±50mm
　　　　　　　※ 中心距離が150〜1000mmの範囲で

特注対応可能です。
自社開発製品なので、ご要望に応じたワークサイズ
への対応や、試料台も含めたトータルシステムの構
築、ソフトウェアのカスタマイズも可能です。お気
軽にご相談下さい。

＜連絡先＞
TEL 029-859-1577　FAX 029-863-2210
http://www.kknoa.co.jp

M-57
㈱光コム

世界初の自動車エンジンの全数容積測定、自動車部
品の外観検査分野においてシェア１位となった全数
検査システムなど、次世代の検査システム、ソフト
ウェアを実機展示いたします。

＜主な出展物＞
１．自動車エンジンの全数容積測定（世界初）
抜取り検査しかできなかった容積測定ですが、光コ
ムによって全数測定が高精度に実現できました。既
に自動車メーカーにてご採用いただき、最先端のエ
ンジン開発・製造に貢献しています。
２．外観検査システム（シェア１位）
鋳造品などの外観検査を自動化するシステムです。
鋳巣、打痕、フクレ、鋳残り、玉残りなどの目視検
査を廃止できます。自動車部品の検査分野にてシェ
ア１位（調査会社調べ）となりました。
３．新製品
より広視野で測定できる新型レーザーシステムを展
示予定です。ご期待ください。

＜連絡先＞
TEL 03-6380-9807　FAX 03-6380-9795
http://www.optocomb.com

M-18
日立オートモティブシステムズメジャメント㈱

「エネルギーインフラの一翼を担う」をスローガンに、
新エネルギーとして注目されている水素インフラへの
当社の取り組みや次世代SS・マルチステーションでの
安全性向上をめざしたシステムをご紹介いたします。

＜主な出展物＞
① 水素ディスペンサー「NEORISE」
　  高精度な自社製コリオリ式質量流量計による水素計

測と燃料電池車への充填が可能です。内蔵する熱交
換機を小型化することにより、同社従来容積比で約
30％の小型化を実現しました。

② 液化式ベーパー回収装置付計量機「ECOWAVE　eR」
　  ガソリン給油時に車輌の給油口から放出されるガソ

リンベーパーを回収・液化する装置を備えた計量機
を展示いたします。また、新しい技術を組み込んだ
システムのデモを実演いたします。

③ 電池駆動型超音波ガスメータ（参考出展、東京ガス
㈱共同開発）

　  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デモを実演
いたします。

＜連絡先＞
TEL 050-3852-5428　FAX 044-222-7155
http://www.hitachi-automotive-mm.com/

M-16
㈱日立ハイテクノロジーズ

有機・高分子、半導体・エレクトロニクス、無機材料、
金属・誘電体・磁性体、生体など、幅広い分野で利
用されている装置や光の干渉現象を利用した非接触・
非破壊の表面形状計測装置を出展します。
是非日立ハイテクノロジーズブースへお越しください。

＜主な出展物＞
○環境制御型ユニット AFM5300E
真空・液中・ガス・温度・湿度など、様々な環境ニー
ズに対応する環境制御型SPM
○中型プローブ顕微鏡システム AFM5500M
XY200µmの広域走査に加えて歪みを抑制したフラッ
トスキャナにより直線性の高い計測を実現する中型
SPM
○走査型白色干渉顕微鏡 VS1330
光干渉方式の特徴であるスピード・精度・分解能を
そのままに、ISO国際標準に準拠した汎用計測ユニッ
トとしてお使いいただける単眼ベースモデル

＜連絡先＞
TEL 03-3504-7211　FAX 03-3504-7756
https://www.hitachi-hightech.com/jp/science/

M-09
兵田計器工業㈱

世界のインフラに貢献する兵田計器の保護機器各種
を展示します。それは発変電開閉機器の健全性を温
度、圧力、流量、絶縁ガス密度の変化で見守り危険
予知、施錠までも行います。又アナログ出力に加え
て電気信号に変換発振するハイブリッド式温度計を
紹介します。

＜主な出展物＞
●ハイブリッド式温度計各種
従来の感温部サイズ、指示部、温度レンジ、隔測距
離に制限を持ちながらアナログ指示に加えて測温抵
抗体、熱電対の出力信号を発振します。
●重電機器用保護機器
変圧器、SF6ガス絶縁遮断器・開閉器などに施設さ
れる温度指示継電器、サーチコイル、ダイヤル油面計、
衝撃ガス圧継電器、衝撃油圧継電器、油流指示器、
自動復帰形放圧装置
など。

＜連絡先＞
TEL 06-6538-1291　FAX 06-6539-2617
http://www.hyoda.co.jp

M-71
㈱フクダ

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、包装容器（医薬品・食品・化粧品）などを
中心に幅広く導入いただいております。①漏れの基
準／規格化と②計測器化をテーマに代表製品を展示
予定です。

＜主な出展物＞
■エアリークテスタFLZ-0620／計測器化 対応機種
バッテリ、モータ、インバータ、FC関連部品などの
容器の欠陥を圧縮空気により測定する高精度測定装
置です。試験体内部を加圧・密閉し、圧力の変化で
ひび割れなどの欠陥を見つけます。計測回路に漏れ
量の標準としてフロースタンダードを組込み、環境
変化に合わせて自動補正するオートキャリブレー
ション機能を搭載。当社比で約30％精度を改善しま
した。朝夕の温度差で困っている場合などでの活躍
が期待されます。

＜連絡先＞
TEL 03-3577-1111　FAX 03-3970-7218
http://www.fukuda-jp.com/
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M-28
㈱ミツトヨ

デジタルノギスやデジタルマイクロメータなどの測定
データを、ワイヤレス通信でパソコンへスマート収集！ 
好評のU-WAVEに小型・薄型の新商品U-WAVE-TM/
TCを追加。送信ユニットが手になじむ形状へ進化し、
いつもの測定がしやすくなりました。導入しやすい
標準価格で品質管理の見える化、スマート工場への
第一歩におすすめです。体験コーナーを設けており
ますのでぜひお立ち寄りください。

＜主な出展物＞
【測定工具】
・  最新のデジタルノギス、デジタルマイクロメータ

【計測機器】
・  ロックウェル硬さ試験機HR-530
・  小型表面粗さ測定機 SJ-411

【計測システム】
・  測定データワイヤレス通信システムU-WAVE-TM/TC
・  データロガー機能搭載小型プリンタDP-1VA LOGGER
・  計測データネットワークシステムMeasurLink

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

M-35
㈱プラスワンテクノ

・  プチスケールは、世界最小の自動計量機です。
・  画期的なワークの切り出し方法で高速・高精度計

量に対応できます。
・  小計量、多品種混合、多列排出のラインに最適です。
・  装置構成部品は、工具レスで分解・組立ても簡単

です。
・  USBメモリーに生産記録を取得でき、トレーサビ

リティも万全です。
・  歩留まり向上にも貢献できる装置です。

＜主な出展物＞
※ 展示機は、PSα-10P3になります。
※ プチスケールαシリーズの中でも小さな機種にな

ります。

＜連絡先＞
TEL 092-644-6226　FAX 093-621-5720
http://www.plusonetec.jp

M-46
㈱フラット電子

高性能・高信頼性チップ形金属薄膜ネットワーク抵
抗器は抵抗温度係数の相対値１ppm/℃以内の製作が
可能です。設計値による回路の定数をワンパッケー
ジにできます。角形金属薄膜チップ抵抗器は抵抗温
度係数絶対値０±１ppm/℃以内で100Ω〜１MΩを
製作致します。

＜主な出展物＞
弊社ブースでは、最先端である表面実装タイプのチッ
プ形金属薄膜ネットワーク抵抗器や角形金属薄膜
チップ抵抗器、リードフレームタイプの角板形金属
薄膜固定抵抗器やSIP形ネットワーク抵抗器を展示
いたします。
お客様の付加価値の高い製品実現をお手伝いする、
カスタム仕様のネットワーク抵抗器は多くの納入実
績がございます。また、短納期や小ロット購入のご
検討にもご相談も承ります。

＜連絡先＞
TEL 045-802-9460　FAX 045-804-0924
http://www.flatdenshi.co.jp

M-07
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

9190A、1586A

M-41
マキシメーター・フルード・テクノロジーズ㈱

主に米国アディテル社製品を出展します。全世界80
か国以上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。新製品のドライウェル温度校正器を初出
展します。

＜主な出展物＞
１）  新製品ADT875ドライウェル温度校正器：温度

範囲-40〜660℃（３機種）
２）  ADT760ハンドヘルド自動圧力校正器：ゲージ

圧/微圧用
３）  新製品ADT770ポンプ内蔵全自動圧力コントロー

ラ：7.5kPa/15kPa
４）  新製品ADT960液体超高圧校正用テストポンプ：

420MPa
５）  新製品ADT681-GP60Kデジタル圧力ゲージ：

420MPa

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

M-45
（一財）三重県環境保全事業団

製品開発支援業務、製品・医薬原材料分析、品質管
理試験、異物検査、水質検査や環境DNA分析など、
お客様のニーズに対応した受託試験・サービスをご
提案させて頂きます。

＜主な出展物＞
「各種受託試験業務のご紹介」
・環境DNA分析
・医薬原材料分析
・品質管理分析（製品検査）
・異物検査業務
・材料、品質管理分析業務
・環境負荷物質調査業務（グリーン調達）
・絶縁油中のPCB分析業務
・残留農薬分析業務
・水道水の水質検査業務
・製品開発支援業務など

＜連絡先＞
TEL 059-245-7508　FAX 059-245-7516
http://www.mec.or.jp/k_bunseki/
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M-36
ミュー精器㈱

特徴のある計量指示計及びロードセル変換ユニット
を製造しているイタリアLAUMAS社製品を主に出
展。CC-LinkやEthernetI/Pなど各種フィールドバス
I/Fを搭載した、様々な計量制御での中核を担う製品
をご紹介します。

＜主な出展物＞
・  DIN対応小型ロードセル変換器　TLBシリーズ
・  和算箱不要4chA/Dロードセル変換器　TLB4シ

リーズ
・  ロードセルデジタイザー　LCBシリーズ
・  パネルカット型小型計量指示計　W100シリーズ
・  FLINTEC　ステンレスロードセル

＜連絡先＞
TEL 072-247-1001　FAX 072-247-0007
http://www.muc.co.jp

M-10
㈱村上衡器製作所

１mg以下の質量のサブミリグラム分銅に対しても、
JCSS質量校正証明書の発行が可能になりました。

［国内初：2018年１月より発行開始］
サブミリグラム分銅と併せて、証明書のサンプルも
ご覧頂けます。

＜主な出展物＞
サブミリグラム分銅
JISマーク付分銅（OIML型標準分銅）
ステンレス製まくら型分銅
フック付分銅
増おもり分銅
JCSS質量校正サービス（分銅・はかり）
その他、分銅もご用意しております。
卓上除振台　VAM−Ⅱ

＜連絡先＞
TEL 06-6928-7571　FAX 06-6928-1099
http://www.murakami-koki.co.jp/

M-72
大和製衡㈱

ブース内の展示に加え、技術説明会にて３つのセミ
ナーを開催いたします。「ランク選別組み合わせ技術」

「自動重量選別機とその課題」「産業用はかりへのIoT
技術の活用」これらに対応した展示物を弊社ブース
でご覧いただくことができます。

＜主な出展物＞
高精度を極めた重量検査機「オートチェッカJシリー
ズ」の最新型を出品いたします。医薬品や化粧品、
タブレット、粉体の分包などの重量チェックにお役
立てください。その他にも最新の体組成計、バリア
フリーの車椅子用体重計、青果物、お惣菜、冷凍食
品などのパック詰めに最適な組合せ計量機、見やす
くリニューアルされた指示計の展示などを予定して
います。サンプルを用いた実演作業をご覧いただく
こともできますので、どうぞご期待ください。

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

M-44
ヤマヨ測定機㈱

巻尺メーカーによるデジタル式メジャーテープです。
巻尺の精度と信頼はそのままに、使い勝手の良い繊
維製巻尺とBluetoothによって、「読み取りミス、記
録ミス、入力ミス」が無くなりスピーディな採寸作
業ができます。

＜主な出展物＞
◆  ミリオンデジタル・ストレート／DTM-20S
・  ０から２mまで測れます
・  メジャーテープでデジタル測定、Bluetoothで送信
・  服や荷物、身の回りの全ての採寸に最適です

◆  ミリオンデジタル・ラウンド／DTM-20R
・  周囲長を２mまで測れます
・  メジャーテープでデジタル測定、Bluetoothで送信
・  健診の腹囲測定、フィットネスなどの採寸に最適

です

＜連絡先＞
TEL 03-3849-6511　FAX 03-3849-6515
http://www.yamayo.co.jp

M-43
㈱和貴研究所

親指サイズの超小型データロガー（MSRシリーズ）を
ご紹介します。
３軸加速度・温度・湿度・圧力・光センサ及びアナロ
グ入力（電圧・電流）更に熱電対等対応可能なマルチ
タレントデータロガーです。
その他、食品・産業・メディカル用途のオートクレーブ・
オーブン等、高温/滅菌用途やコールドチェーン・冷蔵
冷凍庫管理用途の超高温・超低温データロガー等も出
展予定です。

＜主な出展物＞
輸送環境記録や産業用途等、「３軸加速度・温度・湿度・
圧力・光」センサ対応超小型データロガー（BT無線有）
は、従来測定できなかった狭小地でも長期・高速測定
可能です。
アナログ入力（電圧・電流）・K熱電対コネクタ・液圧
センサー対応有
その他、高温/滅菌用途（Sterilization/Pasteurization
のHACCP/バリデーション）・コールドチェーン・冷蔵
冷凍庫管理用途の超高温・超低温データロガー等もご
紹介致します。

＜連絡先＞
TEL 047-309-8312　FAX 047-309-8313
https://waki-bg.jp/
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最新版 “計量計測機器総覧” 毎日、先着3,000名に無料進呈

　INTERMEASURE2018では、 最新の計量計測機器898点／111社を収録した

「2018/2019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。

＜来場者特典＞
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