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自動圧縮引張ばね試験機 PR③ シリーズ
多数の納入実績と豊富な経験を積んだPROシ リーズ。

高精度と高機能を実現した、ばね試験機のベストセラー製品です。

最小荷重表示 0 0 1rllN(0 001gf)～ 、最大容量～100kN(1 0ton)ま での12機種。

さらにベーシックタイプ・スペシャリレタイプ・八イグレードタイプの

グレードバリエーション等、充実したラインアップ。

PROシリーズは品質 。性能でリードする、ばね試験機の最高峰です。

SPring tester  pRO serios

Our PRO seres has lleen ach eved big number of sell ng result and plenty of expeflence
n spnng testing field. t ls one of the most se ling sprrng tester based on h gh accuracy
and mu t functional ty
l2 models by load capac ty se ectlon of mrn. load display 0.01mN (0.0019f) to max
oad capacity l00kN (10 ton). I\,4oreover, there are substantla line-up of valaety of grade
(BASIC, SPEC AL & HIGH GRADE),
PRO sereis rs the greatest of all spring tester thal takes a lead with hlgh quality and performance

驚全機種JS B 7738コ イルばね圧縮引張試験機の05級
(最高等級)こ適合。

難],2,3段荷重の自動試験はもちろんばね定数、自由

長、初張力、密着高さ、ビーク荷重の測定が可能です。

餃圧縮ばね、引張ばね、皿ばね試験モードを標準装備。

酵高速ラインサーマルプリンターを標準装備。

証各試験段数での停止タイマー、連続試験時の待ち時

間タイマー機能の標準装備。

餃RS232Cイ ンターフエースを標準装備.豊富なばね

試験ソフトの運動が可能です。

舞お求めやすいベーシックタイプから特殊機能搭載の

スペシャルタイブ、超精密の八イグレードタイプとバ

リエーションが豊富です。

障インチング機能で ]mm、 0 1nnm、 0 01mmの 寸動

が簡単にワンプッシュで行えます。(00]mmは 八イ

グレードをFFく )

舞アルフアベットと数字で品香登録ができ、試験条件や

規格公差等を記憶することで即座に試験が行えます。

経PCソ フトの「QCモ ニターJと 連動すればリアルタイ

ムにトレンドチャートやヒストグラム、Xba「 R管理図

やバーグラフ判定を表示します。

経ノギスやマイクロメータ等の漬」定器と接続してデータの

印字も可能です。

舞オプシ∃ン機器が豊富で多彩な機能のバージョンアッ

プが可能です。

t'The whole ser es conforms to class 0.5 (h ghest class)
of JIS B 7738 Co spr ng compress on/tension tester

',Spr 
ng rate, iree ength init a tension so id ength and

peak oad can measured. 1, 2 & 3 step iesling is also
pefiormed automat ca ly

>Testing mode for Compression Tension and llat spring

'tHigh-speed 
ine thermal prifter ls equ pped

pThere s programmab e t mer Junct on for ho ding at
step testlfg and keep ng for sequence testing

t FS232C nierface s equ pped lor var ous spr ng test
software to be ui ized.

'P 
enty ol cholce from the var ety ol var al ons of

mode s such as reasonable pr ced Bas c lype, spec a
type w th specia functlons and high-grade type of
exlra h gh accLracy.

'Jlst 
io plsh the button for nching lunc ion lt enabLes

you 10 move the cross head by 1 mm/o 1 mm/o 01 mm
(For hlgh grade only lmm & 0 lmm)

tPrompt lesting by l\,4ode number iunct on that memo
riz ng measurement cond t ons and standard
lo eTances

'Feal 
time irend chad and h stogram or XbarR conto

chart and bar graph wil be dlsp ayed on the
connected PC w th spr ng testlng program such as
OC monitor

'Conneciab 
e wlth d gilal lnstuuments such as caliper

or micro meter afd prlntings also ava able.

'P 
enly of oplionaL nstruments variatlon and muli

flnctional vers on up s avai ab e

Mode1  123

No     l
l    18 00mm
2   17 00mm
3    16 50mm

S RATE
F LENGTH
No     2

14 400N

17 630N

19 210N

3 230N/mm
22 62mm

14 794N

18 110N
19 730N

3 316N/mm
22 67mm

15 096N
18 380N
19 980N

3 284N/mm
22 77mm

‐ _

1    18 00mm

2    17 00mm

3    16 50mm

S RAttE

F LENGTH
No     3
1    18 00mm
2    17 00mm

3    16 50mm

S RAttE

F LENGttH

No     4
1    18 00mm

2    17 00mm

3    16 50mm

S RATE     3
F LENGttH   22

14 982N
18 290N
19 920N

308N/mm
70mm

鶴ASiC(ベ ーシックタイプ)基本性能タイプ

長さ設定→荷重沢J定 `タ ワミ設定→荷重測定 長さを設定して荷重を求める基本機能タイプです。

SPECIAL(ス ペシャプレタイプ)荷重制御も行える特別機能タイプ

長さ設定→荷重測定,タ ワミ設定→荷重測定十荷重設定→長さ沢」定,荷重設定→タワミ沢J定が可能です。

剛―DRAEIE(ハイグレートタイプ)長さ表示0 001mmの高精度 高分解能 高機能タイプ

長さ設定→荷重測定 ,タワミ設定→荷重測定,荷重設定→長さ測定 ,荷重設定→タワミ測定 .

基本機能、特別機能に加えて、ステップ試験(開始位置から終了位置の間を指定したステップ間隔で測定)

ができます。

参繋《》鰺『議嬢餞響議羅議壌◎魏

BASiC   t has sta∩ dard func」 on of measunng oad by specr ed ength
SPECIAL  Spec a funcJon oad contro funcion s added to BASIC type
Hl‐ GRADII Prec s ontype wに h h gh reso ulon and upgraded funcuons wnh ength d sp ay 0 001mm

機種名 Modd PR0 10N PRO-50N
50N(5に

1荷 重分解能 Load d"
荷重の精度 Load acc∪ racy

0 01mm(ハ イグレードは000]mm=]
標準圧縮板直径 Sdandard anⅢ dは

本体サイス D menson ♂`7450XD 400× H530

電源 Power

損J定結果 E口字f」

PID0 1N

]N(100gf) ]00N(1 0kgf)10N(lkgf)
lkN/100N

適応規格 S● nda ds

単位 Unt

指示値の±050u以 内

」IS Bフ 738 コイルばね ―圧縮 引張ばね試験機の検証  05級 (最高等級 )

荷重 N(海 外仕様は gf kgf使用可 )長さ mm(英語表記タイプは荷重単位 bf長さ単位 ∩でも使用可 )

001N(lgf)0001N(0]gf) 001N(lgf)

+100+200+400 mm

長さ分解能 ヒe

1最 大消費電力 Max POwe「

AC100V(50/
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日本語タイプ(3apanese Verslon)※ 英語併記

表示部

英文タイプ(Eng ish Vers on)
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オペレTターヘの帯ヨ心の百E慮てレイアウトさlnた キ_配 7・

l.

簡単ホタンと流れるような採作ドて 本当の使い易さを

実感していただすます.

Keys are arranged wtth iopmosi cO∩s deralon for operat● :

You w enioy rea easy to use operalon of刊 uentkey n
of:u∩ ct ona:b∪ tions

.Dlsplay

Se ectrng Key

Ten Key

◎圧縮ばね

◎引張ばね

◎皿ばね

セレクトキー部

テンキー入力部

◎長荷試験
0荷長試験
☆タワミ荷重試験
☆荷重タワミ試験

◎1段

◎2段

◎3段

★ステップ

◎自由長測定
0密着高さ測定

◎初張力測定
◎ピークホールド

◎自動E口 字
◎合格品印字
◎不合格品印字
◎停止

じ

公差設定さllて いる場合に画面

キーを押すと公差設定範囲をグ

ラフィック表示します。
1段荷重値 |
2段荷重値 :
3段荷重値 |
ばね定数  |

易案晃 I:

社  名 coMPANYに All=

V         品  番 Mol`― ― 一

試・I番 号 SpeJmer o● ―

]段長さ 1● ep峰 n9■ 1

2段長さ 2● epぃ nlい 一―

3段長さ 3■ep疇日ゥぃ ―

バークラフにより渭J定 データが公差設定範囲のどの位置に

あるかを感覚的に半J断することができます。

2020 /04/01 12: 00
1123

15

OK個数

0摩10

l st

2nd
3 rd

SP
FL
lT

L=

NG個数

l10=0

3333
5555

e seit ng
ryed by

DATE l
MODEL
n      i

S RATE
MAX :
MIN

AVG
R

Sn-1

Su

SI

Cp

Cpk

Pnu

Pnl

公差下限          公差上限

SL              SU

」APAN INSTRUMENTAT ON

319 N /mm
223 N /mm
272 N /mm
096 N /mm
0311

3 740 N /mm
2 740 N /mm
5 359
5 016
0

0

3

3

3

0

0

◆マークで公差範囲内の位置を確認 ◆ma“ bi O

塚 ゾ 響 ン ト爾 摩 … マ ッ 軒 貯菫苺裁 :醗 輩サOFttat

標準装備の高速ラインサーマルプリンターによって、下記の様な試験を印字できます

3段、長さ撥 荷量議選定とステップ鑢 の5夢漏1輌J

3 step.ength/oad tesJng pttnlng samp e

1-1

N0 1

2 55 55mm

FヒENGTH
IT LOAD
S HEIGHT

i00N`mm

22 22mm

333N

I siea aaat ,/a Le

3 S:-.ir raj \,,a Le
Spr nq .a:-.

S. d H-. :,1: i

燕̈
一［〓け置

１

２

３

は

三
初

〓

*= 1

0

0

0

0

0

11 ***********
4 ****
0

0

0

0

0

; .) .: ! 
I

step tawami oad testing
l\licro rneter digital caliper
[f]easurement data print ng

機種名 Modd

Load accur
jl6 Standards

単位 Unn

0

0

1:鵬 ぶ J線 径を印字 Jamdσ  d he●陀

PRO-20く N

」IS B7738 コイルはね ―圧縮 弓 ね試験 l■ の検.L  05級 (最

外仕様は gf k 語表記タイプ ま荷

オプシコン
0 01mm(ブ イヽグレードは0 001mm=l

N0  1
10 00mm

30 00mm

60 00mm

PR0 1KN

試 験 度 Test speed

a! [4ax test

AiA?-l-1 Dlmension

SETTING PRINT

PRO-5Kll   l  PR0 10KN
lkN(100kgf) f) 1  10kN(ltonf ]00kN(]Otonf

自動,ン シtr替 12■1 26■ olェ
=:m■

:́|● ●|:J●o,oll ]kl1/10011

荷重分解能 Load dに 001N(lRf)
指示値の ±050o以 内

直径 Satandard an■ da

lA/985× E1550× Hl W 015 Dr50 r 9 OlW 080 -cc0 9:0

AC]00V(50/60HZ)*AC220 240Vに も対応可育ヒ 単オロAC200V(_「 O,60HZ) 三十日AC200V(50760HZ)
2000VA以 下  1 5000VA以 下最大消費電力 Max Power Consumpjon 300VA以下 500VA以下

約 570kg

菫驚糠鷲饉機議書機

隋
隋
燎

:はほ
晰

諫

UNIT

m=N
F="=YfiiE En= l;r
t*lllE \r:rc ,rre:.

--l k3

:b'
: n..

P= 0.ON

STEP

PRO-50KN PRC]00KN
20kN(2tonfi 50kN(5+onf)

3kN1300N 5kN/500N ]OkN/]kN POkNIPkN 50kN75kN
0111`10of) 0]ll`]0自 f) o]Nr]oOfi 1卜 (100o

車位 bf長さ単 位 nで も l● 用可 )

590mm

,1t Salelyco,e

0]50mm 0200mm 0250mm
ll1 800X0 400XH]P40

重量 wa● hi



自動圧縮引張ばね試験機 PROシ リーズ

最小荷重表示 OO]mN～ 、最大容量～100kNまで13機種 X3ク レー

ばね試験 機 の最高峰 PROシ リーズ

高性能で多機能、高耐久性、さらに安全性 拡張性を追求しヽたしました。

現場用自動ばね試験機 」OBシリーズ

圧縮専用、3張専用、圧縮 引張両用の 3タイプ

最小荷重表示 O]mN～、最大容量～lkNま で ]4機 /TE

颯圧縮ばね用 Cタイプ
T,pe C IOr cOmpressbn spln9 1ype

「現場に配置できる、高性能で低価格なばね試験機がほしい」、顧客ニーズから誕生した簡単操作のばね試験機です

圧縮ばね試験用と引張ばね試験用に分けるなどで究極のコストダウンを行いました。 ※CTタイプを除く

豊富な経験とバリエーションで
ばね試験のニーズにお応えします。

Auto naic Sp百 rg Tester PRO seres            P3… 6

131¬ ●ёesx39race r i ●31111= ::‐ ― | 二`● ==J capacI,100kN

s s!per or chracler st s

PR0 1N

PR0 10N

PRO-50N

PRO‐ 100N

PRO-500N

PRO― D]KINl

」OB― C10N

JOB― C50N

JOB― C100N

」OB― C500N

」OB― C]KN

PRO]KN

PRO-3Kll

PR0 10KN

PRO-2CIKN

PRO-50KN

PR0 100KN

PRO-5KN

二
一
〓

|‐ 引張ばね用 Tタイプ

■F=TI●「●■■]=JI■

'「

■

」OB■ 10N

JOB■ 50N

」OB■ 100N

」OB■500N

JOB■ lKN

Autornatic Spr ng Tester for lvlanufactur ng f loor use JOB series P7

3 t!/pes ol lunct on Ccmpress on Tef,s of :.nC Cofleil [] e iccrrlrl'ss oll & i! r on

To:a l.lTodesrmr oacdspay0 lml..l max oadcapac:r lkN

I=frE. EIBEFiH CT91J
I iire il i -.'a'rr .':': ! e

1i |r Ir--:! !n A l!n:: ar]

」OB― CT50N

」OB― CT100N

」OB― CT500N

」OB― CTlKN

手動ばね試験機 ECOシリーズ P8
Sp百 ng Tester ECO senes

手動ばね試験機の決定版 ECOシリーズ

最小荷重表示 O]mN～、最大容量～]kNま での 5機種.

ばね試験機の最高峰「PROシ リーズJの数々の機能を継承

した、簡単で低価格なばね試験機です。

Best so∪ [on ior manua t,pc
sp ng tester ECO senes

M nim∪ m oad dspay olmN
I●「5t,pcs
UPlo max mum oad capac蔵 ,
1`N ltls a∩ easvl io― use spr「 9
lesier ihat has the same
Funct ons as PRO ser es at
reasonable cosi

ECO]ON  ECO-500N

ECO-50N  EC0 1KN

ECO]00N

」鮮
蠅
・饒

1甲
0

最小荷重表示 lmN～、最大容量 ～lkNま で ACE 2機 種、ACE F3機 種
ACE type-2 modes ACE― F type‐ 3 modeS′ Load d sp ayrnn lmN― max lkN

晰全自動ばね選冒utt ACEタ イプ       瘍高速ばね選別機ACE…Fタイプ

ばね試験機の最高峰「PROシ リーズJの機能を

継承し、信頼できる全数検査の無人化を実現。

●AUTOMAT C SPRNG SELECTOR ACE TYP巨
t has ac「 ved i¬ e re ab e iota nspecio∩ ■ithout

operatcr,1¬ the sare lし ncl● 口 nherted lrOm lle iop

oi spr n9 1ester PRO ser es

ACE 100N

ACE]KN

シリンダー51動 をl■ 用したことで ]段荷重

選別時、]分 間最大 50個の高速選別を実

現。多段測定も可能です。

●AUTOMAT C SPRttG S巨 L巨CTOR ACE― F TYP巨

Adopi ng,neumalc cy rder.ACE― F ser es have

achieved h19 1 speed SOlcct 19 FOr exa,‐ ple.

maxln口 m50 Pcs can be processeO lcr l‐ n n for

I step oadselecting
ACE-F ser es is a so
app icab e tor mult -

step selecting
requirement.

ACE-FI OON

ACE―F500N

ACE―FlKN

▼

U

●
錮

鮭1輔 艦∪PO「 SPR‡ 鶴G薔腰STEQ


