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製品案内

エー・アンド・デイは、航空機や自動車から、建
築、電子、環境、食品、流通、病院、教育、家
庭に至るまで、様々なフィールドに製品をご提供
しています。
そして、いずれの製品にも、エー・アンド・デイ
が培ってきた「アナログとデジタルの変換技術」
が活かされています。
本冊子をご覧いただいて、さらに詳しい情報を
ご要望の方は、下記の弊社ホームページをご覧
ください。また、詳しい情報の掲載されたカタロ
グもホームページよりダウンロードが可能となっ
ておりますので、ご利用ください。

http://www.aandd.co.jp
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ＭBSimソリューション
ＤＳＰプラ

自動車開発を支援するA&DのMBSimソリューションは自社開発の車両モデルを必要に応じてユーザモデルやサードパーティの
コンポーネントモデルと置換えて使用することも可能です。お客様が開発したモデルをA&D の車両モデルに置き換えるサポートや
サードパーティの優れたコンポーネントモデルを積極的に取り入れることで、ユーザの利便性を高めています。

DSP技術
DSPプラットフォーム Digital Signal Processor（ディジタル演算処理装置）
A&DはMBSimを実現するため、モデル処理を快適に処理する高いCPU能力とIOの遅れを最小に抑える低いレイテンシーの
プラットホームをご提供しております。
MATLAB/Simulink、Stateﬂow（The MathWorks 社製）にて作成したモデルとGUI作成、実行用アプリケーションで
あるirtualDSPConsoleとを組み合わせることで、容易に計測・制御用のアプリケーションを作成することができます。

● AD -PROCYON

A&D DSPの最高峰
● AD-PROCYONシリーズ
次世代リアルタイムシミュレーション用DSP

● AD5436

豊富なIOで様々な用途に対応
● AD5436シリーズ
汎用性・拡張性に優れたミドルレンジのDSP

● 小型DSPシリーズ

小型DSPシリーズ
● AD5421シリーズ
DSPにIO組わせたLOWコスト小型装置

・Multi-core/Multi-CPUサポート

・CPUにはintel Core i7を採用

・CPUは低消費電力なARMプロセッサ

・最大32コアシステム

・IOは7スロット

・カスタマイズ自由な操作タッチパネル

・最大8個のAMD Opteronを搭載可

・カスタマイズ自由な操作タッチパネル

・スタンドアローン動作可能

・最高制御サイクル

・スタンドアローン動作可能

・IOと組み合わせた装置を多数ラインナップ

AD5445 / AD5446 10μs
AD5447 50μs
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HEV・EV
● Battery HILS
実際のバッテリでは実現困難なセルの充電状態を任意に再現する事ができます。
バッテリマネージメントシステム
（BMS）
の制御ロジックの開発・検証の効率化に貢献します。

● モータシミュレーション/モータコントローラ

● AD7391 高精度電流・電圧計測モジュール

AD7391は、
クーロン効率の高精度測定によりバッテリ寿命の傾向を短期に推定可能

車載

計測・制御

A&Dの空間高調波モータモデルは有限要素法による
磁界解析結果により生成されるモータパラメータファイル
を読込みFPGAで実行する機能をサポートします。

その他の計測システム

● AD5452

● AD5454

AD-5452は車載使用を目的に設計されたRPT
プラットフォームです。
シミュレーション実行とインタフェース部分を別々の
CPUで行うマルチCPU構成により、安定した動作
が可能です。

AD-5454はMATLAB Simulink／Stateﬂowで
作成したモデルとGUI作成用のVirtual DSP Con
sole®を採用し、容易に計測アプリケーションを作成
することが可能です。

RFM Rotational Function Meter
●回転変動計 AD3554

CNM Combustion Noise Monitor
●燃焼騒音モニタ AD3772

解析的信号法による高精度に回転変動の次数
成分を計測するテスタです。

筒内圧から燃焼騒音のレベルを解析してモニタし、 聴覚抹消系モデルによりエンジン音からノック音の
基準値を超えた場合には警告を発する燃焼騒音
聞こえ方の強さを推算し、
聴感評価基準に対応
レベルインジケータとして、
ディーゼルエンジンの
したノックの強度値を得ることが可能です。
静粛性試験などに最適なツールです。

振動・騒音解析 FFTコンパレータ
●FFTコンパレータ AD3552
製造ラインの出荷検査などに最適なFFTコンパ
レータです。
ベアリングやモータなどの異常振動・異常音をFFT
解析し、
コンパレータによる良否判定を瞬時に実現
します。

AMKI Acoustically Measured Knock Indicator
●聴感基準ノック強度インジケータ AD3723

DSPプラットフォームソフトウエア
VirtualDSPConsole Designer
VirtualDSPConsole Runtime

GUIアプリケーションが簡単に作成できます。
作成したものは、DSPシステムの操作盤やWindowsアプリケーションになります。

VirtualDSPStudio

DSPシステムに特化したマネージャです。
膨大化するDSPシステムの資源の有効活用が可能になります。

VirtualDSPTesting

DSPシステムの自動テスト環境を提供します。
テストの連続実行が可能になり、夜間・休日運転など稼働率の向上に貢献します。
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車両計測技術
車両統合計測システム
CANネットワークで自由な構成

● AD7852A-01 WPS 乗用車用ホイール姿勢センサ
WPSは、実走行時のホイールアライメント変化・操舵による
ホイール姿勢・位置の変化などをリアルタイムに測定します。
また、WFSと組合わせることによりサスペンションなどのダイナ
ミック評価も可能になります。

● AD7893-VMS
ロガー機能付CANコントローラ

● AD7862A-01 LGS レーザー対地センサ
LGSは、
タイヤや車両のスリップ角(SA)、
キャンバー角(CA)、
ピッチ角(PA)、高さ方向の変化の測定します。

● AD7811A-24K WFS 乗用車用ホイール6分力計
WFSは、路面に最も近いタイヤホイールに生じる力やトルクを
発進(高負荷)から通常走行(低負荷)まで高精度で測定します。

ロガー機能付き8ch CANコントローラは、
CAN定義ファイルでシステム定義・構築が
可能。取得したCANデータはスループット
ファイルに全て保存します。また、
スループット
ファイルのオフライン処理が可能です。

● PFSプレート型分力計
PFSは、
プレート型の6分力センサです。
ホイール分力計(WFS)では測定できない、
タイヤが
発生する力を路面反力として高精度に測定可能です。

容量：3 kN
プレートサイズ：300╳300 mm

容量：12 kN
プレートサイズ：400╳400 mm

容量：30 kN/60 kN
プレートサイズ：250╳250 mm

● FMS路面埋め込み式小型３分力計
F M Sは、走 行 中のタイヤが路 面に作 用する
力を計測する3分力センサ、最小サイズ8mm角を
マトリックス状に配置できるよう設計されています。
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波形解析システム（FFTアナライザ）
音・振動など時間的に変化する物理信号を、アナログ電気信号に変換できれば、どのようなセンサ、測定機でも、FFTアナ
ライザに接続して、現象の周波数解析を行うことが可能です。
研究開発、実験用から、現場測定、ライン監視、プラントメンテナンスなど、広い可能性に満ちています。

リアルタイム振動・騒音解析システム
振動・騒音解析 小型4ch振動・騒音解析システム
●WCAmin i AD3661

●小型軽量、USBバスパワー駆動（約330g）
出張カバンに入る小型軽量なボディ、電源はUSBバスパワー駆動、
いつでも、どこでも、騒音・振動実験解析を支援します。
●操作性重視のフレンドリーGUIと簡易測定支援メニュー
定評あるWCAからの設計思想を継続し、更なる使い易さを追求しました。
FFT解析、
トラッキング解析を簡単操作でお使い頂くための簡易測定
支援メニューを用意しました。
●CompactWCA、WCAonPC（AD3600シリーズ）との互換性
操作体系は完全互換なので既存ユーザのトレーニングレスを実現
しました。解析データはMFUファイルより完全互換のため過去の
データを無駄にしません。

車載型リアルタイム振動・騒音解析システム
●CompactWCA AD3651

●操作性重視のフレンドリーGUI
定評あるWCAからの設計思想を継続し、更なる使い易さを追求しました。
●WCAonPC/AD3600シリーズとの互換性
操作体系は完全互換なので既存ユーザのトレーニングレスを実現しました。
解析データはMFUファイルより完全互換のため過去のデータを無駄に
しません。
●コンパクトなボディはA4サイズ（210mm×297mm）
車載、実験室、屋外と使う場所を選びません。
（DC電源、
バッテリ駆動サポート）
●システム構成は4、8、16チャンネル
拡張性を持たせ、筺体間接続で32、48、64チャンネルシステムを実現
しました。16チャンネルとの使い分けが可能です。
●柔軟なメニューカスタマイズ対応
外部アプリケーションによりフルコントロールが可能です。

解析ソフトウェア
振動・騒音解析
●WCAPRO

オフライン後処理解析ソフトウェア

WCAPROは、時系列データに対する各種解析、解析結果データに対する各種後処理をス
タンドアロンPC（WindowsXP/Vista/7）で行なうことのできる、オフライン後処理解析
ソフトウェアです。
●WCA、SONY DAT、TEAC DATで収集した時系列データファイルに対して、FFT解
析、トラッキング解析（2D/3D）、リアルタイムオクターブ解析、フィルタ処理等を行なうこ
とができます。
●WCA Family（cWCA/WCAmini/WCAonPC）で解析したデータ（MFUファイル）を
基に重ね書き、各種後処理演算、カーソル値読み等を行うことができます。
●本アプリケーションはWindowsベースの扱い易いインターフェースを実現しており、短
期間での操作習得が可能です。また、GUIはWCA Familyの共通仕様となっています。
●各機能がCOMに対応しているので、VB/VBAによるメニューカスタマイズが可能です。

■ 主な処理機能

●FFT機能

●トラッキング機能

●リアルタイムオクターブ機
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ベンチシステム

●VT1111H 性能耐久ベンチ
●VT1111L 性能耐久ベンチ
●VT1121

適合ベンチ

●VT1131

モード運転ベンチ

●VT1141

過渡適合ベンチ

●VT1151

シミュレーションベンチ

●VT1161

シミュレーション適合ベンチ

●VT1171

高応答ベンチ

● iTest-LA

● ORION
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● iTest

● ANDROMEDA

●RTS 高精度トルク計
RTSシリーズは、
定格 F.S.と定格の1/5 F.S.のダブルレンジで使用できます。

●分担力センサ方式で真のトルクを計測
●エンジン軸ダイレクト装着可能
●クランク角同時計測
●スラスト、
ラジアル力同時計測
●10倍の高分解能/10倍速の高速トルク計測
●高速テレメータによる高精度リアルタイム計測

RTS-E-F シリーズ
ハイエンド向け高精度・高機能トルク計

RTS-E-F シリーズ

受信BOX

リアルタイム 燃焼解析装置

RTS-E2-F シリーズ
ミドルエンド向け高精度・高機能トルク計

AD7891トルク計

RTS-E2-F シリーズ

受信BOX

AD7893トルク計

熱交換器

RTS-S シリーズ
ローエンド向け高精度・小型トルク計

RTS-S シリーズ

AD7893トルク計

クイックパレット

● 性能 HILS

フィールドバス IO シリーズ

ECUの機能検証のみに留まっていたHILSが、
性能面での妥当性検証確認を可能にします。
更に、エンジンベンチ試験前の確認や、実験
データをプラントモデルにリファインする事により
性能計画フェーズにおいても使用可能なツール
となります。

AD7313 シリーズ
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試験装置
タイヤ試験機
タイヤ転がり抵抗試験機

電子式風洞天秤

この試験機は、JIS D 4243 及び ISO 28580 に準拠したフォース法に
よるタイヤ転がり抵抗試験機です。
フォース法は、
タイヤ回転軸に取り付けた分力センサーの計測精度が要と
なります。A&Dは、
自社製の高精度６分力センサーを採用し、
1/1,000以上
の精度で軸力
（Fx）
を計測しています。
また、標準偏差（σ）0.05 以上の
再現性を実現し、JATMAによるタイヤラベリング制度の運用上に必要な
転がり抵抗試験機としてご使用頂けます。

自動車の風洞による空力試験では設備に組み込まれた6分力計によって
車体の受ける力を測定しています。
（風洞天秤）
車両や移動床装置など、大重量を載せての測定の為、従来は交棹式天秤が
広く使用されてきましたが、
これを電子式6分力計に置き換えることにより
これまでにない精度と応答性を実現しました。

波形解析システム

︵ＦＦＴアナライザ︶

TB/PC両用タイプ
（2ポジション）

アルミキャストドラム

電子式風洞天秤設備例

加振式ムービングベルト

試験用ムービングベルト

模擬路面としてのムービングベルト装置に上下及びステア方向の加振機能
を加え、起伏路面を台上で再現する装置です。ベルト装置には、数々の実績
を持つスチールベルトを使用し、
その優れた蛇行制御性を生かすことにより、
上下30Hz、
ステア3Hzの加振を行いつつ、200km/h以上の安定した走行
状態を再現します。

自動車の風洞による空力試験では、設備に組み込まれた6分力計によって
車体の受ける力を計測しています。
（風洞天びん）
車両や移動床装置など、大重量を乗せての測定の為、従来は交棹式
天びんが一般的に使用されてきましたが、
これを電子式6分力計に置き
換えることで、
これまでにない精度と応答性を実現しました。
タイヤ試験機の例

2WD-CDのイメージ図

RR-Sim
RR-Sim リアルロードシミュレータ
● RR-C/Dの特記事項
・片持ち支持型低慣性ダイナモ
によりフリクションフリーを実現
・カーボンローラを採用し、超低
慣性と高粘着性を実現、高応
答制御が可能
・ローライン6分力計の採用で
高精度な力計測が可能
・位相同期制御、
ゼロ回転負荷
制御で車両挙動を忠実に再現
する制御技術

VMSで計測した実走行データを基に車両挙動を解析し、車両基準パラメータ抽出と車両モデル同定を
行います。
この車両モデルをRR-Simの制御系に組込みます。RR-Sim台上試験でVMS搭載車両を
走行シミュレーションすることで、RR-Sim台上データと実走行再現評価データとの比較・確認および
調整を行い、
より高精度な車両モデルを構築することが可能になります。
車両モデルの同定フロー

リアルロードシミュレータの制御モデル

● 車体ピッチングを再現する
特殊拘束装置
実走行に合わせピッチングモー
メント量を調整可能

燃焼制御
油圧可変動バルブ

フル可変動エンジン

oeni

油圧バルブアクチュエータ

実機シリンダヘッドに組込んだ例
油圧ピストンアクチュエータ

エンジンの基本開発・評価には、CRFエンジンなど圧縮比可変型の単気筒エンジンが広く採用されています。
これらは純機械式のため、
ピストンストロークやクランクオフセットなどの条件変更に多大な労力が必要でした。
A&Dは、高度な油圧作動技術により任意のピストン運動を可能にし、油圧可変動バルブシステムと組合わせ
ることで｢フル可変エンジン」
を開発しました。
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台上及び実走行試験での使用に適したコンパクト4chの燃焼
解析システムです。
リアルタイムの処理性能にシンプルな操作性を備えています。

エンジニアリングサービス
株式会社MBSは、
お客様にModel Based Engineering技術を効果的にご活用頂く為、
ツールメーカーとしての視点に立ったコンサルティングと設備レンタルサービスを提供したします。

コンサルティング
サービス

●適合

：エンジン・T/Mの適合サービス及びコンサルティング
車輌の最適化コンサルティング
（乗心地／振動／台上試験 等）
最適化試験手法の検討･開発
（単体･組立部品･車輌評価手法）
（精密測定→モデル作成→台上試験･標準化 等）

●モデル作成 ：モデルの作成
（車輌/実車走行からのモデル同定）
モデル活用のコンサルティング
（HILS：リアルタイム動作 等）
導入設備の事前検討／評価／改造
ベンチマーク試験
（単体･組立部品･車輌の性能比較）
●設備レンタル ：保有設備の貸出による受託試験

株式会社サム電子機械

その他の計測システム

部品の耐久試験機

●DSP技術と油圧技術のコラボレーション

大型ブレーキドラム用 強度耐久試験機
トラック・バス用ドラムブレーキに動的トルクを負荷し、
耐久性を評価する装置です。

振動インパルステスター
PSホース/ブレーキホース/ラジエータなどに繰返し
動的圧力を負荷し、耐久性の評価を行います。

クランクシャフト用 捩り耐久試験機
クランクシャフトに動的トルクを負荷し、耐久性の
評価を行います。

CVJ用捩り耐久試験機
CVJに動的トルクを負荷し、耐久性の評価を行います。

株式会社ベスト測器
排気ガス分析計

●テストベンチとガス分析計のコラボレーション

A&Dが製作するシミュレーションベンチ、適合ベンチ、
性能・耐久ベンチなどでガス分析の必要になるシス
テムには、
ベスト測器の各種ガス分析計がシームレス
に接続されます。

リアル自動車排気ガスシミュレーション
触媒評価装置
CATA-9000シリーズ

排気ガス分析計
Bex-500/600

車載型FTIR分析計
BOB-1000FT
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波形解析システム

︵ＦＦＴアナライザ︶

設備レンタル
サービス

●計測サービス：単体･組立部品･車輌等のデータ計測及び解析

材料試験機・万能試験機
テンシロン万能試験機は、コンピュータ制御による多機能機種、専用自動機から簡易な小型機まで豊富な機種をライン
ナップして、あらゆる分野に対応しています。しかも、各種の専用治具を使用して、引張／圧縮／曲げ／せん断／はく離／摩
擦／クリープ試験などのほかに環境試験装置を用いての超低温から高温までの環境試験も可能です。

コンピュータ計測制御式万能試験機（テンシロン万能試験機）
0.5

■試験荷重容量でシリーズ化
テンシロン万能試験機の中枢部といえる計測・制御システムは、
世界最 高レベル の高 精 度と、超 高 速な演 算を実 現 。また、
MATLAB／Simulinkと、GUI作成支援ツールVirtual DSP Console ®
により、操作性がさらに向上しました。

RTF

(

RTF

(

1

2.5

5

10

25

50

100

250

300 kN

)
)

RTG

■主な仕様
●試験機等級の最高位0.5級を実現
●力・ひずみアンプは、最大128倍のフルオートレンジ
●高速サンプリング0.2msec
●最大13chの入力信号
●カラー表示のタッチパネル
●多彩な動作環境

STA／B
テンシロン万能試験機は、上図のような試験の荷重容量でシリーズ化しています。

「力」区分認定事業者

●RTFシリーズ

●JCSS一軸試験機の校正：一軸試験機（テ
ンシロン万能試験機 他）の校正を行い、国家
計量法標準にトレーサブルなJCS S標準付の
校正証明書を発行します。

材料試験機

荷重容量：1kN〜300kN
クロスヘッドスピード：0.0005〜1000㎜／min

●RTGシリーズ

●STBシリーズ

●RTC-1150A
●TACT（テンシロン用データ処理システム）
テンシロン万能試験機用の、
機能を最大限に弾き出すデータ
処理システムです。グラフィック
を多用したGU Iによりグラフィ
カルに各種設定が可能です。

荷重容量：1kN〜10kN
クロスヘッドスピード：0.05〜
1000㎜／min

荷重容量：2.5kN
クロスヘッドスピード：0.05〜
1000㎜／min

全自動試験機
●全自動引張試験機

荷重容量：10kN
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荷重容量：500N
クロスヘッドスピード：0.05〜
500㎜／min

半自動試験機
●全自動曲げ試験機

●ISO伸び対応試験機

荷重容量：5kN（500kgf)
クロスヘッドスピード：0.5〜500㎜／min

荷重容量：10kN（100kgf）
ISO 0527/JIS K7161の弾性率測定に最適

多連式引張試験機
●6本掛引張試験機

荷重容量：500N（50kgf）

材料試験機・動的粘弾性測定機器
各種自動試験機
●SG型伸び検出器

●接触型標線間
●非接触型標線間
伸び計（U-4310D）
伸び計（U-4410）

●恒温槽付き試験機

●高温炉
（300℃〜1150℃）

●高低温度恒温槽
（−60℃〜＋270℃）

●ロードセルループ力計
（JIS B7721の一軸試験機の校正装置に準拠）

ロードセルループ力計は、材料試験機の荷重検査や、ロードセルの校正、構造物に加わる荷
重、あるいは積載物の重量測定に使用される環状ばね（ループ）型力計です。広いダイナミック
レンジ、高精度な計測データのPC取り込み、JCSS校正証明など多くの特徴を備えています。

動的粘弾性測定器
プラスチック、ゴム、複合材料など高分子材料の物理的諸特性である複素弾性率、及びtanδを広い温度周波数の関数と
して定量的に測定します。レオバイブロンは、動的な力学特性の研究開発や品質検査などの管理面において、代表的な動
的粘弾性の測定器として、世界各国の広範な分野で多数使用されています。

自動測定システム
●DDV-01GP（微少荷重システム） ●DDV-25GP（高荷重システム）

測定範囲：0.05〜1.6×105Mpa（5×105〜1.6×1012dyne／㎠）
荷重容量：±1N（±100gf）
試料形状：フィルム、ファイバ、塗膜

測定範囲：0.5〜10 5MPa（5×10 6〜1012dyne／㎠）
荷重容量：±25N（±2500gf）
試料形状：シート、プレート、棒

動的接触角測定装置（ぬれ性評価用）
●DCA-100W

液体／固体／気体の三相の界面挙動
2液層界面挙動（液体A／液体B／固体／気体）

剛体振り子型物性試験器
●RPT-3000W

皮膜形成過程の物性変化の計測
剛体振り子の自由減衰振動方式
測定温度範囲：−100℃〜＋400℃
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材料試験機

高低温槽内に移動クロ
スヘッドがあるため、温
度 雰 囲 気 内のストロー
クが長く、長 伸 試 料 の
測定に適しています。
また、2重扉、３分割の
内扉で 温 度のロスを防
げます。

材料試験機・各種試験機
二物質間のすべり摩擦による摩擦特性の評価用摩擦摩耗試験（静・動摩擦係数、摩耗量、限界pv値の測定、焼付条件）、
一定の力を連続的に加えたときのクリープひずみの測定評価用試験機、ゴム専用／ダンボール専用など各種特性試験機が
ラインアップされております。

摩擦摩耗試験機
各種材料の摩擦摩耗特性を測定
する装置です。摩擦や潤滑に関す
る特性は、材料の種類、性状、環
境等の要素が複 雑に絡み合って
変化するため、試験条件を幅広く
変化させる必要があります。本シ
リーズは滑り速度、加圧負荷、摩
擦環境を幅広く選択可能な仕様
を持ち、摩擦摩耗挙動を広範囲
に試験する事が可能です。

全自動摩擦摩耗試験機
●EFM-1010（1020）

摩擦摩耗試験機
●EFM-Ⅲ-EN／F-ADX

加圧力：14.6N〜5kN（1.46kgf〜500kgf）

加圧力：14.6N〜5kN（1.46kgf〜500kgf）

その他、摩擦摩耗試験機
・往復動摩擦摩耗試験機
・軸受け摩擦摩耗試験機
・ランボーン摩耗試験機
（JIS K6246 加硫ゴムの摩擦試験方法）
・ブレーキ摩擦試験機
（JIS Ｄ4411自動車用ブレーキライニン
グ及びパット）
・ジャダー試験機
（JASO M349-01 自動変速機油シャ
ダー防止性能試験法）

クリープ試験機

材料試験機

プラスチックおよび強化プラス
チックのための引張・圧縮・曲
げクリープ試験装置です。一定
温度環境下におけるクリープひ
ずみを時間の特性として連続記
録し、破壊または規定ひずみに
達する時間の測定を行います。
3〜20本掛けまで8機種、多連
機 構の各機 構間に負荷干渉が
生じない独立縣架方式を採用の
ため、相 互干 渉 がない 有 効な
データが得られます。

●CPシリーズ
（モータ駆動式）

（6本掛）

（20／10本掛）

衝撃試験機
衝 撃 現 象下における各種 材料
の物理特性を知ることは、材料
の実用面からの評価としては大
変重要なことです。本機では、
シャルピー・アイゾット試験方法
により材料の衝撃破壊を行い、
定量的な物理特性を求めること
ができます。

シャルピー・アイゾット式衝 ●計装化シャルピー
撃試験機
●CIT

槽付衝撃試験機
●CIB

圧縮試験機（段ボール箱用）

高速剥離試験機

木材用大型試験機

荷重容量：50N（5kgf）
引張りスピード：5〜10.000mm／min

荷重容量：300kN（30kgf）
下部支点距離400〜8100mm

その他の試験機
シーベット耐久試験機

●CTM-1350
●CTM-1325

荷重容量：1.5kN（150kgf）
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荷重容量：25kN／50kN（2.5tf／5tf）

振動式レオメータ・振動式粘度計・水分計
振動式レオメータ・振動式粘度計
各種工業分野の研究・開発・品質管理等において高まる液状物質の性状測定、および解析のご要望にお応えします。
音叉振動式レオメータ・粘度計シリーズは、高い測定精度、正確な温度検出、長時間の連続測定を特徴としています。また、
同シリーズに付属する専用ソフトにより計測結果をリアルタイムにグラフ化することも可能です。
JIS Z8803

●RV-10000A/RV-10000

●SV-10/SV-100
（標準型） ●SV-A（高機能型）

●SV-H（ハンディ型）

●振幅レンジ 0.07〜1.2mm
（振動子先端にて）
●RV-10000A：専用コントローラ付属で無段階
のシアレート変更が可能
●RV-10000 ：8段階のシアレート変更が可能

●非ニュートン流体の測定
●気泡入り試料の測定
● 流動状試料の測定
● 流体試料における物性変化の
連続測定

●使用場所を選ばない簡易
ハンディタイプ
●キャリングケース標準装備
（スタンド、
ソフトウェア、容器等
は付属されておりません）
●2mlから測定可能
（SV-1H）

●2mlから測定可能（SV-1A）
●耐侵食性の強い振動子（チタン製）
●X-Y-Zステージ付きスタンド付属
● 各種容器付属（サンプル容器、ガラス
容器、循環水ジャケット）

●MF-50

水分計の新しい標準機
最小水分率表示：0.01％

●ML-50

再現性とコストを両立
最小水分率表示：0.05％

お求易い価格
ベーシックタイプ
最小水分率表示：0.1％

ピペット容量テスター・リークテスター・電動ピペット
●ピペット容量テスター

●リークテスター

正確・簡単にピペット使用現場での容量検査が
できます。
国際規格ISO8655に準拠

正確さを必要とするマイクロピペットの
漏れの検査が可能となります。

1μℓ〜10000μℓまでの幅広い容量範囲
AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PTの
3モデル

減圧圧力：-20kPa
素早いリーク検出＆判定
ユーザー交換可能なフィルタ付

●電動マイクロピペット
MPAシリーズ

ユーザーキャリブレーション機能
質量
（mg）
モード
容量範囲 0.5〜10.0μL、2.0〜20.0μL、10〜200μL、
100〜1200μLの4モデル
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・

溶剤不要でKF式並みの高精度
最小水分率表示：0.001％

●MX-50

リークテスター・電動ピペット

●MS-70

ピペ ト容量テス

食品、化学を始めとした様々な分野での研究開発や品質管理に水分率の測定は欠かせません。加熱乾燥式水分計は、試料の水分を
蒸発させ乾燥前後の質量の差を演算して表示します。水分計シリーズは、直管型ハロゲンランプと新機構SRAの組み合わせにより、
高速で均一な加熱を実現します。また高精度センサーSHS採用により、再現性の高い水分率計測が少量のサンプルで可能です。

レオメータ・粘度計
・水分計

加熱乾燥式水分計

非破壊検査機器（NDT）

超音波探傷器 厚さ計

鋼材の内部の亀裂、溶接の欠陥、タンク内の腐食等は外部から見ても発見できませんが、重大な事故につながる可能性が
あります。このため製造時の検査や定期的な保守点検が必要であり、最近では超音波による非破壊検査が普及していま
す。これは検査箇所に超音波を当て、その反射の有無をもとに欠陥箇所を発見する方法です。

超音波機器
超音波とは20kHz以上の周波数の音をいい、通常超音波計測には、0.5〜15MHzの周波数を使用します。手法としては、垂直探傷、斜角探
傷、厚さ測定、音速測定が代表としてあります。

溶接欠陥用超音波探傷器
●AD-3213
●AD-3213EX

●AD-3253/AD-3253B
■用途
製品の寸法検査
（板材、
機械加工部品）
〈材質：鋼･樹脂･ガラス･ゴム･アルミ等〉
軸受けメタル･クラッド材の剥離検査
タンク･圧力容器･ボイラーの厚さ測定
配管の保守･点検、
ガス管･水道管の保守･点検

■用途
溶接部の探傷（平板、配管、圧力容器等）
建築、橋梁関係の溶接部の探傷
部品内部の欠陥探傷
異種金属同志の溶着検査
材料の音速測定（材質検査）

レール探傷システム
●AD-3214RS

レール用探傷器
●AD-3212R

■用途
超音波探傷器A D-3214R Sは、手押し台車式
レール探傷システムです。
取り込んだデータが 断 面として表 示されるの
で、傷の長さ、深さ、始点、終点等が即座に確認
でき、波形の表示も可能です。単体としても精
密探傷が可能です。表示はカラー液晶で見やす
く、日本語対応のやさしい操作が特長です。

■用途
超音波探傷器A D-3212Rは、レール溶接部検査
用の専用機です。
レール溶接部の非破壊検査要領に基づいたソフトを
内蔵しています。

計量・計測制御用コントローラ
計量・計測制御用コントローラ

非破壊検査機・超音波

探傷器・超音波厚さ計

さまざまな計測、計量、制御に最適なコントローラAD-4820、カラー液晶タッチパネルを採用し直感的に操作可能な
GUI（グラフィカルユーザーインターフェイス）を実現しています。あらゆるニーズにお答えできるよう制御プログラム、
GUIプログラムを提供可能です。またすぐに使用できるアプリケーションも充実しています。

●AD-4820シリーズ
アプリケーション別専用コントローラ

計量・計測制御用

AD-4820（メインフレーム）

■AD-4821A
■AD-4821B
■AD-4825
■AD-4820-52
■AD-4820-53
■AD-4820-54
■AD-4820-57
■AD-4820-58

マルチウィングコントローラ
（投入計量）
マルチウィングコントローラ
（選別計量）
配合コントローラ
コンベアスケールコントローラ
テンションメータコントローラ
ゴミクレーンコントローラ
コンクリートバッチャーコントローラ
簡易配合コントローラ

モデル予測制御フィーダコントローラ
コントロールの最適化が実現可能なモデル予測を用いた制御方法。モデル予測方式のロスインウェイ（排出計量）コントロー
ラ／振動フィーダです。線形・非線形の制御対象にも対応し、オートチューニング機能や、様々な機能を搭載しています。

●AD-4826

振動フィーダ
●AD-4826-30G
●AD-4826-200G
●AD-4826-500G
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●AD-4826 1台で同時に最大4台のフィーダ
コントロールが可能
●AD-4826で既存のスクリューフィーダやサ
イクルフィーダ、テーブルフィーダ等、多様
なフィーダのモデル予想制御が実行可能

計量システム機器

デジタル指示計

デジタル指示計
●AD-4328

●AD-4329

●AD-4401

台はかり、簡易システム用
防塵・防水（IP65:前面パネル部）
２種類の選別・制御機能内蔵

台はかり、簡易システム用
デュアル／トリプルレンジ、デジタル
リニアライズ機能搭載
豊富な通信用オプション

●AD-4404

●AD-4405A

●AD-4406A

チェッカ用
選別用に3段階（軽量・正量・過量）
の重量レベル判定が可能。コンベア
と組み合わせたシステムに最適

プリンター体型
印字形態が自由に選べるUFC機能
高さ20㎜の蛍光表示管

小型・シンプル機能
ACアダプタと乾電池の２電源方式
高さ25㎜の液晶表示管

●AD-4408A

●AD-4408C

●AD-4410

フィールドネットワーク対応
ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載
各種フィールドネットワークモジュール
が装着可能

CC-Link専用
ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載
CC-Link入出力標準装備

RS-232C／コントロールI/O標準装備
ハイパフォーマンスデシタルフィルタ搭載
Modbus標準装備

●AD-4402

ホッパ、パッカ−、配合向き
自動積算、デジタルスパン校正
ファジ−落差補正等の機能搭載

多機能型で原料・配合コード別に100
種類のデータメモリ可能
運転中でも各インタフェース状況を
画面で確認できるモニタ機能搭載

●AD-4407A

防塵・防水（IP65）
スタンド標準装備
高さ20㎜の蛍光表示管

●AD-4530

ストレインゲージ式センサー用
荷重，圧力、
トルク、引張り等の計測に
豊富な出力オプション

トラックスケール
●AD-4531B

●AD-4532B

●AD-4541V／I

●AD-4350A／B

●AD-4352

ストレンゲージ式センサ用
荷重、圧力・変位、
トルク等
の計測に
アナログ出力、コンパレータ
出力標準装備

ストレインゲージ式センサ用
表示に3色のL E Dディスプレ
イを採用2000回／秒のサン
プリングスピード
多種類のホールド機能
Modbus入出力標準装備

アナログシグナルコンディショナ
出力：Vタイプ ±2V
I タイプ 4〜20mA
電源：DC24V

伝票用プリンタが外付けとな
る、コンパクトサイズのトラッ
クスケールインジケータ

見やすい12インチの大型液晶
タッチパネルで簡単入力
音声ガイド標準装備
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計量システム機器

計量システムにロードセルと共に大きな比重を占めるのが、デジタル指示計です。ロードセルやひょう量台からの電気信号
を重量値としてデジタル表示し、またそれらのデータを管理し、他の機器やコンピュータへのリンクを行ないます。計量シ
ステムの多様化に伴い、用途にあったデジタル指示計がラインアップされています。

計量システム機器
計量システム機器

計量システムにおいて、中央制御室で集中管理を行なう方式が最近の傾向となっていますが、現場での監視又は計量器単
独でのデータ管理の面から専用プリンタ等の各種周辺機器が用意されています。
またメンテナンス用機器としてロードセル、指示計の検査器等も取り揃えています。

プリンタ
センサ

ユニバーサルプリンタ
●AD-8118C

コンパクト・プリンタ
●AD-8121B

ミニプリンタ
●AD-8126

ドットインパクト方式 24桁
カレンダ／時計内蔵
ランダム印字、ダンプ印字、
インターバル印字、バッチ印字

ドットインパクト方式 16桁
統 計 演 算 、カレンダー・時 計、イン
ターバル印字、チャート印字、ターミ
ナルモード機能標準装備

ドットインパクト方式 24桁
小型・軽量で持ち運びに便利
ACアダプタ・接続ケーブル標準装備
無塵紙も使用可能

センサ

ロードセル

ロードセルは、高い精度と信頼性を備えた、重量測定用のセンサです。重量変換素子に使用した ひずみゲージ が金属弾性体の弾性限内の変形によるひずみを検
出し、電気出力に変換するため極めて高精度な計測ができます。現在ロードセルは、周辺電子機器やコンピュータのシステム化により、小容量から大容量のタンク・
ホッパスケール、ひょう量台、コンベアスケール、クレーンスケール等、広範な分野の計量システムのセンサとして使用され、省力化と自動化に大きく貢献しています。

一般用ロードセル
密閉構造精密級ロードセル
●TP／CP（引張／圧縮）

定格容量：200N〜1MN
（20.39㎏〜102.0t）
防塵・防水（IP67）

シングルポイントロードセル小、中秤量用
●LC-4000シリーズ

定格容量：6N〜1.5kN
（611.8g〜153.0㎏）
四隅調整済み

密閉構造小型ロードセル
●UM （引張・圧縮）
●TM（引張）
●CM／CMX （圧縮）

定格容量：500N〜200kN
（50.99㎏〜20.39t）
防塵・防水（IP67）

小型シングルポイントロードセル
●LCB03／04シリーズ

定格容量：30N〜2.5kN
（3.059㎏〜254.9㎏）
四隅調整済み

ビーム型汎用ロードセル
●LCM19シリーズ

密閉構造型小型ロードセル
● CMXシリーズ
● CMシリーズ

定格容量：5kN〜20kN
（509.9kg〜2.039t）
防塵・防水（IP67）

定格容量：500N〜200kN
（50.99kg〜20.39t）
防塵・防水（IP67）
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小型精密級ロードセル
●LC-1205 （引張・圧縮）

定格容量：200N〜50kN
（20.39㎏〜5.099t）
S字タイプ

ビーム型精密級ロードセル
●LBP シリーズ

定格容量：100N〜100kN
（10.20㎏〜10.20t）
防塵・防水（IP67）

密閉構造汎用型ロードセル（圧縮）
●C2F1
●C2Z1 （許容過負荷500％）
●C2X1 （大容量）

定格容量：5kN〜5MN
（509.9㎏〜509.9t）
防塵・防水（IP67）

ビーム型低荷重ロードセル
●U2Z1-A（精密級）
●U2X1-A（並級）

定格容量：5N〜5kN
（509.9g〜509.9㎏）
防塵・防水（IP67）

センサ

ロードセル

オールステンレスロードセル
シングルポイント型ロードセル

密閉構造ビーム型ロードセル

密閉型ロードセル

●LCS15シリーズ（引張）

●LCB05シリーズ（引張・圧縮）

●LC-4221シリーズ（引張・圧縮）

●LCC07シリーズ（圧縮）

定格容量：5kN〜20kN
（509.9㎏〜2.039t）
防塵・防水（IP67）

定格容量：300N〜1.5kN
（30.59㎏〜153.0㎏）
防塵・防水（IP67）
四隅調整済み

ビーム型ロードセル

LCM13用アクセサリー

センサ

S字型ロードセル

定格容量：100N〜3kN
（10.20㎏〜305.9㎏）
防塵・防水（IP67）

コラム型ロードセル

定格容量：5kN〜50kN
（509.9㎏〜5.099t）
防塵・防水（IP67）

浮き上がり防止機構付き振れ止め金具一体型ロードセル

●LCM13シリーズ（引張・圧縮） ●浮上がり防止機構付き振れ止め金具 トラックスケールタイプ（圧縮） ●LCC12シリーズ（圧縮）
LCZAP1413/1414/1415
●LCC11シリーズ
●LCCD11シリーズ（デジタルロードセル）

●ロードフット
LCZA FT01S
定格容量：1kN〜50kN
（102.0㎏〜5.099t）
防塵・防水（IP67）

定格容量：100kN〜 300kN
（10.20t〜30.59t）
防塵・防水（IP68）

オールステンレス和算箱
●AD-4379SUS

ジャンクションボックス

定格容量：100kN〜300kN
（10.20t〜30.59t）
防塵・防水（IP68）

デジタルロードセル専用和算箱
●AD 4388-4

●AD-4380SUS

4点和算
防塵・防水
（IP67）

●AD 4388-6
和算点数：2〜4点
材質
：オールステンレス（SUS304）
適合ケーブル：φ4〜φ12
防塵・防水（IP67）

ロードセル延長用接続箱
材質：オールステンレス（SUS304)
防塵・防水（IP67）

6点和算
防塵・防水
（IP67）

特殊ロードセル
バー型ロードセル

ワッシャー型ロードセル

引張圧縮試験機用ロードセル

●LC-4212（圧縮）

●RWL

●ULF／UL（特注）

定格容量：3kN〜12kN
（305.9㎏〜1.224t）
四隅調整済み

定格容量：100kN〜30MN
（10.20t〜3059t）
防塵・防水 IP64（〜500kN）
IP67（1MN〜）

定格容量
ULF 5kN〜500kN（509.9㎏〜50.99t）
UL 5kN〜2MN（509.9㎏〜203.9t）
防塵・防水 IP64（ULF）
IP67（UL）

●XY2軸同時計測型ロードセル

定格容量：X-5kN（509.9㎏） Y-2.5kN（254.9㎏）
X-7.5kN（764.8㎏）Y-2.5kN（254.9㎏）
X-10kN（1020㎏） Y-5kN（509.9㎏）
X-30kN（3059㎏） Y-10kN（1020㎏）
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防爆計量システム機器
石油化学、薬品、顔料、塗料関係をはじめとして、爆発性雰囲気における計量システムは、生産管理、安全管理、品質管理
の面から欠くことのできない設計ポイントとなっています。計量システムの応用分野の広がりに伴い、耐圧防爆、本質安全
防爆ともに防爆指針に適合した各種機器がラインアップされています。

耐圧防爆型ロードセル

防爆計量システム
機器

密閉型ロードセル
●CP-FP（圧縮）
●TP-FP（引張）

密閉ビーム型ロードセル
●LBP-FP1（引張・圧縮）

爆発等級及び発火度d2G4
定格容量：1.96kN〜294kN
（200㎏〜30t）
防塵・防水（IP67）

爆発等級及び発火度d2G4
定格容量：490N〜9.81kN
（50㎏〜1t）
防塵・防水（IP67）

シングルポイントロードセル ビーム型ロードセル（引張・圧縮）
●LCB01／02／06シリーズ（引張・圧縮） ●LCM17
●LCM17-M
（浮き上がり防止機構付き振れ止め金具一体型）

爆発等級及び発火度［EXdⅡBT4］
定格容量：300N〜6kN
（30.59㎏〜611.8kg）
四隅調整済み

爆発等級及び発火度［EXdⅡBT4］
定格容量：1kN〜20kN
（102.0㎏／2.039t）

ジャンクションBOX
●AD-4387

デジタル指示計
●AD-4403-FP

耐圧防爆システム用機器
台はかり
和算箱
●TWPLシリーズ：200㎏〜3t ●AD-4386シリーズ
●SB-FPシリーズ：30㎏〜600㎏

2個〜4個までの並列和算

耐圧防爆システム用機器
台はかり
●STシリーズ

台はかり
●SN-1200KFP

ロードセルケーブル延長用接続箱

爆発等級及び発火度：ExdⅡBT5

本質安全防爆システム用機器
台はかり
●HW-K iEPシリーズ

台はかり
はかり
●HV-K iEPシリーズ ●EK-EPシリーズ

（スタンド別売）

ExdⅡBT5X（表示部）
ExdⅡAT4（計量台部）

ExdⅡBT5X（表示部）
ExdⅡBT4（計量台部）

爆発等級及び発火度：
爆発等級及び発火度：
ExiaⅡAT4
ExiaⅡAT4
移動用車輪・取手付
（Bタイプ）

本質安全防爆システム用機器（6線式
和算箱
●AD-4379P／Q

2個〜4個までの並列和算
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i2G4）

ジャンクション・ボックス バリアユニット
●AD-4380P／R
●AD-4381P／Q／R

ロードセルケーブル延長用接続箱

爆発等級及び発火度：
ExibⅡBT3
最近の国際整合防爆指針に適合

産業用はかり

ウェイトチェッカ 金属検出器

近年、あらゆる業界で生産、検査、物流等のライン化が進められていますが、効率を落とさず品質管理の向上をはかるうえ
で、ライン上での不良品の判別が欠かせません。ウェイトチェッカは、ライン上を流れる製品の質量を計測し、欠品や員数不
足等の不良品を検出できる装置です。金属検出器は生産ラインでの金属異物を高感度で検出します。

ウェイトチェッカ

金属検出器
● AD-4961

● AD-4971

最大選別重量：15㎏、30㎏、35㎏ 3タイプ
最小表示：2g（15㎏）、5g（30㎏）、5g（35㎏）
選別精度：±10g（15㎏）、±20ｇ（30㎏、35㎏）

防塵・防水（IP65）
クラス最高の選別精度（3σ）：0.08g
計量設定最適化
ひょう量 500g/2000g
目量 0.01g/0.1g

防塵・防水（IP65）
自動感度設定機能 ／ HACCP対応
検出感度 Fe:φ0.3〜φ0.7mm
検出感度 SUS:φ0.8〜φ1.5mm

産業用はかり

台はかり カートスケール クレーンスケール

台はかり
●FGシリーズ

●HW-G（大型）シリーズ

●FT-iシリーズ

●SU-2000Kシリーズ

パーソナル台はかり
約1秒で測定完了
ACアダプタと乾電池の2電源方式
30㎏〜150㎏ 8モデル

重量物用高精度台はかり
重量チェック、簡易個数計機能
ACアダプタと乾電池の2電源方式（KGLタイプ）
300㎏〜1200㎏ 8モデル

大型台はかり
超大型計量台、最大3トンまで計量可能
豊富な機能搭載
1500㎏〜3000㎏ 4モデル

オールステンレスハウジング U 型ス
ケール
防塵・防水（計量台：IP67、表示部：
IP65）
豊富な機能を搭載
2000㎏ 1モデル

台はかり

カートスケール

クレーンスケール

●SN-1200KWP

●SNシリーズ

●SDシリーズ

●FJ-K iシリーズ
●FJ-TiSシリーズ

防塵・防水（IP65）
パレット一体型台はかり
1100╳1100mmの大型計量台
フォークリフトで簡単に運搬可能
1200kg 1モデル

パレット一体型台はかり
1100×1100㎜の大型計量台
フォークリフトで簡単に運搬可能
300㎏〜1200㎏ 2モデル

移動に便利な台車型スケール
使用後は折りたたんで収納可能
電源：単2乾電池6本
100㎏、200㎏ 2モデル

防塵・防水（IP65）
FJ-Ki：小型軽量でプラスチック製
100㎏〜500㎏ 3モデル
FJ-TiS：アルミ合金製
1000㎏〜3000㎏ 4モデル
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産業用はかり

●AD 4942Aシリーズ

産業用はかり

防塵・防水台はかり カラット天びん マスコンパレータ

防塵・防水台はかり
●SWシリーズ

●SC／SEシリーズ

●HV-G／HW-G シリーズ
●HV-WP／HW-WPシリーズ

●FS- iシリーズ

防塵・防水（IP69K／IP68）
多湿な環境でも使用可能
タッチセンサースイッチ／高輝度LED表示
6㎏〜150㎏ 8モデル

防塵・防水（IP68）
KBシリーズ：セパレートタイプ
SC：SUS製フレーム＆SUS製計量皿
30㎏〜150㎏ 10モデル
SE：鉄製フレーム＆SUS製計量皿
30㎏〜150㎏ 10モデル

-Ｇシリーズ：計量台のみ防塵･防水（IP65）
-WPシリーズ：防塵・防水
（IP65）
の表示
部・計量台
Ｇシリーズ：10㎏〜220㎏ 14モデル
ＷＰシリーズ：10㎏〜220㎏ 7モデル

防塵･防水
（IP65）
高速応答 重量チェック表示機能
3色のコンパレーターライトで過不足や
適量確認
6㎏〜30㎏ 3モデル

カウンティングスケール

カラット天びん

マスコンパレータ

産業用はかり
電子天びん

●FC-S i/iシリーズ

●HC-iシリーズ

●FZ-CT／FX-CTシリーズ

高い分解能と広い計数範囲
バーコードリーダーとラベルプリンタによ
り、
計数管理システムが容易に完成
500品目のメモリが可能
500g〜50㎏ 11モデル

部品等の数を容易に計数可能
目標値をブザーでお知らせ
用途の広い分離可能型
99品目のメモリが可能
3㎏〜30㎏ 4モデル

高精度0.001ct ジュエリー測定用
宝石測定用専用皿標準装備
FZ-CT：校正用分銅内蔵型 2モデル
FX-CT：標準型 2モデル

高分解能2500万分の1
校正用分銅内蔵
高い分解能と優れた繰り返し性（標準
偏差）
BMシリーズとMCシリーズの8モデル

●GHシリーズ

●GRシリーズ

●HR-A／AZシリーズ

電子天びん
分析用電子天びん
●BMシリーズ

●HRシリーズ

22g〜520g 6モデル
最小表示1μg マイクロ天びん 校正用分銅内蔵
高分解能の追求／静電気の問題を解決

51g〜320g 5モデル
セミマイクロ天びん
校正用分銅内蔵

42g〜310g 5モデル
セミマイクロ天びん
校正用分銅内蔵

HR-A／AZ：102g〜252g 各3モデル
HR：51g〜320g 5モデル
HR-AZ：校正用分銅内蔵

汎用電子天びん
●MCシリーズ

1100g〜31㎏ 5モデル
高分解能1000万分の1、校正用分銅内蔵
MC-10K/30K/100KS：防塵・防水（IP65）

22 I P R O D U C T S G U I D E

●GXシリーズ（校正用分銅内蔵） ●FZ-iWPシリーズ（校正用分銅内蔵） ●FZ-iシリーズ（校正用分銅内蔵）
●FX-iWPシリーズ
●GFシリーズ
●FX-iシリーズ

210g〜8100g 各12モデル
GX：校正用分銅内蔵
高速1秒応答

122g〜3200g 各6モデル
防塵・防水（IP65）
（WPシリーズ）
FZ-iWP：校正用分銅内蔵

122g〜5200g 各8モデル
コンパクトなB5サイズ
FZ-i：校正用分銅内蔵

電子天びん
中・重量物用電子天びん

汎用電子天びん
●EK-i／EW-iシリーズ

●EJシリーズ

EK-i：120g〜12㎏ 13モデル
EW-i：30g〜12㎏ 3モデル
軽量・コンパクト

8.1㎏〜31㎏
各7モデル
120g〜6100g 10モデル
USBインタフェース標準装備（クイックUSB） GX-K：校正用分銅内蔵 防塵・防水（IP65）
大型計量皿
乾電池で使用可能

●GX-K/G F-Kシリーズ

高精度計量センサー

●GPシリーズ

12㎏〜101㎏ 14モデル
校正用分銅内蔵、防塵・防水（IP65）
一体型と分離型の2タイプ

デジタルはかり
●AD-4212Cシリーズ

●SHシリーズ

巾わずか80㎜の小型計量部
高速応答、防塵・防滴（IP54）
21g×0.001㎎〜1100g×1㎎ 9モデル

電磁式デジタルロードセル®方式
59㎜巾のコンパクトな計量部
防塵・防水（IP65)
51g×0.0001g〜6200g×0.01g 6モデル

1000g〜30㎏ 6モデル
高分解能1／2000

310g〜5100g 8モデル
マルチユースケース収納
お得なバリューパックもご用意

防塵・防水デジタルはかり
●HT-120
HL- iシリーズ

●SL／SL-Dシリーズ

SL：20㎏、30㎏ 2モデル
SL-D：1000g〜30㎏ 6モデル
高分解能1／2000
便利な両面表示（SL-D）

●SH-WPシリーズ

HT-120：120g 1モデル
HL-i：200g〜2000g 4モデル
HL-iにはお得なバリューパックもご用意
コンパクト

取引・証明用はかり

デジタルはかり

●HTシリーズ

●HL-WPシリーズ

防塵・防水（IP67）
水に浸して洗浄可能
タッチセンサ／3色カラーコンパレータ表示
3000g〜30kg 4モデル

ステンレス・ボディ
防塵・防水（IP65）
300g〜3000g 3モデル

取引・証明用はかり
料金はかり

防爆計量システム
●HV-K iEP-K

●HV-K iEP-K（大型）
検定
済品

本質安全防爆構造台はかり
ExiaⅡAT4
精度等級：3級
3kg〜220㎏ 3モデル

検定
済品

本質安全防爆構造台はかり
ExiaⅡAT4
精度等級：3級
150㎏〜600㎏ 4モデル

●SR／SQシリーズ

●ST-K
検定
済品

防爆防爆構造防爆計量システム
ExdⅡBT5X（表示部）
ExdⅡAT4（計量台部）
精度等級：3級
30㎏〜600㎏ 5モデル

電子天びん

●AD-4212A/Bシリーズ

検定
済品

SR：お客様側
から見やすいタワー型
SQ：標準型
精度等級：3級
6000g〜30kg 各3モデル
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取引・証明用はかり
計量法で規定される「取引」及び「証明」行為に際しては、「取引・証明用はかり」と呼ばれる検定つきのはかりの使用が定められています。

汎用電子天びん
●GX-Rシリーズ
●GX-KRシリーズ

検定
済品

自己補正機能付（校正用分銅内蔵）
精度等級：1級／2級
GX-R：210g〜8100g 12モデル
GX-KR：8.1kg〜31kg 5モデル

調剤用電子天びん
●FZ-iWPRシリーズ
●FZ-iRシリーズ

●EK-i-K／EW-i-Kシリーズ

●SK-iシリーズ
検定
済品

取引・証明用はかり

持ち運びやすい取手部付
精度等級：3級／4級
1000g〜30㎏ 6モデル

g､％､個数の3モード表示と
コンパレータ表示機能搭載
精度等級：3級
300g〜12kg 5モデル

検定
済品

2級／3級特定計量器
20g／300g 1モデル
精度等級：2級／3級

防塵・防水デジタルはかり

デジタルはかり
●SJシリーズ

検定
済品

検定
済品

自己補正機能付（校正用分銅内蔵）
精度等級：2級
122g〜2200g 各5モデル

●EK-320 iR

●HL-iWP-Kシリーズ

●SJ-WPシリーズ
検定
済品

大型液晶表示 風袋引き機能
精度等級：3級／4級
1000g〜30kg 6モデル

検定
済品

防塵・防水（IP67)
水に浸して洗浄可能
精度等級：3級／4級
2000 g〜30㎏ 4モデル

検定
済品

防塵・防水（IP65)
ステンレスでコンパクトボディ
精度等級：3級
1000g、2000g 2モデル

防塵・防水電子天びん／台はかり
●SW-K／SC-K／SE-Kシリーズ

●GP-Rシリーズ
検定
済品

自己補正機能付（校正用分銅内蔵）
防塵・防水
（IP65）
精度等級：2級
12㎏〜101㎏ 9モデル

●HV-G-K／HW-G-K シリーズ ●FS-i-Kシリーズ
●HV-WP-K／HW-WP-Kシリーズ

検定
済品

防塵・防水
（SW-K：IP69K／
IP68、SC-K／
SE-K：IP68）
精度等級：3級
SW-K：6kg〜150kg 8モデル
SC-K／SE-K：30㎏〜150㎏ 各10モデル

検定
済品

防塵・防水（IP65 -Gシリーズは表示部のみ）
精度等級：3級
-G-Kシリーズ
3㎏〜220㎏
6モデル
3モデル
-WP-Kシリーズ 3㎏〜220㎏

検定
済品

防塵・防水（IP65）
精度等級：3級
6㎏〜30㎏ 3モデル

台はかり
●FG-Kシリーズ

●HV-G-K（大型）シリーズ
検定
済品

パーソナル台はかり
ポール付きのAタイプ
ポール無しのBタイプ
精度等級：3級
30㎏〜150㎏ 8モデル
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検定
済品

重量物用高精度台はかり
㎏､％､の2モード表示と簡易個数、
コンパレータ機能搭載
精度等級：3級
150㎏〜1200㎏ 8モデル

●FT-i-Kシリーズ

●SN-K
検定
済品

超大型計量台、最大3トンまで計量可能
精度等級：3級
1500㎏〜3000㎏ 4モデル

検定
済品

パレット一体型台はかり
精度等級：3級
300㎏〜1200㎏ 2モデル

ME（メディカル・エレクトロニクス）
ストレッチャスケール
●AD-6051

デュアルスケール
●AD-6040

検定
済品

寝た状態で安全に搬送・計量。寝台
部の高さ調整可能。
精度等級：3級
ひょう量：150㎏ 目量：0.1㎏

チェアスケール

ベッドサイドスケール

●AD-6031
検定
済品

寝たまま、座ったままで体重測定・移動が可
能。車イスにもストレッチャにも切替可能。
精度等級：4級
ひょう量：150㎏ 目量：0.1㎏／0.2㎏

●AD-6121A ／6122

座 ったままで 体 重 測 定・移 動 が 可
能。水に強い防滴仕様。
精度等級：3級
ひょう量：200㎏ 目量：0.05㎏／0.1㎏

●AD-6106N シリーズ
検定
済品

どなたにも使いやすいユニバーサル
仕様。据え置きタイプ。標準型のN W
とプリンタ内蔵のNP。精度等級：3級
ひょう量：150㎏ 目量：0.1㎏

●AD-6107NW ／NP

車イスが乗りやすい、フラットで床面か
ら45㎜の薄型計量台。プリンタ内蔵、
大ひょう量など4モデル。精度等級：3級
ひょう量：150㎏／200㎏ 目量：0.1㎏

●WAKシリーズ
検定
済品

検定
済品

身長体重計

薄型で乗りやすく、手すりにつかまっ
た状態で安全に計量。標準型のN W
とプリンタ内蔵のNP。精度等級：3級
ひょう量：150㎏ 目量：0.1㎏

全自動血圧計

●AD-6228A ／AP

移動・設置・収納が楽で使いやすい。
精度等級：3級／4級
AD-6121A：ひょう量：150㎏ 目量：0.1㎏
AD-6122：ひょう量：150㎏ 目量：0.1kg／0.2㎏

スケールベッド

バリアフリースケール
●AD-6105NW／NP

検定
済品

検定
済品

●AD-6351
検定
済品

検定
済品

ベッドにはかりをプラス。寝たままで
安全に体重を測定。大きさや仕様な
どにより12モデル。精度等級：3級
ひょう量：150㎏

携帯型自動血圧計

●TM-2656VPW

●TM-2433

確かな血圧測定で診断を助ける計測
器メーカーが創る 高 性 能・高 耐久
性 左右のどちらの腕でも測定可能。
業界初！気圧・気温計搭載。

血圧の治療や調査、研究などに有効な
24時間の日常生活での血圧変動を測
定、記憶。
軽量、手のひらサイズ。

検定
済品

バイタルセンサS

バイタルボックス

血圧監視装置

リモートモニタ

●TM-2590

● TM-2572

●TM-2581

●TM-2125

薄型・軽量コンパクトサイズで操作は
シンプルで使いやすい。
ユニークな機能を搭載、オプションも
充実。

測定データは大型L E D表示、メモリ
データやグラフはカラー液晶の見やす
いダブル表示。各種設定は使いやす
いタッチパネル操作。

血 圧・脈拍 数を確実にモニタリング
し、ダブル表示。最高血圧、脈拍数の
上下 限 をアラーム 監 視 、病 棟 に 最
適。

ベッドサイドの生体情報モニタや血圧
監視装置で測定の患者情報をナース
ステーションなどの離れた場所で無線
双方向通信により患者管理が実現。
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ＭＥ

乗り降りしやすい薄型。移動、収納が
楽な軽量、コンパクトサイズ。
精度等級：3級
体重ひょう量：150㎏ 目量：0.1㎏
身長最小表示：0.1㎝

エレクトロニクス︶

バリアフリー仕様全自動型。身長・体
重を同時に測定。標準型のAとプリン
タ内蔵のAP。精度等級：3級
体重ひょう量：200㎏ 目量：0.1㎏
身長最小表示：0.1㎝

HHC（ホームヘルスケア）
上腕式血圧計
●UA-621

お好みの色が選べる和色3色。
携帯しやすいコンパクトサイズ。
脱アレルギーカフ。

●UA-772K

毎日しっかり測りたい方に。
使いやすいシンプル操作。
90回分の測定データをメモリ。
脱アレルギーカフ。

●UA-774J

朝・夜しっかり測りたい方に。
光る朝測定・夜測定スイッチ。
使いやすいシンプル操作。
脱アレルギーカフ。

●UA-767V

音声で知りたい方に。
最高血圧値と最低血圧値と脈拍数を2
回ずつアナウンス。

手首式血圧計
●UB-512H

●UB-511L

●UB-329B

●UB-351

朝・夜測定する方に。
早朝高血圧の確認に役立つ
朝・夜分け光るスイッチ。

毎日測定する方に。
暗いところでもクッキリ見える、
光るバックライト表示。

お手軽に測定したい方に。
簡単操作、シンプルで使いやすい。

お手軽に測定したい方に。
シンプルで使いやすい。
押しやすいボタンスイッチ。

体重計

吸入器

歩数計

ＨＨＣ︵
スケア︶

●UC-322

●UC-330A

●UN -133B

●UW-101

毎日の体重測定に、メタボ対策に
小型A4サイズで置き場所、持ち運び
に便利。

おしゃれなスタイル
丸くてやさしいフォルムでリビングに
おける体重計、カラー：ブラックとホ
ワイト

超音波温熱吸入器
約43℃・5μmの霧でやさしく暖め、
潤して、のど・鼻がスッキリ！
お子様にも安心。

健康のために毎日ウォーキング
ポケットやバッグに入れて計れるフ
リー装着歩数計

Bluetooth® 内蔵血圧計・体重計

ムヘル

●UA-851PBT-C

●UA-767PBT-C

●UC-321PBT-C

●UC-411PBT-C

シンプル、
スマートなネットワーク
対応の無線通信機能付血圧計
簡単ワンプッシュ操作
常に目に付くところに置ける
デスクトップ型

無線通信機能付血圧計
測定は簡単、ワンプッシュ操作
脈のゆらぎがわかる不規則脈波検知
測定値40データメモリ

無線通信機能付体重計
50g単位表示の高精度
測定値40データメモリ
薄型シンプルスタイル

ネットワーク対応の体組成計
50g単位表示の高精度
登録人数5人
バックアップメモリ200データ
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汎用電子計測機器
汎用電子計測機器は広く多岐にわたる製品群を取り揃え、技術者から一般のユーザーまでご使用いただけます。
ご希望の製品に関する詳細につきましては、弊社ホームページをご覧いただくか、または別途「電子計測 計量機器 デジタ
ルライフ」カタログをご請求ください。

電気計測・マルチメーター・オシロスコープ・発信器・クランプメーター・デジタルノギス・直流電源
●AD-5522

●AD-5523A

●AD-5529

●AD-5518T

デジタル・マルチメーター

●AD-5581

●AD-5582A

●AD-5585

クランプメーター

●AD-5142D

●AD-8623A／24A

デジタルオシロスコープ

●AD-5763

●AD-8723D／24D

デジタルノギス

●AD-8626

ファンクションジェネレーター

●AD-8735A

●AD-8735D

直流安定化電源

温度計測・湿度計測・熱中症モニター
●AD-5605P／C／H ●AD-5624 ●AD-5640B

● AD-5663

● AD-5686

●AD-5648A

●AD-5656SL

●AD-5695

●AD-5688

デジタル・温湿度計

●AD-5611A

●AD-5612A

●AD-5324SET

非接触・赤外線放射温度計

●AD-5696

温度・湿度データレコーダー

●AD-5604C

防水型温度計

熱中症指数モニター 熱中症 みはりん坊

●AD-5707

●AD-5709TL/5709

●AD-5701A

●AD-5705BK/RE

●AD-5706WH/RE

●AD-5184

1.5GHz
マルチファンクション・カウンター

デジタル・タイマー

周波数カウンター
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汎用電子計測器

デジタルタイマー・カウンター

株式
会社

安全上のご注意

本社：〒170-0013 東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁 目 2 3 番 1 4 号
TEL.03-5391-6126
（代）FAX.03-5391-6129
■ 札 幌 出 張 所 TEL.011-251-2753
（代）FAX.011-251-2759
■ 仙 台 出 張 所 TEL.022-211-8051
（代）FAX.022-211-8052
■ 宇 都 宮 営 業 所 TEL.028-610-0377
（代）FAX.028-633-2166
■ 東 京 営 業 所 TEL.03-5391-6128
（直）FAX.03-5391-6129
■ 東 京 北 営 業 所 TEL.048-592-3111
（代）FAX.048-592-3117
■ 東 京 南 営 業 所 TEL.045-476-5231
（代）FAX.045-476-5232
■ 静 岡 営 業 所 TEL.054-286-2880
（代）FAX.054-286-2955
■ 名 古 屋 営 業 所 TEL.052-726-8760
（代）FAX.052-726-8769
■ 大 阪 営 業 所 TEL.06-7668-3900
（代）FAX.06-7668-3901
■ 広 島 営 業 所 TEL.082-233-0611
（代）FAX.082-233-7058
■ 福 岡 営 業 所 TEL.092-441-6715
（代）FAX.092-411-2815

http://www.aandd.co.jp

● ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。

MATLAB ⓇSimulinkⓇStateﬂowⓇはMath Works社の登録商標です。Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8,
Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、
お断りなく変更することがあります。
● 本カタログの内容は

2016年10 月 現在のものです。
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