
     令和元年　5月

　試験・検査機器一覧

(公財)さかきテクノセンター



（消費税抜き）

区　　　　　分 個人(借用) 依頼 貸出

機 器 名 1時間 30分 １日

1 三次元測定機 XYZAX FUSION NEX9/6/6 2,600 1,900 ㈱東京精密

2 真円度測定機 RONCOM NEX200 DX-11 900 1,100 ㈱東京精密

3 表面粗さ測定機 サーフコム1400D-13 900 1,100 ㈱東京精密

4 微小硬さ試験機 HM-221 1,000 1,100 - ㈱ミツトヨ

5 ﾛｯｸｳｪﾙ硬さ試験機 ATK-F3000 1,000 1,100 - ㈱ｱｶｼ=㈱ﾐﾂﾄﾖ

6 精密万能試験機 ｵｰﾄｸﾞﾗﾌAG-100KNG 1,100 1,000 - ㈱島津製作所

7 輪郭形状測定機 ｺﾝﾄﾚｰｻCV-524 1,100 1,200 - ㈱ミツトヨ

8 恒温恒湿器 PR-1KP 600 1,200 1,000 エスペック㈱

9 小型環境試験機 IW241A 400 1,000 800 ヤマト化学㈱

10 分散型蛍光X線分析装置 EDX-720 1件 4,000 1件 8,000 - ㈱島津製作所

11 多点温度計 ﾒﾓﾘｰﾊｲﾛｶﾞｰ84221-50 - 要問合 500 日置電機㈱

12 クランプ電力計 ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾊﾟﾜｰﾊｲﾃｽﾀ3169 - 要問合 500 日置電機㈱

13 デジタルマイクロスコープ VHX-6000 1,100 1,200 - ㈱キーエンス

《校正検査機器案内》

①ﾌﾞﾛｯｸｹﾞｰｼﾞ(2.5～25)

②③ｵﾌﾟﾁｶﾙﾊﾟﾗﾚﾙ(25,50用)

④⑤ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾃｽﾀ
(0.01、0.001)

⑥ｷｬﾘﾊﾟﾁｪｯｶ(20～300)

　(全て校正証明書付)
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1,000 要問合 - ㈱ミツトヨ

試験・検査機器使用料金表

モデル メーカー

14 測定工具の検査機器

15 3Dプリンタ FORTUS 360mc-S Stratasys-

要問合せ

要問合せ



①

　　三次元座標測定機
型　　式：FUSION  NEX 9/6/6

メーカー：株式会社東京精密

導入年月：２０１４年６月

校正年月：２０１８年６月

<装置仕様>

　搭載可能寸法(X,Y,Z)：８５０、６００、６００

　プローブヘッド　①、②選択可能

　　①VAST XT・・・標準　(ﾎﾟｲﾝﾄ測定、ｽｷｬﾆﾝｸﾞ測定)

測定力(N)：０．０５～１．０

最小スタイラス(㎜)：０．５

　　②TP200 PH10T・・・オプション[常時設置]　(ﾎﾟｲﾝﾄ測定)

測定力(N)：０．０２

最小スタイラス(㎜)：０．５

　搭載ソフトCalypso(ｶﾘﾌﾟｿ)

　データ処理（OS）：Windows７

個人測定　２，６００円/1時間(税別)

依頼測定　１，９００円/30分(税別)

②

　　真円度測定機
型　　式：RONDCOM  NEX200 DX-11

メーカー：株式会社東京精密

導入年月：２０１６年５月

校正年月：２０１９年１月

<装置仕様>

　回転精度　　 　：(0.02＋3.2H/10000)μm

　最大測定径　　：外径３００㎜、内径３６０㎜

　最大測定高さ　：５００㎜

　テーブル外径　：２３５㎜

　積載質量　　 　：３０Kg

　測定力　　　　　：３０～１００mN(無段階可変)

　データ処理（OS）：Windows７

個人測定 　 　９００円/1時間(税別)

依頼測定　１，１００円/30分(税別)



③

　　表面粗さ測定機
型　　式：サーフコム　１４００D-13

メーカー：株式会社東京精密

導入年月：２００９年２月

校正年月：２０１９年１月

<装置仕様>

　測定範囲/分解能

　　　Z軸　　８００μm/０．０１μm

　　　　　　　　 ２５μn/０．０００4μm

　　　X軸　　１００mm/０．１μm

　測定高さ　  ４５０mm

　許容積載重量　　５０kgf

　データ処理（OS）：Windows７

個人測定　　　９００円/1時間(税別)

依頼測定　１，１００円/30分(税別)

④

　　微小硬さ試験機
　　　（マイクロビッカース硬さ試験機） 型　　式：HM-221

メーカー：株式会社ミツトヨ

導入年月：２００９年２月

校正年月：２０１８年１１月

<装置仕様>

　試験荷重　　：０．４９０３mN(０．０５gf)～１９．６１N(２０００gf)

　荷重制御　　：自動方式(負荷・保持・除荷)

　対物レンズ　：１０×、５０×、１００×

　最小表示  　：０．０１μm

　データ処理（OS）：Windows７

個人測定  １，０００円/1時間(税別)

依頼測定　１，１００円/30分(税別)



⑤

　　ロックウェル硬さ試験機
型　　式：ATK-F３０００

メーカー：株式会社ミツトヨ（㈱アカシ）

導入年月：１９９５年１１月

校正年月：２０１８年１１月

<装置仕様>

　試験荷重　　：２９．４２N(３kgf)～９８．０７N(１０kgf)

　全試験力　　：147.1(15)、294.2(30)、441.3(45)N(Kgf)

　　　　　　　　　588.4(60)、980.7(100)、1471(150)N(Kgf)

　荷重制御　　：自動方式（負荷・保持・除荷）

　圧子判別　　：自動方式

個人測定  １，０００円/1時間(税別)

依頼測定　１，１００円/30分(税別)

⑥

　　精密万能試験機
型　　式：オートグラフ　AG-100KNG

メーカー：株式会社島津製作所

導入年月：１９９７年　１月

校正年月：２０１８年１２月

<装置仕様>

　最大試験荷重　：１００KN(１０tf)

　負荷方式  　　　：ACサーボモータ×精密ボールねじ

　負荷測定精度　：指示荷重の±１％以内（JIS１級）

　試験項目　　　　：引張試験

　　　　 　　　　　　　圧縮試験

　　　　 　　　　　　　曲げ試験

　伸び計　　　：５０㎜　保有

　データ処理（OS）：Windows７

個人測定  １，１００円/1時間(税別)

依頼測定　１，０００～１，４００円/30分(税別)

圧縮冶具付



⑦

　　輪郭形状測定機
型　　式：コントレーサ　CV-524

メーカー：株式会社ミツトヨ

導入年月：１９９８年３月

校正年月：２０１９年２月

<装置仕様>

　測定範囲　　：X軸１００mm　Z軸５０mm

　検出方式　　：X軸,Z軸ともデジタルスケール

　駆動真直度制度：１μm/１００mm

　駆動最大高さ    ：２５０mm

　ソフトウェア　　 　：FORMPAK-１００

　データ処理（OS）：Windows７

個人測定  １，１００円/1時間(税別)

依頼測定　１，２００円/30分(税別)

⑧

　　恒温恒湿器
型　　式：PR-1KP型

メーカー：エスペック株式会社

導入年月：１９９８年３月

点検年月：

<装置仕様>

　温湿度範囲　：温度　－２０～１００℃

　　　　　　　　　　湿度　　 ２０～　９８％RH

　最大電流　　　：AC２００V　３Φ　１８．５A

　調温調湿方式：平衡調温調湿方式

　　　　　　　　　　　温湿度プログラム運転可能

　冷媒　　　　　　：代替フロン

　内寸法　　　　　：幅５００×奥行４００×高さ６００mm

　　　　　　　　　　　１２０リットル

個人測定 　　 ６００円/1時間(税別)

依頼測定　１，０００円/30分(税別)

貸し出し 　１，０００円/1日(税別)    



⑨

　　小型循環試験器
　　　　（小型恒温恒湿器） 型　　式：IW241A

メーカー：ヤマト化学株式会社

導入年月：１９９９年１月

点検年月：

<装置仕様>

　温湿度範囲　：温度　－４０～１３０℃

　　　　　　　　　　湿度　　 ３０～　９５％RH

　最大電流　　　：AC２００V　１Φ　１５A

　調温調湿方式：平衡調温調湿方式

　　　　　　　　　　　温湿度プログラム運転可能

　冷媒　　　　　　：代替フロン

　内寸法　　　　　：幅３００×奥行２４０×高さ３００mm

　　　　　　　　　　　２１リットル

個人測定 　　 ４００円/1時間(税別)

依頼測定　１，０００円/30分(税別)

貸し出し　 　　８００円/1日(税別)    

⑩

　　分散型蛍光X線分析装置
型　　式：EDX-７２０

メーカー：株式会社島津製作所

導入年月：２００９年１月

点検年月：

<装置仕様>

　測定範囲　　：Na（11）～U(９２)

　測定対象　　：個体、液体、粉体

　照射面積（径）：１０mmΦ標準

　　　　　　　　　　（１，３，５，１０mm選択）

　試料形状　　：最大３００mmΦ×１５０mmH

　測定雰囲気　：大気、真空（選択）

　データ処理（OS）：Windows７

個人測定  ４，０００円/1件(税別)

依頼測定　８，０００円/1件(税別)



⑪

　　多点温度計
型　　式：ﾒﾓﾘﾊｲﾛｶﾞｰ　８４２２１－５０

メーカー：日置電機株式会社

導入年月：２００９年２月

点検年月：

<装置仕様>

　測定対象：　温度（熱電対）、電圧、湿度、パルス積算、

　　　　　　　　　回転数変動

　測定機能　：チャンネル数３０点

　　　　　　　　　１カ月以上の連続測定可能

　測定温度範囲：－１００℃～１３００℃

　測定湿度範囲：０．０～１００％

個人測定 ー　

依頼測定  要問合せ

貸出　　　　５００円/１日(税別)

⑫

　　クランプ電力計
型　　式：ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾊﾟﾜｰﾊｲﾃｽﾀ３１６９

メーカー：日置電機株式会社

導入年月：２００９年２月

点検年月：

<装置仕様>

　測定ライン：単相２線(４回路)、単相３線(２回路)、

　　　　　　　　三相３線(２or１回路)、三相4線 (1回路), 

　　　　　　　　　※50/60Hz, 同一電圧系統による

　測定項目：電圧, 電流, 有効・無効・皮相電力, 有効・無効電力量,

　　　　　　　　力率, 周波数, 高調波 (40次まで)

　電圧レンジ：AC 150.00〜600.00 V, 3レンジ

　電流レンジ：AC 500.00 mA〜5.0000 kAまで 

　　　　　　　　　　(使用するセンサにより測定範囲が異なる)

　電力レンジ：75.000 W〜900.00 kW

　　　　　　　　　 (電圧/電流ﾚﾝｼﾞと測定ﾗｲﾝの組合せにより決定)

　電源　：AC 100V〜240V, 50/60Hz, 30VA max.

個人測定 ー　

依頼測定  要問合せ

貸出　　　　５００円/１日(税別)



⑬

　　デジタルマイクロスコープ
型　　式：VHX-6000

メーカー：株式会社キーエンス

導入年月：２０１８年４月

校正年月：

<装置仕様>

　レンズ倍率　　　：×２０～×２００　　×２００～×２，０００

　撮影素子　　　：１/１．８型１９５万画素CMOSｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ

　有効画素数　　：１、６００（H) ×１、２００（V)

　ステージ　：XY移動量　±５０㎜

　　　　　　　　テーブル２３５×１８５

　　　　　　　　中央円盤　Φ１６８

　　　　　　　　Zステージ移動量　４９㎜

　データ処理（OS）：Windows７

個人測定 　１，１００円/1時間(税別)

依頼測定　 １，２００円/30分(税別)

⑭

　　測定工具の検査機器 メーカー：株式会社ミツトヨ

導入年月：２０１８年９月

校正年月：２０１８年８月

①　オプチカルパラレル　OP-25　(0～25㎜)

②　オプチカルパラレル　OP-50　(25～50㎜)

　　　　マイクロメータのアンビル、スピンドルの端面の平面度、

　　　　平行度の不確かさを確認します。

③　ゲージブロック　MB3-10MSC　 (2.5㎜～25㎜　10個組)

　　　　外側マイクロメータの器差や測定面の平面度、

　　　　平行度測定に用います

④　セラキャリパチェッカ　CC-300C　 (20㎜～300㎜)

　　　　内側ジョウ、外側ジョウを使用するときのノギス、

　　　　ハイトゲージの校正用

⑤　キャリブレーションテスタ　UDT-2　 (0.01㎜)

⑥　キャリブレーションテスタ　UDT-１０３ 　(0.001㎜)

　　　　　ダイヤルゲージ、シリンダゲージ等の校正用

個人測定  １，０００円/1件(税別)

依頼測定　



　⑮

　　３Dプリンタ
型　　式：FORTUS　３６０mc

メーカー：Stratasys

導入年月：2014年2月

点検年月：

<装置仕様>

　ワークｻｲｽﾞ　：基本システム(L) 355(W)×254(D)×254(H)

　　　　　　　　　　

　使用材料　　　：ABS、PC　　(ﾗｲｾﾝｽ取得)

　造形データ作成：Insight(標準添付)

　材料供給方式：自動供給カートリッジ(キャニスター)方式

　造形ヘッド　：ツインチップ方式

　積層ピッチ　：０．１２７　０．１７８　０．２５４　０．３３０

個人測定 1,700円/1H(税別)=町内　2,800円/1H(税別)=町外　

依頼測定  基本料金5,000円(税別)=町内　8,000円(税別)=町外　

　　　　　　　 1,７00円/1H(税別)=町内　2,800円/1H(税別)=町外　

　　分散型蛍光X線分析装置
型　　式：EDX-７２０

メーカー：株式会社島津製作所

導入年月：２００９年１月

点検年月：

<装置仕様>

　測定範囲　　：Na（11）～U(９２)

　測定対象　　：個体、液体、粉体

　照射面積（径）：１０mmΦ標準

　　　　　　　　　　（１，３，５，１０mm選択）

　試料形状　　：最大３００mmΦ×１５０mmH

　測定雰囲気　：大気、真空（選択）

個人測定  ４，０００円/1件(税別)

依頼測定　８，０００円/1件(税別)


