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新しい夢、新しい明日へ挑戦しています。
次の進歩のために。
Challenging to the new dream and the new day for the next step

日本電産シンポは、1952年4月、京都に我国初の「無段変速機」メ
ーカとして誕生しました。以来、技術の練磨に努め、「トラクション
技術分野」で世界トップレベルの技術を確立することができました。
日本機械学会賞の三度にわたる受賞、数々の発明賞が当社技術レ
ベルを実証しております。そして現在では、サーボモータ専用減速
機と高速精密自動プレス機を中心に、計測機器、陶芸機器を世界
展開し、幅広い技術対応で、日々進歩するお客様のニーズにお応え
しております。「グローバル展開」をテーマに何事にも全力で取り組
み、人と社会への貢献を目指し、皆様のお役に立ちたいと思ってお
ります。
The NIDEC-SHIMPO CORPORATION was originally founded in 
Kyoto Japan in 1952. Since our inception, we have made every 
possible effort to improve our manufacturing skill and capabili-
ties, including the advancement of products to support new　
technologies and markets. NIDEC-SHIMPO initially established 
an industry-wide leadership position in the area of mechanical 
variable speed drives. We are very proud of our past history, 
through which NIDEC-SHIMPO helped contribute to the growth 
of　the emerging industries that are now the cornerstone of our 
world economy today.
Today, the growing global market has focused a significant 
share of our time and energy towards providing higher quality　
solutions at a better value for our customers. This effort has led 
to the development of a complete offering of power transmis-
sion products for servo-motor applications, high-speed press 
machinery and automation systems, hand held instrumentation, 
and　ceramics production equipment. NIDEC-SHIMPO 
promises to continue to provide high quality products at 
unmatched value, which solved the new requirements of our 
customer base and allow them to be competitive in an increas-
ingly tough global market. Within our company, we have coined 
this promise as “A Dynamic SHIMPO for Growth” - a pledge by 
our employees to approach　all of their day-to-day work 
activities with full effort, full dedication, and full energy to 
support the evolving needs of our customer. 

この度、2012年6月1日付で日本電産トーソク株式会社（神奈川
県座間市）から空気・電気マイクロメータの事業移管を受け、
2012年9月1日付で当社が取り扱うことになりました。
この空気／電気マイクロメータ及び関連ゲージは、世界でも有数
の精度を誇り、自動車や家電を中心とした様々な産業分野で活躍
しています。
私たち日本電産シンポ株式会社は、これからも積極的な製品開発
を推進し、より豊かな社会と産業の未来とお客様の発展に貢献し
たいと考えております。

NIDEC-SHIMPO CORPORATION has expanded its product 
offering since September 1st 2012. The products are air / 
electric micrometers, which has an established history with our 
sister company NIDEC-TOSOK CORPORATION.
These micrometers have gained a global reputation amongst a 
wide range of industries from automotive to home appliance 
manufacturers as possessing the highest precision and quality.
NIDEC-SHIMPO CORPORATION will continue with an aggres-
sive development of new products in order to contribute to the 
realization of a wealthier community and customer happiness.

POWER TRANSMISSON
EQUIPMENT

TECHNICAL SERVICE
EQUIPMENT

PRESS MACHINE
EQUIPMENT

PRECISION MEASURING 
INSTRUMENTS
EQUIPMENT

CERAMIC ART
EQUIPMENT



Nidec Group Network

NIDEC CORPORATION
日本電産株式会社

NIDEC SERVO CORPORATION
日本電産サーボ株式会社

NIDEC COPAL CORPORATION
日本電産コパル株式会社

NIDEC SANKYO CORPORATION
日本電産サンキョー株式会社

NIDEC TOSOK CORPORATION
日本電産トーソク株式会社

NIDEC MACHINERY CORPORATION
日本電産マシナリー株式会社

NIDEC COPAL ELECTRONICS CORPORATION
日本電産コパル電子株式会社

NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION
日本電産テクノモータ株式会社

NIDEC-READ CORPORATION
日本電産リード株式会社

NIDEC-SHIMPO AMERICA CORPORATION

米国日本電産シンポ株式会社

NIDEC-SHIMPO (ZHEJIANG) CORPORATION

日本電産新宝(浙江)有限公司
NIDEC-KYORI MACHINERY(ZHEJIANG)
CORPORATION

日本電産京利機械（浙江）有限公司

NIDEC SEIMITSU CORPORATION
日本電産セイミツ株式会社

NIDEC-SHIMPO(H.K.)CO.,LTD.

日本電産新宝（香港）有限公司

NIDEC-SHIMPO(SHANGHAI）INT'L TRADING CO.,LTD

日電産新宝(上海)国際貿易有限公司

NIDEC-SHIMPO TAIWAN CORPORATION

台湾日電産新寶股份有限公司

NIDEC-SHIMPO CORPORATION KOREA OFFICE

韓国日本電産シンポ株式会社

NIDEC-SHIMPO INDIA SALES AND 
TRADING PRIVATE LIMITED

インド日本電産シンポ株式会社

NIDEC-SHIMPO DO BRASIL 
PARTICIPAÇÕES LTDA

ブラジル日本電産シンポ株式会社

NIDEC MINSTER CORPORATION
日本電産ミンスター株式会社

NIDEC SHIMPO CORPORATION
日本電産シンポ株式会社



3

 11
各種エアマイクロ測定具
Various 
Air Gage Heads

2チャンネル
2channels

・RS-232C出力
・接点出力
・BCD出力
・RS-232C Output
・Serial Output
・BCD Output

・RS232C出力
・設定変更キーロック
・自動マスター合わせ専用釦
・NGブザー
・RS232C Output
・Setting change Key lock
・Auto Master Coordination
 button
・NG buzzer alarm

本       体
CONTROL UNIT

接続アタッチメント
ATTACHMENTS

連数・チャンネル数
No.of CHANNELS

主な仕様
SPECIFICATIONS

ページ
PAGE

CAG シリーズ
CAG SERIES

5~7

FT-5000 シリーズ
FT-5000 SERIES

 ̶ 8

MD シリーズ
MD SERIES

̶ 9

MG シリーズ
MG SERIES

12

10

DAG-2200  シリーズ
DAG-2200  SERIES

空気マイクロメータシリーズ AIR GAGE SERIES

各種エアマイクロ測定具
Various 
Air Gage Heads

各種エアマイクロ測定具
Various 
Air Gage Heads

各種エアマイクロ測定具
Various 
Air Gage Heads

各種エアマイクロ測定具
Various 
Air Gage Heads

各種エアマイクロ測定具
Various 
Air Gage Heads

1チャンネル
1channel

1チャンネル
1channel

単式～6連
1 to 6
channels

単式/複式
1 to 2
channels

単式/複式
1 to 2
channels

・バーグラフ表示
・RS-232C出力
・Bar graph display
・RS-232C Output

・RS-232C出力
・接点出力
・BCD出力
・RS-232C Output
・Serial Output
・BCD Output

AIR/ELECTRIC MICROMETERS PRODUCT SERIES
空気・電気マイクロメータ製品シリーズ

DAG-2000 シリーズ
DAG-2000 SERIES
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 21
各種検出器
Various 
electrical probes

本       体
CONTROL UNIT

接続アタッチメント
ATTACHMENTS

連数・チャンネル数
No.of CHANNELS

主な仕様
SPECIFICATIONS

ページ
PAGE

19~20

電気マイクロメータシリーズ ELECTRIC GAGE SERIES

・バーグラフ表示
・RS-232C出力
・Bar graph display
・RS-232C Output

名       称
DESCRIPTION OF PRODUCT

表示器
CONTROL UNIT

形式
MODEL

ページ
PAGE

INSIDE HEAD AND MASTER GAGE

各種検出器
Various 
electrical probes

2チャンネル
4チャンネル
2channels
4channels

2チャンネル
2channels

・3色大型デジタル表示
・RS-232C出力
・BCD出力
・3 color large display
・RS-232C Output
・BCD Output

外径測定子
XXXXXXXXXX 15
外径測定子
OUTSIDE-DIAMETER PROBE PO型　POT型　POK型　POR型

Type of PO, POT, POK, POR
空気マイクロメータ
Air Gage

マスターリングゲージ
XXXXXXXXXXXX 16
マスターリングゲージ
MASTER RING GAGE 内径測定子用マスターゲージ

Master ring gage for Inside-diameter probe
空気マイクロメータ
Air Gage

マスタープラグゲージ
XXXXXXXXXXXX 16
マスタープラグゲージ
MASTER PLUG GAGE 外径測定子用マスターゲージ

Master plug gage for Outside-diameter probe
空気マイクロメータ
Air Gage

内径測定ヘッド
XXXXXXXXXXX 22
内径測定ヘッド
INSIDE DIAMETER MEASURING HEAD PG-8000

PG-8000 series
電気マイクロメータ
Electric Gage

測定プローブ
XXXXXXXXXXX 22
測定プローブ
PROBES TSシリーズ

TS series
電気マイクロメータ
Electric Gage

測定子およびマスターゲージ

CEG シリーズ
CEG SERIES

DEG-2000 シリーズ
DEG-2000 SERIES

13~14空気マイクロメータ
Air Gage

PA型　PB型　PC型　PKA型　PKB型
Type of PA, PB, PC, PKA, PKB

内径測定子
XXXXXXXXXX

内径測定子
INSIDE-DIAMETER PROBE

12
内径測定子
XXXXXXXXXX

A/E変換器 シリーズ
A/E TRANSDUCER SERIES
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OK NG

CAG シリーズ CAG SERIES

CAG-3000
■特長
●小型軽量化しました。
　・重量　　2.5kg（前モデルより37.5%減）
　・サイズ　50（W）×480（H）×100（D）
　　（前モデルより奥行きを50%減）
●3色カラ―バー表示（緑、赤、橙）とTFTカラ―液晶の採用により合否判定の素早い把握と操作性が向上しました。
●3色カラーバー表示により色分けされ、測定結果が見やすくなっています。
●大範・小範によるマスタ合わせを押しボタンで行えます。
●標準実装のシリアル通信機能により、パソコンへのデータ出力が行えます（RS232Cケーブル別売）。
●プログラム切換により、10種類の設定・マスタ値の保存・切換が行えます。
●測定子ノズルは標準タイプが使用可能です。特殊タイプは使用できないものがあります。
●シフト機能により、図面公差通りの表示ができます。

■Features
●Signifi cant reduction in size and weight
　・Weight　2.5kg (37.5% decrease from the former model)
　・Size　50(W)×480(H)×100(D)
　　(50% decrease from the former model in depth) 
● The 3-color bar display and TFT color display make it quick to grasp judgment results and easy to 
operate.
●The 3-color bar graph makes it easy to read measurement and judgment results.
● Quickly coordinate small and large master scales with push button.
● Data output to the PC is performed using the standard equipment serial communication function. (The 
RS232C cable is an option.)
●By switching programs, 10 types of settings, and saving and switching of master values can be done.
● As for the Measurement nozzles, the standard type can be used. Some special types can not be 
used.
● Thanks to the shift function, the display can adjust its range according to the tolerance of the work.

■見やすいバーグラフ表示／Easy-to-read bar graph display
101ドットの3色カラーによるバーグラフ表示判定。
OKの場合は緑色、NGの場合は赤色で表示されます。
The 101 dot, 3-color bar graph display provides the operator simple indication of green (OK) or red (NG) 
judgment. 

■表示画面／Display screen

●2″ Color TFT LCD／2″ Color TFT LCD
・日本語、英語、中国語の表示が可能です。
・判定結果を表示します。
OKの場合は緑
NGの場合は赤で表示します。
・Three language operation : English, Japanese or Chinese.
・Judgment results are displayed.
OK is in green color.
NG is in red color.
・High resolution screen aids operator in viewing from a distant.

●パネルスイッチ／Panel switch
・マスタ合わせが、押しスイッチにより自動で行えます。
・Master coordination can be performed automatically 
by push button.

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .

1/2

Label
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .

Max Master
Min Master

+NG/ OK
 OK/-NG

Shift Value
Shift Unit
Range
Polarity

1/2

中国語（Chinese）

英語（English）

1CH
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コラム型空気マイクロメータ
COLUMN TYPE AIR GAGE

1CH or 2CH

CAG-2000
■特長
●3色カラーバー表示により色分けされ、測定結果が見やすくなっています。
●8桁の英数字ディスプレイにより、測定の数値・名称が表示され操作が容易です。
●大範・小範によるマスタ合わせを押しボタン・外部信号により自動で行えます。
●標準実装のシリアル通信機能により、パソコンへのデータ出力が行えます。
●プログラム切換により、10種類の設定・マスタ値の保存・切換が行えます。
●オプションにより、判定・ランク分け・BCD・デジマチック信号が出力されます。
● 1チャンネル・2チャンネルが用意され、2チャンネルには50mm幅の本体に2台のA/E変換器を内蔵し、2箇所の
測定とその演算結果、合計3項目の測定・判定が1台で行えます。
●測定子ノズルは標準以外も使用できます。
●シフト機能により、図面公差通りの表示ができます。

■Features
●The 3-color bar graph displays makes it easy to read measurement and judgment results.
●The 8-digit alphanumeric display of measurement values and names makes operation easy.
● Push buttons and external signals enable automatic performance of large scale and small scale 
master coordination.
● Data output to the PC is performed using the standard-equipment serial communication function.
●By switching programs, 10 types of settings, and saving and switching of master values can be done.
●Options enable judgments, separation into rankings, BCD, and output of digital matching signals.
● The main unit having a width of 50 mm contains two built-in A/E converters. Measurement and 
evaluation of a total of three parameters consisting of measurement at two locations plus their 
arithmetic processing result, can be perfomed with a single unit.
●Measurement nozzles can be used for non-standard type.
● Thanks to the shift function, the display can adjust its range according to the tolerance of the work.

■ チャンネル数
Number of channels

1チャンネルと2チャンネルを内蔵。
1-channel and 2-channel type.

■ 見やすいバーグラフ表示
Easy-to-read bar graph display

101ドットの3色カラーによるバーグラフ表示
判定。OKの場合は緑色、NGの場合は赤色で表示されます。
The 101 dot, 3-color bar graph display judgment 
indicates green for OK, red for NG.

■ レンジ表示器
Range display

■操作パネル／Operation panel

●モードランプ／Mode lamps

●判定ランプ／Judgment lams
判定結果を表示します。
OKの場合は緑色、NGの場合は赤色が点灯します。
Displays the judgment result.
Judgment indicates green for OK, red for NG.

●パネルスイッチ／Panel buttons
マスタ合わせが、押しスイッチにより自動で行えます。
２ヶ所の測定結果を切換えて表示できます。（2チャンネル仕様）
また、演算結果を表示できます。（2チャンネル仕様）
Master coordination is performed automatically when you 
press the switches. (2 channel)
You can switch the display between the measurement results 
of 2 locations, or display the arithmetic calculation results. (2 
channel)

●英数字ディスプレイ／Numeric display
8桁英数字ディスプレにより測定結果を直読できます。
The 8-digit numeric display enables you to read 
the measurement results directly.

● レンジ表示器
Range display

1チャンネル
1 channel

2チャンネル
2 channels

OK NG
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CAG シリーズ CAG SERIES

■仕様／Specifi cations

型式 / Model CAG-3000
CAG-2000

備考 / Notes
-1CH -2CH

基本仕様 / Specifi cations
チャンネル数 / Number of channel 1 1 2

測定項目数 / Measurement item 1 1 3(演算1)
3 (Calculation:1)

測定レンジ / Measurement range
工場出荷時に指定
Specifi ed at factory

※△=接続可能な測定具に制限あり
△ =Limited tools can be connected.

200 [μm] － オプション / Option
100 [μm] △※ ○
50 [μm] △※ ○
20 [μm] △※ ○
10 [μm] － オプション / Option

表示分解能 / Display Resolution 測定レンジの1/100 / 1/100 of measuring range
表示 / Display

バー表示 / Bar display 101ドット（緑、赤、橙） / 101 dot (green, red, orange) OK=緑、NG=赤 / OK = GREEN, NG = RED
測定値 / Measurement value Color TFT LCD 8桁（赤） / 8 digit (red)

マスタ合わせ / Mastering
ZERO/MAG調整方法 / ZERO/MAG Adjustment 電気式 / Electric type 空気式 / Air type
マスタセット機能 / Master setting function 自動（小範・大範） / Automatic (small scale, large scale)

測定 / Measurement

測定機能 / Measurement function リアルタイム / Real time ピーク機能はオプションです。
Function of peak measurement is option.

合否判定 / Judgment resuils -NG / OK / +NG ランク判定機能はオプションです
Function of rank output is option.

設定 / Set up

表示言語 / Displayed language 中国語/日本語/英語
Chinese / Japanese / English －

プログラム数 / Number of program 10
入出力 / 

RS232C 1port 測定値、合否判定を出力
Measured value and judgment results output

DRY接点入力 / Input 4点（測定、RESET、小範、大範）
4 points (Measurement command, RESET, small scale, large scale)

押し釦/FootSwitch接続用
Push button input / Foot switch input

デジマチック出力 / Digimatic output － オプション / Option DP-1接続ケーブル付属 / With DP-1 connection cable
DC入出力 / DC I/O

どれか１つの出力を選択
Choose any output

判定出力 / Judgment output － オプション / Option
ランク出力 / Rank output － オプション / Option
BCD出力 / BCD output － オプション / Option

使用環境 / Environment
動作温度 / Operating temperature [℃ ] 5 - 40 0 - 40
供給圧 / Air supply pressure [MPa] 0.4 - 0.6 0.3 - 0.7
供給流量 / Air supply amount [L/min] 50 60 120

電源 / Power supply voltage AC 85 - 264V CAG3000はACアダプタ付属
The AC adapter is attached. (CAG3000 series)

寸法（W × D × H） / Dimensions [mm] 50×115(+70)×480 50×200(+150)×480 凹凸部を除く / Except for uneven part
重量 / Weight [kg] 2.5 4 4.5

■オプション／Option
CAGシリーズは以下のようなオプションを取り付けることができます。詳しくは、カタログ裏面の営業所までお問い合わせください。
The Following options can be used for CAG model series. Please contact our sales offi  ce at the back of the catalogue for the details.

フットスイッチ
Foot switch

マスタ合わせBOX
Master coordination box

CAGシリーズは、単式の「積重ね方式」による多連化使用が自由にできます。
CAG-series permits any number of air micrometers to be easily 
stacked together.
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FT-5000 シリーズ FT-5000 SERIES

FT-5501, FT-5502
空気マイクロメータは、流体力学の原理を巧みに応用した精密比較測定器で、精密部品加工
を必要とする分野に広く普及し、品質管理に、能率向上に最適の測定器として今日に至って
います。FT-5000シリーズは、単式の「積重ね方式」による多連化使用が自由にできますの
で、測定点数の多少による任意の連数組み立てが簡単にできます。

The air micrometers are precision comparators which ingeniously apply the 
principles of aerodynamics. They are widely used in fi elds which require 
machining of precision parts as they have proved most eff ective in quality 
control and effi  ciency improvement. The FT-5000 series permits any number of 
air micrometers to be easily horizontally stacked, which is very helpful for many 
quality control applications.

■特長
●廉価で、しかも美観を備えています。
●拡大機構、指示機構に摩耗する部分がないので、長く高精度を維持します。
●フロートの応答速度が速く、安定しています。
●噴出する空気の圧力でワークの埃や油を吹き飛ばし、正確な測定値が得られます。
● 非接触測定ですから、ワークを傷つけたり、たわませたりせず、特に内径の測定に便利
です。
●ヒステリシス・ロスがありません。

■Features
●Low cost and good appearance.
● The indicating mechanisms possess no wearable parts, long term precision.
●The fl oat response is quick and stable.
● High pressure air cleans off  oil and dust from the test place, assuring accurate 
measurement.
● Non-contact measurement eliminates the potential for damage to the test part. 
The air micrometer is especially eff ective in measuring inside diameters.
●The air micrometer is free of hysteresis error.

FT-5501

流量型空気マイクロメータ
FLOW TYPE AIR GAGE

単式～6連
Single Type to Sixtuple Type

■形式／Model
倍率(倍)

Magnifi cation(s')
連数
Multiple-unit stacked

1,000 2,000 5,000 10,000 重量（kg）
Weight(kg)

単式
Single type FT-5101 FT-5201 FT-5501 FT-5001 4.5

2連式
Dual type FT-5102 FT-5202 FT-5502 FT-5002 7.5

3連式
Triple type FT-5103 FT-5203 FT-5503 FT-5003 10.5

4連式
Quadruple type FT-5104 FT-5204 FT-5504 FT-5004 13.5

5連式
Quintuple type FT-5105 FT-5205 FT-5505 FT-5005 16.5

6連式
Sixtuple type FT-5106 FT-5206 FT-5506 FT-5006 19.5

■仕様・性能・重量／Specifi cations, Performance, Weight
FT-5100 FT-5200 FT-5500 FT-5000

基準倍率(倍)
Standard magnifi  cation(times) 1,000 2,000 5,000 10,000

指示範囲(μm)
Indication range(μm) 200 100 40 20

有効指示範囲(μm)
Eff ective indication range(μm) 150 70 30 15

目盛(μm)
Graduation(μm) 5 2 1 0.5

器差(μm）
Equipment(μm)

3.0以下
Max.3.0

1.5以下
Max.1.5

0.8以下
Max.0.8

0.5以下
Max.0.5

繰返性(μm）
Repeatability(μm)

2.0以下
Max.2.0

1.0以下
Max.1.0

0.5以下
Max.0.5

0.3以下
Max.0.3

指示の安定性(μm）
Indication stability(μm)

2.0以下
Max.2.0

1.0以下
Max.1.0

0.5以下
Max.0.5

0.3以下
Max.0.3

応答時間(秒)
Response time(sec)

1.5以下
Max.1.5

1.5以下
Max.1.5

1.8以下
Max.1.8

2.0以下
Max.2.0

単式寸法
Dimensions

110(W)×210(D)×501(H)mm
※連数が増えるにしたがい、幅（W）が＋40mmとなります。
As the number of the combined units increase, the width increases by 40mm.

■構想図／Structural drawing

倍率調整
Magnifi cation
adjustment knob
ゼロ点調整
Zero adjustment 
knob

測定部
Measuring
unit

レギュレータ
Regulator

フィルタユニット
Filter unit

空
気
源
Air

フ
ィ
ル
タ
Filter

■オプション／Option accessories
●フィルタユニット（1～3連FUA-703、4～6連FUA-706）1個
●Filter unit
　: Model FUA-703 (For single to three column use: 1 pc)
　: Model FUA-706 (For four to six column used: 1 pc)
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MD シリーズ MD SERIES

MD-14L, MD-24L

MD-14LL

MD-14L MD-24L

MDシリーズのダイヤル型空気マイクロメータは、高圧空気の流れを利用する精密なコン
パレータで、微小なスキマに対応して増幅される背圧をダイヤルに拡大指示します。独特
の調整機能をもち、高精度で広範囲の倍率調整が可能であり、高圧によりゴミ、油等を吹
き飛ばして正確な測定ができ、応答も迅速です。
MDシリーズには１ヶ所の測定指示する単一回路のもの（単式）と２ヶ所の測定指示をす
る複回路のもの（複式）とがあります。

The MD series dial pneumatic micrometers are precision comparators utilizing 
the fl ow of high pressure air. Back pressure which is amplifi ed in proportion to a 
small clearance is indicated on the dial gauge. Unique adjustment function allows  
accurate magnifi cation adjustment over a wide range. High pressure air blows 
off  dust, oil, etc. to ensure accurate measurement and quick response.
The MD series contains the following two types: a single type which has a single 
circuit indicating the measurement of one part and a duplex type which has a 
duplex circuit indicating the measurement of two parts. Submicron measurement 
is capable.

■特長
● 高圧式であるため測定スキマが大きくとれ、従って測定範囲が広がり、測定子の寿命
も長くなります。
● 精密レギュレター、増幅リレーを使用していますので、高精度で指示が安定し、しかも、
応答速度が非常に速くなっています。
● 複式タイプの指示計は、双針（黒、赤）形のため、2ヶ所寸法の関連等が非常に読み易
くなっています。

■Features
● The high pressure air type allows for a wide clearance between the measuring 
probe and object, hence off ers a wide measuring range and prolongs the 
probe life.
● The precision regulator and amplifi er relay assures accurate measurement, 
stable indication, and very quick response.
● The dual indicator has two pointers (black and red), facilitating the correlation 
of dimensions of two parts to be seen easily.

■仕様／Specifi cations
モデル番号

Model number
項目
Item

MD-14L MD-24L

針数
Number of needles indicator

単針
Single

双針
Twin

空気源 [MPa]
Air Supply(MPa) 0.4以上

指示範囲(μm)
Indication range(μm) 200 100 50

目盛(μm）
Graduation(μm） 5 2 1

器差(μm）
Equipment(μm）

2.5以下
Max 2.5

1.0以下
Max 1.0

0.5以下
Max 0.5

最大測定隙間 [mm]
Measuring clearance(mm)

0.12以下
Max 0.12

0.2以下
Max 0.2

0.25以下
Max 0.25

応答時間(秒)
Response time(sec)

0.5以内
Within 0.5

本体の大きさ [mm]
Dimensions(mm) 190(W)x152(D)x177(H) 190(W)x152(D)x264(H)

重さ [kg]
Weight(kg) 5.4 6.9

■特長
● MD-14Lと基本性能はそのままに、低圧（0.3MPa以上）な空気源にも対応が可能となりました。但し、
200μm仕様はありません。
●精密レギュレータ・増幅リレーを使用していますので、
　高精度で指示が安定し、しかも応答速度が非常に速くなっています。

■Features
● Performance same as standard MD but works with lower supply pressure.
● The precision regulator and amplifi er relay assures accurate measurement, stable indication, 
and very quick response.

■仕様／Specifi cations
モデル番号

Model number
項目
Item

MD-14LL

針数
Number of needle indicator

単針
Single

空気源 [MPa]
Air Supply(MPa) 

0.3以上
Max 0.3

指示範囲(μm)
Indication range(μm) 100 50

目盛(μm）
Graduation(μm） 2 1

器差(μm）
Equipment(μm）

1.0以下
Max 1.0

0.5以下
Max 0.5

最大測定隙間 [mm]
Measuring clearance(mm)

0.2以下
Max 0.2

0.25以下
Max 0.25

応答時間(秒)
Response time(sec)

0.5以内
Within 0.5

本体の大きさ [mm]
Dimensions(mm) 190(W)x152(D)x177(H)

重さ [kg]
Weight(kg) 5.4

ダイヤル型空気マイクロメータ
DIAL TYPE AIR GAGE

単式／複式
Single Type / Dual Type
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■特長
●最小表示分解能　0.01μm（オプション）。
●判定の識別が表示色で可能。
　・メインディスプレイ…3色（緑・橙・赤）デジタル表示。
　・ 判定ランプ…OK（緑）、－OK・＋OK（橙）、－NG・＋NG（赤）の5ランク判定表示灯。
● 押し釦、または外部信号（オプション）により、マスタ合わせを自動で行ないます。
● マルチレンジA/E変換機を内臓し、パネルスイッチのみで全てのレンジに対応可能で
す。
●コンパクト設計で、装置組込に最適です。

■Features
●Minimum resolution 0.01μm (option)
●Result identifi cation can be displayed in diff erent colors:
　・Main display:three color (green, orange and red) digital display
　・ Result lamps:5 lamp result displays: OK (green), －OK, ＋OK (orange), 
－NG, ＋NG (red)

● Master coordination can be performed automatically by push button or an 
external signal (optional).
● Built-in multi-range A/E converter; can be adjusted to all ranges simply by 
panel switches.
● Thanks to its compact design, it is suitable for installing in the other 
equipment.

■仕様／Specifi cations
項目
Item

仕様
Specltication

備考
Notes

入力モジュール
Input module

空気1チャンネル
Air, 1 channel

AE2000multi内臓
built-in AE2000multi

測定項目数
Number of measurements 1

プログラム数
Number of programs 10 PROG1～10

測定レンジ（μm）
Measurement range（μm） 100, 50, 20, 10

各プログラム毎に設定
レンジ10μmはオプション
100 Set for each program
10 μm range is optional

表示分解能（μm）
Display resolution（μm）

5

各プログラム毎に設定
Resolution 5 Set for
each program

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05
レンジ100以外のとき選択可能
selectable when range 
is other than 100

0.02
レンジ10、20のとき選択可能
selectable when 
range is 10 or 20

0.01
レンジ10のみ選択可能
selectable when 
range is 10 only

メインディスプレイ
Main display

4桁（赤、緑、橙、明暗）
4 digit (red, green, orange, contrast)

測定値、判定結果
Measurements, results

多機能表示
Multi-function display

40DOT/F.S.
測定後をアナログドット表示
Analog dot display
of measurements

8桁（赤）
8 digit (red)

判定結果、測定値（英字、数字）
Results, settings 
letters, numbers

自動マスター合わせ
Auto master coodination

小範、大範
small scale, large scale

自動マスター合わせ範囲
Auto master range

ゼロ補正
Zero compensation 

測定レンジ±50％以内
Measurement range
within ±50%

感度補正
Sensitivity compensation

測定レンジ±20％以内
かつ0.5～2.0倍以内
Sensitivity compensation 
measurement range 
within ±20%

Also, within 0.5-2.0 times

項目
Item

仕様
Specltication

備考
Notes

電源電圧
Power Supply AC85～264V　50/60Hz 電源ケーブル３ｍ（AC100V）

Power supply cable 3 m (AC100V)

電源容量
Power capacity 30VA

寸法・重量
Dimensions, Weight

120(W)×180(D)×150(H)mm
2.2kg

レギュレーター等取付時
with regulator etc.
attached 300(D) mm

使用温度
Operation temperature 0～45℃

押し釦入力/フットスイッチ入力
Push button input/
Foot switch input

４点
4 positions

測定指令、リセット、
マスタ合わせ（2）
Measurement commands, 

reset, master coordination(×2)
シリアル通信

Seriai communication
RS232C　1ポート
RS232C, 1 port

測定値・判定結果出力
Measurements, result output

オプション
Option

高精度測定
High predsion measurement

測定レンジ　10μm
Measurement range 10μm

デジマチック出力
Digimatic output

1ポート
1 port

DP-1接続ケーブル附属
With DP-1 connection cable

判定出力
Result
output

BCD出力
BCD
output

入力信号8点
Input
signals 8

測定指令、リセット、
マスタ合わせ、プログラム切換
measurement command, reset, 

master coordination, program switching

出力信号
オープン
コレクタ24点
Output 
signal open 
collector 24

READY
マスタOK
Ready

Master OK

1、2における共通信号
Common signal
in 1 and 2

1. ランク出力
2. BCD出力

1. Rank output Either
2. BCD output

1、2のいずれが1つ
1 or 2

フット
スイッチ
Foot
switch

単式
Single type

測定指令
measurement command

2連式
Double type

測定指令、RESET
measurement command, reset

シリアル通信ケーブル
Serial communication cable

RS232C用
for RS232C

ピーク測定機能
Peak measurement
function

＋PEAK、-PEAK、
TIR(＝(＋PEAK)-(-PEAK))、

TIR/2

測定値変化による
自動測定機能付

With automatic measurement 
function by changes in 
measurement value.

ランク機能
Ranking function

最大99ランク
99 rankings maximum

OK 範囲
OK range

※海外使用時は電源プラグ形状、電圧を御指示下さい。
If you install it outside of Japan, please specify plug shape and voltage.

※

DAG-2000

DAG-2000 シリーズ DAG-2000 SERIES デジタル空気マイクロメータ
DIGITAL AIR GAGE

1CH
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■特長
●業界初2chバー表示機能付き空気マイクロメータ。
●テーパ測定、2連測定、平行度測定、ピッチ測定などの測定に最適です。
●OK/NGが一目でわかるカラーバー表示。
●測定結果と演算結果の表示位置がボタン1つで切替可能です。

■Features
●Industry’s fi rst pneumatic micrometer with a 2-ch bar display.
●Taper, 2-row, parallelism and pitch measurement for better operation ability.
● Colored bar display that shows OK/NG.
● Single-button switching of display positions of measurement and calculation 
results.

■仕様／Specifi cations
項目
Item

仕様
Specltication

備考
Notes

入力モジュール
Input module

空気2チャンネル
Air, 2 channels

測定項目数
Number of measurements 3 測定2、演算1

measurement: 2, calculation: 1
プログラム数

Number of programs 10

測定レンジ（μm）
Measurement range（μm） 100, 50

表示分解能（μm）
Display resolution（μm） 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1 分解能は測定レンジによって決まります

Depends on Measurement range
メインディスプレイ
Main display

4桁（赤、緑、橙）
4 digit (red, green, orange)

測定値[μm]表示（測定値、演算値）切替可
Measured value

LCDディスプレイ
LCD display

2行16桁
2 line 16 digit

測定値[μm]表示（測定値、演算値）切替可
Measured value

総合判定ランプ
General evaluation lamp OK, NG

マスター合わせ
Master coodination

小範、大範
small scale, large scale

自動マスター合わせ範囲
Auto master range

ゼロ補正
Zero compensation 

測定レンジ±50％以内
Measurement range within ±50%

感度補正
Sensitivity compensation

測定レンジ±20％以内かつ0.5～2.0倍以内
Sensitivity compensation measurement range within ±20%

Also, within 0.5-2.0 times
空気源

Air Supply 0.3～0.7MPa 接続ホース：φ8×6ｍｍ
Connection hose: φ8×6 mm

電源電圧
Power Supply AC85～264V 50/60Hz 電源ケーブル3ｍ（AC100V）

Power supply cable 3 m (AC100V)
寸法・重量

Dimensions, Weight
150(W)×180(D)×193(H)ｍｍ

3.0kg
突起物除く

Excluding protruded parts

標準I/F
Standard I/F

RS232C　1ポート
RS232C, 1 port

測定値・判定結果出力
Measurements, result output

押し釦入力／フットスイッチ入力
Push button input/Foot switch input

測定指令、リセット、マスタ合わせ（2）
Measurement commands, reset, master coordination(×2)

オプション
Option

高精度測定
High precision measurement

測定レンジ　10μm、20μm
Measurement range 10, 20μm とれがひとつのレンジを選択

Choose the any range広範囲測定
Wide range

測定レンジ　200μm
Measurement range 200μm

デジマチック出力
Digimatic output

1ポート（1項目）
1 port (1 Item)

DP-1接続ケーブル附属
With DP-1 connection cable

DC入出力
基盤
DC I/O
Board

判定出力
Result output 入力信号8点

Input signals 8

出力信号24点
Output signal 24

3項目同時
3 items at once

とれがひとつの出力を選択
ランク出力はランク拡張機能と併用のこと

Choose the any output
BCD出力
BCD output

1項目選択（符合＋7桁＋小数点）
1 items at once

ランク出力
Rank output

1項目選択
1 items at once

ピーク測定機能
Peak measurement ＋PEAK、－PEAK、TIR、TIR/2

ランク機能
Ranking function

最大99ランク
99 rankings maximum

OK 範囲
OK range

※海外使用時は電源プラグ形状、電圧を御指示下さい。
If you install it outside of Japan, please specify plug shape and voltage.

※

DAG-2200

DAG-2200 シリーズ DAG-2200 SERIES デジタル空気マイクロメータ
DIGITAL AIR GAGE

2CH
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MG シリーズ

A/E変換器 シリーズ

MG SERIES

A/E TRANSDUCER SERIES

■仕様／Specifi cations
項目
Item

仕様
Specltication

圧力検出方式
Pressure detection method

簡易差圧方式
Simple diff erential pressure type

供給空気圧
Supply air pressure 196KPa

直線性
Linearity

±2％以内
±2％ or less

出力電圧
Output voltage DC±2.5V

供給電源
Power supply DC±15V、0.1A

サイズ
Size

28.5(W)×82(D)×70(H)（突起部除く）
(Excludes extension.)

重量
Weight

約0.6kg
about 0.6 kg

※A/E変換器を複数まとめた多連ボックスもラインアップしております。
詳しくは、カタログ裏面の営業所へお問い合わせください。
A/E Transducer box which can contain multiple A/E Transducer is also available.
Please contact our sales offi  ce at the back of the catalogue for the details.

■仕様／Specifi cations
型式
Model

MG2000
Single type

MG2200
Dual type

備考
Notes

針数
Number of needles indicator

短針
Single

双針
Twin

測定範囲（μm）
Mea' ment Range（μm） 20 50 100

有効指示範囲（μm）
Eff ective Range（μm） 16 40 80

表示分解能（μm）
Display Resolution （μm） 0.1 1

プログラム数
Number of Programs 10

自動マスター合わせ
Auto Master Coordination

大範、小範
Large, Small scale

専用釦あり
Dedicated press button

空気源
Air Supply 0.3～0.7(MPa)

供給流量（L/min）
Supply fl ow rate（L./min） 50 100

重量（kg）
Weight（kg） 3.5 4

サイズ
Size（W×H×D） 150×201×286

電源電圧
Power Supply AC85-264V 50/60Hz 電源ケーブル3ｍ（AC100V）

Power supply cable 3 m (AC100V)
インターフェース
Interface

RS232C, 押しボタン・フットスイッチ
RS232C, Press button / Foot switch

オプション
Option

NGブザー
NG buzzer alarm
設定変更キーロック

Setting change Key lock
※海外使用時は電源プラグ形状、電圧を御指示下さい。
If you install it outside of Japan, please specify plug shape and voltage.

※

■特長
●アナログとデジタルの融合表示。
●待望のMD-24Mの後継機。
●ワンタッチマスター合わせ。

■Features
●Displays a combination of Analog and Digital results.
●Desired replacement of MD-24M.
●One touch master coordination.

■特長
● ジェット径の使用範囲が広く汎用性
が高い
● オプションでレンジ200μm可能但
し、直線性は±2％

■Features
●Having a broad utility.
●Can choose full scale 200μm.

MG-2200

空気マイクロメータ
PANEL METER TYPE AIR GAGE

MG2000：Single Type
MG2200：Dual Type

A/E変換器
A/E TRANSDUCER

AE2100
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空気マイクロメータ用測定子としてもっとも利用度の多い測定子で、空気マイクロメータの
特性を利用し、簡単、正確に測定できる測定子です。この測定子をワークに挿入することに
より内径寸法を、回転することにより真円を、移動することにより円筒度が測定できます。
この測定子には直接ワークに空気を吹きつけるPA, PB, PC型と、ワークにポイントを接触さ
せて測定するPKA, PKB型があります。材質変更・コーティング処理等、耐摩耗性の向上に
つきましてもお気軽に御相談下さい。

Air micrometer inside-diameter probe is most widely used and allow for simple 
and precise measurement utilizing air micrometer characteristics. This probe can 
measure the inside diameter by inserting it into the testpiece. The roundness and 
cylindricity is easily found by rotating. This probe contains PA, PB and PC types 
which directly blow air against the workpiece, and PKA and PKB types which 
contact the point with the workpiece to make measurement. for PA, PB and PC 
types. Please feel free to consult with us regarding coating or material improvement 
for better wear resistance.

直接空気をワークに吹きつける型で、ノズルが測定子の先端より8～20mmにあり、主に通り穴の測定に用いられます。
This is a type which blows air against the workpiece. The nozzle is at 8 to 20 mm beyond the tip of the probe. It is mainly used for the measurement 
of through hole.

直接空気をワークに吹きつける型で、ノズルが測定子の先端より3～4mmにあり、主として止まり穴で測定部が短い穴の測定に用いられます。従来のPA型よりさら
に奥を計ることができます。
This is a type which blows air against workpiece. The nozzle is at 3 to 4 mm beyond the tip of the probe. It is mainly used for the measurement of 
through hole.

(mm)
呼び寸法　D
Size D A B C E F G

4を超え～8以下
above 4～8 and below 3.4 8 20 12 13.9 90

8を超え～11.5以下
above 8～11.5 and below 3.4 8 20 12 13.9 90

11.5を超え～14以下
above 11.5～14 and below 6 15 45 12 13.9 90

14を超え～24以下
above 14～24 and below 6 20 45 14 16.2 90

24を超え～40以下
above 24～40 and below 6 20 45 17 19.6 90

40を超え～50以下
above 40～50 and below 6 20 50 21 24.3 110

50を超え～65以下
above 50～65 and below 6 20 50 21 24,3 110

65を超え～100以下
above 65～100 and below 8 20 50 26 30.0 110

(mm)
呼び寸法　D
Size D B C E F G 図

Chart 
2を超え～2.5以下

above 2～2.5 and below 4 15 12 13.9 90
12.5を超え～4以下

above 2.5～4 and below 4 25 12 13.9 90

4を超え～8以下
above 4～8 and below 3 20 12 13.9 90 2

8を超え～11.5以下
above 8～11.5 and below 4 20 12 13.9 90 3

11.5を超え～14以下
above 11.5～14 and below 4 45 12 13.9 90

4

14を超え～24以下
above 14～24 and below 4 45 14 16.2 90

24を超え～40以下
above 24～40 and below 4 45 17 19.6 90

40を超え～50以下
above 40～50 and below 4 50 21 24.3 110 

50を超え～65以下
above 50～65 and below 4 50 21 24.3 110 

65を超え～100以下
above 65～100 and below 4 50 26 30.0 110 

※印の測定子の本体はMD型及びCAGシリーズを使用する。
MD type and CAG Series are used for main body of a probe marked with*

※

※

E        F

D

A
B

C G

空気マイクロメータ用内径測定子 INSIDE HEAD FOR AIR GAGE

■PA型内径測定子／PA type inside-diameter probe

■PB型内径測定子／PB type inside-diameter probe

E

D
B

C G10

F

E

D
B

C

G30

F

E

D

B
C

G30

F

E

D

B

C G

F

図-1
Chart-1

図-2
Chart-2

図-3
Chart-3

図-4
Chart-4

3

5
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直接空気をワークに吹きつける型で、ノズルが測定子の先端より2mmにあり、主として止まり穴の測定部が短い穴の測定に用いられます。
従来のPB型よりさらに奥深く測ることができます。
This is a type which blows air against the workpiece. The nozzle is at 2 mm beyond the tip of the probe. It is mainly used for measuring a small hole 
of the through hole. It can make deeper measurements than conventional PB type.

測定ポイント部に超硬を用い接触測定する間接式測定子で、主として表面あらさが6S以上、または測定面の巾が4mm以下の場合に使用される測定子です。超硬ポイ
ントが測定子の中間にあるのがPKA型、超硬ポイントが測定ヘッドの先端にあるのがPKB型で、二つの型があります。
This is an indirect type which makes contact measurement using solid-carbide ball-point. It is used mainly with the surface roughness being not less 
than 6 S, or the width of the surface to be measured being not more than 4 mm. For the PKA type, the solid carbide point is at the middle of the 
probe. For the PKB type, it is at the tip of the probe head.

(mm)
呼び寸法　D
Size D B C E F G 図

Chart 
4を超え～8以下

above 4～8 and below 2 20 12 13.9 90 1

8を超え～11.5以下
above 8～11.5 and below 2 20 12 13.9 90 2

11.5を超え～14以下
above 11.5～14 and below 2 25 12 13.9 90

3

14を超え～24以下
above 14～24 and below 2 25 14 16.2 90

24を超え～40以下
above 24～40 and below 2 25 17 19.6 90

40を超え～50以下
above 40～50 and below 2 25 21 24.3 110

50を超え～65以下
above 50～65 and below 2 25 21 24,3 110

65を超え～100以下
above 65～100 and below 2 25 26 30.0 110

B寸法（ノズル位置）は、FTタイプで1.8mm、MDタイプで1.3mmまで製作いたします。
For "B (nozzle position) of FT Type 2.0 mm (Std.) to 1.8 mm (Min) available upon order:
For "B (nozzle position) of MD Type 2.0 mm (Std.) to 1.3 mm (Min) available upon order.

(mm)
呼び寸法　D
Size D A B  C E F G

6を超え～11.5以下
above 6～11.5 and below 3.4 16 40 12 13.9 90

11.5を超え～14以下
above 11.5～14 and below 4 7 45 12 13.9 90

14を超え～20以下
above 14～20 and below 4 8 45 14 16.2 90

20を超え～24以下
above 20～24 and below 6 10 45 14 16.2 90

24を超え～40以下
above 24～40 and below 6 10 45 17 19.6 90

40を超え～50以下
above 40～50 and below 6 15 50 21 24.3 110

50を超え～65以下
above 50～65 and below 6 15 50 21 24.3 110

65を超え～100以下
above 65～100 and below 6 15 50 26 30.0 110

PKA型

超硬ポイント
Carbide point 

板バネ
Plate spring E      

D

B

C G

A

F

PKB型

超硬ポイント
Carbide point E        F

D

B

C G

(mm)
呼び寸法　D
Size D B  C E F G

6を超え～11.5以下
above 6～11.5 and below 4 28 12 13.9 90

11.5を超え～14以下
above 11.5～14 and below 4 45 12 13.9 90

14を超え～24以下
above 14～24 and below 4 45 14 16.2 90

24を超え～40以下
above 24～40 and below 4 45 17 19.6 90

40を超え～50以下
above 40～50 and below 4 50 21 24.3 110

50を超え～65以下
above 50～65 and below 4 50 21 24.3 110

65を超え～100以下
above 65～100 and below 4 50 26 30.0 110

■PC型内径測定子／PC type inside-diameter probe

■PKA、PKB型内径測定子／PKA, PKB type inside-diameter probe

E

D
B

C

G

F

30

E

D

B
C

G

F

30

E

D

B
C G

F
図-1
Chart-1

図-2
Chart-2

図-3
Chart-3

3

5
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A AD D

5

5

B

B

(61)

外径測定子は直接ワークに空気を吹きつけ、ワークと測定子の隙間の変化を空気流量の変化、あ
るいは背圧の変化におきかえ、空気マイクロメータに拡大表示させるための測定具です。外径測
定子には、ワークを挟んで測定する方法と、リング形状にしてワークをリングのなかに入れて測
定する方法があり、いずれの場合もワークを回転させれば真円度を、真円のワーク測定しながら
移動させれば円筒度が測定できます。材質変更・コーティング処理等、耐摩耗性の向上につきま
してもお気軽に御相談下さい。

The outside-diameter probe is a measuring unit which blows air directly against the 
workpiece, converts a change in clearance between the workpiece and the probe 
to a change in air fl ow or back pressure, and displays it in enlargement on the air 
micrometer. The outside-diameter probe allows for the following two measurement 
methods:one with the workpiece put between parts and one with the workpiece 
shaped in ring placed in the ring. For both methods, the roundness can be measured 
by rotating the workpiece, and the cylindricity, by moving the complete part. For this 
probe, please feel to consult with us regarding coating or material improvement for 
better wear resistance.

(mm)
呼び寸法　D
Size D A B C E F G H I

4を超え～10以下
above  4～10 and below 38 47 6 14 16.2 90

20 4

10を超え～14以下
above  10～14 and below 42 50 6 14 16.2 90

14を超え～24以下
above  14～24 and below D+26 58 8 17 19.6 90

24を超え～40以下
above  24～40 and below D+26 62 8 17 19.6 90

40を超え～55以下
above  40～55 and below D+26 68 8 17 19.6 90

55を超え～70以下
above  55～70 and below D+26 76 8 21 24.3 110

70を超え～80以下
above  70～80 and below D+32 80 10 特殊丸シャンク

φ24
Special round 
shank φ24

110

24 580を超え～90以下
above  80～90 and below D+32 90 15 110
90を超え～100以下

above  90～100 and below D+32 95 15 110

(mm)
呼び寸法　D
Size D A B C E F G

4を超え～10以下
above 4～10 and below D+30 51 6 14 16.2 90
10を超え～14以下

above 10～14 and below D+30 51 6 14 16.2 90
14を超え～24以下

above 14～24 and below D+30 58 8 17 19.6 90
24を超え～40以下

above 24～40 and below D+30 62 8 17 19.6 90
40を超え～55以下

above 40～55 and below D+30 68 8 17 19.6 90
55を超え～70以下

above 55～70 and below D+30 76 8 21 24.3 110
70を超え～80以下

above 70～80 and below D+32 80 10
特殊丸シャンクφ24
Special round shank

φ24

110
80を超え～90以下

above 80～90 and below D+32 90 15 110
90を超え～100以下

above 90～100 and below D+32 95 15 110

(mm)
呼び寸法　D
Size D A B 図

Chart 
4を超え～8以下

above 4～8 and below 50 20 1
8を超え～14以下

above 8～14 and below 50 20

2

14を超え～20以下
above 14～20 and below 50 20
20を超え～30以下

above 20～30 and below 60 22
30を超え～40以下

above 30～40 and below 75 25
40を超え～50以下

above 40～50 and below 85 28
50を超え～60以下

above 50～60 and below 100 30
60を超え～70以下

above 60～70 and below 112 30

E    F

DA

B

C

G

H  I

E   
F

DA

BC
G

20 4

空気マイクロメータ用外径測定子 OUTSIDE HEAD FOR AIR GAGE

ワークを挟んで測定する形状で、もっともよく使われている測定子PO
型で、耐用性を長くするためにV面に超硬をつけたPOT型もよく使用
されています。
The PO type probe with the workpiece put between parts 
is most widely used. The POT type probe with solid carbide 
material applied to the V surface to prolong the tool life is also 
used.

測定子に超硬付レバーを用いた間接式測定子で主として表面あらさが
6S以上、又は測定面の巾が5mm以下の場合に使用される測定子です。
This is a indirect probe which uses a solid carbide lever. It is 
used mainly with surface roughness being not less than 6 S 
and the width of the probe being not more than 5 mm.

ワークをリングのなかに入れて測定する形式で、ワークが小さい場合によく使われます。
This is a type of measurement in which a workpiece is inserted into the ring, and it is often 
used when workpieces are smaller.

■PO型、POT型外径測定子／PO, POT type outside-diameter probe

■POK型外径測定子／POK type outside-diameter probe

■POR型（リング式）外径測定子／POR type (ring type) outside-diameter probe

図-2
Chart-2

図-1
Chart-1
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比較測定の際に使用するマスターゲージ（基本ゲージ）は材料熱処理はもとよりサブゼロ処理を
施し、充分な管理のもとに作られたものです。材質変更・コーティング処理等、耐摩耗性の向上
につきましてもお気軽に御相談下さい。

The master gauge (basic gauge) used in measurement comparison is not only heat 
treated but also sub-zero-treated with regard to the material under suffi  cient control. 
For this gauge, fi ne ceramics master gauges are also prepared. Please feel to consult 
with us regarding coating or material improvement for be better wear resistance.

(mm)
呼び寸法　D
Size D d B

2を超え～2.5以下
above 2～2.5 and below 22 6
2.5を超え～5以下

above 2.5～5 and below 22 15
5を超え～10以下

above 5～10 and below 32 12
10を超え～15以下

above 10～15 and below 38 14
15を超え～20以下

above 15～20 and below 45 16
20を超え～25以下

above 20～25 and below 53 18
25を超え～32以下

above 25～32 and below 63 24
32を超え～40以下

above 32～40 and below 71 24
40を超え～50以下

above 40～50 and below 85 32
50を超え～60以下

above 50～60 and below 100 32
60を超え～70以下

above 60～70 and below 112 35
70を超え～80以下

above 70～80 and below 125 35
80を超え～90以下

above 80～90 and below 140 35
90を超え～100以下

above 90～100 and below 160 35

(mm)
呼び寸法　D
Size D k m g j d c n

1を超え～3以下
above 1～3 and below 10 2 12 24 5 D-0.3 3
3を超え～6以下

above 3～6 and below 12 2 12 26 6 3.5 3
6を超え～10以下

above 6～10 and below 16 2 12 30 7 5 3.5
10を超え～14以下

above 10～14 and below 20 4 14 38 8 6 4
14を超え～18以下

above 14～18 and below 24 4 16 44 10 8 5
18を超え～24以下

above 18～24 and below 28 6 18 52 12 9 6
24を超え～30以下

above 24～30 and below 32 6 20 58 15 12 7
30を超え～40以下

above 30～40 and below 36 8 24 68 18 15 8
40を超え～50以下

above 40～50 and below 42 8 28 78 22 19 9

材料：SKS31
かたさ：HRC58～63
サブゼロ処理
Material: SKS31
Hardness: HRC58～63
Sub-Zero treatment

(mm)
呼び寸法　D
Size D B d

50を超え～80以下
above 50～80 and below 30 16
80を超え～100以下

above 80～100 and below 36 20

基準寸法並実測値
Ref size & measured value

アヤ目ローレット
Knurling

ラップ
Lap

指定刻印
Marking 製造年月、製造者記号

Date of manufacture

材料：SKS31
かたさ：HRC58～63
サブゼロ処理
Material: SKS31
Hardness: HRC58～63
Sub-Zero treatment

D

B

d

基準寸法並実測値
Ref size & measured 
value

アヤ目ローレット
Knurling

ラップ
Lap

指定刻印
Marking

製造年月、製造者記号
Date of manufacture

ラップ  Lap

指定刻印、製造年月、
製造者記号
Marking date of 
manufacture

D

k g

m

j

B

D d

dnC

空気マイクロメータ用マスターゲージ MASTER FOR AIR GAGE

■マスターリングゲージ／Master ring gage

■マスタープラグゲージ／Master plug gage
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シンポではお客様のご使用に合わせて各種測定具を設計・製作致します。
SHIMPO designs and fabricates a variety of measuring units complying to your specifi cation.

測定時のみ空気を供給するエアカットシステムシリーズもございます。詳しくは、カタログ裏面の営業所へお問い合わせください。
Air cut system series are also available. “Air cut system is a device which supplies Air only during measuring operation“
Please contact our sales offi  ce at the back of the catalogue for the details.

シリンダ6連式高さ溝巾測定具
6 air-jet type cylinder 
Height•slot width measuring unit

ピストン単式同軸度測定具
Single air-jet type piston
Coaxiality measuring unit

ピストン5連式外径直角度厚み測定具
5 air-jet type piston outside diameter•
squareness•thickness measuring unit

シャフト4連式外径測定具
4 air-jet type shaft outside
diameter measuring unit 

シャフト3連式直角度測定具
3 air-jet type shaft squareness
measuring unit

シリンダ－4連式溝巾測定具
4 air-jet type cylinder 
slot width measuring unit

ベーン2連式高さ厚み測定具
2 air-jet type vane 
height•thickness measuring unit

ベーン2連式直角度測定具
2 air-jet type vane squareness
measuring unit 

上軸受8連式内径・直角・平面度測定具
8 air-jet type upper BRG inner
diameter•parallelism measuring unit

空気マイクロメータ用　測定台

エアカットシステムシリーズ

GAGE HEAD FOR AIR GAGE

AIR CUT SYSTEM SERIES
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内径測定（真円度測定）
Inside Diameter
Measurement

直角度測定
Measurement of
perpendicularity

外径測定
Outside Diameter
Measurement

芯間距離測定
Measurement of center-to-center distance

円筒度測定
Measurement of
cylindricity

平行度測定
Measurement of
parallelism

真直度測定
Measurement of
roundness

厚み、巾測定
Measurement of thickness and width

同軸度測定
Measurement of
coaxiality

空気マイクロメータを利用した測定例 MEASUREMENT OF INTERNAL DIAMETER
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■特長
● 3色カラーバー表示により色分けされ、測定・判定結果が見やすくなっています。
● 8桁の英数字ディスプレイにより、測定の数値・名称が表示され操作が容易です。
● 大範・小範によるマスタ合わせを押しボタン・外部信号により自動で行えます。
● すべての機種で本体の幅が50mmのため、多連の測定に適しています。
● 標準実装のシリアル通信機能により、パソコンへのデータ出力が行えます。
● プログラム切換により、10種類の設定・マスタ値の保存・切換が行えます。
● オプションにより、判定・ランク分け・BCD・デジマチック信号が出力されます。
● 2チャンネル・4チャンネルの電気マイクロメータが同一サイズの本体に納められています。
● 2また4本の検出器が接続され、単独または演算による3項目の測定が行えます。
● フルスケール5μmから1000μmまで8レンジの切換が、押しボタンにより行えます。
● シフト機能により、図面公差通りの表示ができます。

■Features
● The 3-color color bar displays makes it easy to read measurement and judgment results.
● The 8-digit alphanumeric display of measurement values and names makes operation easy.
●  Push buttons and external signals enable automatic performance of large scale and small scale master 
coordination.
● Each model has a body width of 50 mm, making them suited to multiple link-up.
● Data output to the PC is performed using the standard-equipment serial communication function. 
● By switching programs, 10 types of settings, and saving and switching of master values can be done.
● Options enable judgments, separating into rankings, BCD, and output of digital matching signals.
● A 2 channel or 4 channel electronic micrometer is installed inside a body of the same size.
● With two or four detectors connected, 3 items can be measured independently or using arithmetic 
calculation.
● By pressing a switch, you can switch between 8 ranges in the full scale from 5μm to 1000μm.
● Thanks to the shift function, the display can adjust its range according to the tolerance of the work.

■ チャンネル数
Number of channels

2チャンネルと４チャンネルを内蔵。
2-channel and 4-channel type.

2チャンネル
2 channels

4チャンネル
4 channels

■操作パネル／Operation panel

■ 見やすいバーグラフ表示
Easy-to-read bar graph display

101ドットの3色カラーによるバーグラフ表示判定。
OKの場合は緑色、NGの場合は赤色で表示されます。
The 101 dot, 3-color bar graph display judgment 
indicates green for OK, red for NG.

● モードランプ／Mode lamps

● 判定ランプ／Judgment lamps
判定結果を表示します。OKの場合は緑色、NGの場合は
赤色が点灯します。
These display shows the judgment result. 
Judgment indicates green for OK, red for NG.

● パネルスイッチ／Panel buttons
マスタ合わせが、押しスイッチにより自動で行えます。
2ヶ所の測定結果を切換えて表示できます。
また、演算結果を表示できます。
Master coordination is performed automatically 
when you press the switches.
You can switch the display between the 
measurement results of 2 locations, or display the 
arithmetic calculation results.

● 英数字ディスプレイ／Numeric display
8桁英数字ディスプレイにより測定結果を直読で
きます。
The 8-digit numeric display enables you to 
read the measurement results directly.

■ レンジ表示器
Range display

2桁のデジタル表示によりバーの上下端の寸法
を表示します。
The dimension between the bar top and 
bottom edge is indicated by a 2-digit digital 
display.

● レンジ表示器
Range display
●

CEG シリーズ CEG SERIES

CEG-2000
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■仕様／Specifi cations

CEG-2000-2CH CEG-2000-4CH 備考
Notes

入力モジュール
Input Module

電気2チャンネル
Electricity, 2 Channels

電気4チャンネル
Electricity, 4 Channels

測定項目数
Number of measurements

3（測定2、演算1）
3 (measurement: 2  calculation: 1)

プログラム数
Number of Programs 10

測定レンジ（μm）
Measurement range（μm） 5 10 20 50 100 200 500 1000

表示分解能（μm）
Display Resolution（μm） 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10

バー表示
Bar display

101ドット（赤、緑，橙、明暗）
101 dots (red, green, orange, contrast)

多機能表示
Multi-function display

8桁（赤）
8 digit (red)

自動マスター合わせ
Auto master coordination

大範、小範
Large scale, small scale

自動マスター合わせ範囲
Auto master range

ゼロ補正：±50%　感度補正：±20%
Zero compensation: ±50%   Sensitivity compensation: ±20%

測定レンジ±50％以内
Measurement range within ±50%

測定レンジ±20％以内かつ0.5～2.0倍以内
Sensitivity compensation measurement 

range within ±20%
Also, within 0.5-2.0 times

電源電圧
Power Supply AC85～264V   50/60Hz 電源ケーブル3ｍ（AC100V）

Power supply cable 3 m (AC100V)

電源容量
Power capacity 40VA

寸法、重量
Dimensions, Weight 50(W)×200(D)×480(H)mm   4kg

使用温度
Operation temperature 0～40℃

標準I/F
Standard I/F

押し釦入力／フットスイッチ入力
Push button input/Foot switch input

測定指令、Reset、マスタ合わせ (2)
Mesurement command, Reset, Masterring (2)

RS232C　１ポート
RS232C　1 port

測定値、判定結果出力
Measuring data, Output judgment

オプション
Option

デジマチック出力
Digimatic Output

1ポート（1項目）
1 port (1 item)

DP-1接続ケーブル附属
With DP-1 connection cable

DC入出力
DC I/O

判定出力
Judgment output

どれかひとつの出力を選択
Choose any output

ランク出力
rank output

BCD出力
BCD output

ピーク測定機能
Peak Measurement Function ＋PEAK, －PEAK, TIR (＝ (＋PEAK) － (－PEAK) ), TIR/2

※海外使用時は電源プラグ形状、電圧を御指示下さい。
　If you install it outside of Japan, please specify plug shape and voltage.

※

コラム型電気マイクロメータ
COLUMN TYPE ELECTRIC GAGE

1CH or 2CH or 4CH
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■特長
●3色大型デジタル表示により、判定・測定結果が見やすくなっています。
●8桁の英数字ディスプレイにより、測定の状態・測定項目などが表示されます。
●大範・小範によるマスク合わせを押し釦・外部信号により自動で行います。
●標準実装のシリアル通信機能により、パソコンへのデータ出力が行えます。
●2本の検出器が接続され、単独または演算による3項目の測定が行えます。

■Features
●The 3color Large display makes measurement results easy to see.
●The 8-digit multi-function displays the measurement value and item name, etc.
● Push buttons and external signals enable automatic performance of large scale and 
small scale master coordinaion.
● The serial communication function that is standard enables data output to the PC.
●2 channel electric micrometer is installed inside a body.

■仕様／Specifi cations
電気マイクロメータ
Electric Micrometer

空気マイクロメータ
Air Micrometer

備考
Notes

測定圧力
Measuring Pressure ー 0.2MPa

測定項目
Measuring Item 3 ITEM1～3

プログラム数 
No.of Programs 4 PROG1～3

測定機能
Measuring Function

±PEAK, TIR, TIR/2, ABS, MAX, min,
MAX-min(MAX-min)/2, (MAX+min)/2

指示範囲（分解能）(μm)
Indication range
(Resolution)(μm)

1.FS±20(0.1～2) 1.FS±10(0.05～2) 各プログラム毎に設定
分解能は0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1,2の5種類

Set each program
Resolution has 5 classes 
0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2

2.FS±100(0.1～2) 1.FS±20(0.1～2)
3.FS±1000(1～2) 1.FS±50(0.1～2)

1.FS±100(0.1～2)
ディスプレイ
Display

4桁（赤、緑、橙、明暗）
 4digit (red, green, orange, contrast)

多機能表示
Mulit-function display

8桁（数字/英字）
8 digit (numerals, English)

自動マスター合わせ点数
Auto master coondinalion

1.MIN M. 各プログラム毎に設定
外部信号によりマスタあわせが可能

Set each program enable performance 
of master coordination by output signal2.MIN M.&MAX M.

マスター合わせ範囲
Auto master range

ゼロ補正　指示範囲±30%以内
Zero±30%

感度補正　指示範囲±20%以内
Gain±20%

電源電圧
Power Supply AC85～265V 50/60Hz 電源ケーブル3ｍ（AC100V）

Power supply cable 3m (AC100V)
電流容量

Power capacity 30VA

寸法･重量 
Dimensions, Weight 120×200×220mm   2.7kg

使用温度
 Operation temperature 0～45℃

外部釦入力
External control input

4（測定、リセット、大範、小範）
4 (measurement, reset, large master, small master)

押し釦、フットスイッチ
push button, foot switch

シリアル出力
Serial output

1（プリンタ、パソコン）
printer, PC RS232C

判定出力
Nominal Display

1.±NG&±OK&OK 3測定項目分、総合OK･NG
measuring 3 items

2.±NG&OK16ランク
±NG&OK16ranks

1測定項目分
measuring 1 item

3.±NG&99ランク（コード出力）
±NG&99ranks (Code Output)

1測定項目分
measuring 1 item

オプション
Option

デジマチック出力
Digimatic Output

1 ポート（1項目）
1 port (1 item)

DP-1接続ケーブル附属
With DP-1 connection cable

増設判定出力
Extend output judgment signal

最大39ランク（出力基板増設）
Maximum 39 ranks (extend output circuit board)

個別ランク出力
Rank output

BCD出力
BCD output

1（出力基板増設）
1 (extend output circuit board)

BCD データ出力
BCD data output

＊空気マイクロメータはA/E変換機AE2100（防水タイプ）の併用になります。
＊Air Micrometer is combined (use) with A/E transducer AE2100 (Waterproof type)

＊

※

※海外使用時は電源プラグ形状、電圧を御指示下さい。
　If you install it outside of Japan, please specify plug shape and voltage.

DEG-2000

DEG-2000 シリーズ DEG-2000 SERIES 電気マイクロメータ
ELECTRIC MICROMETER

2CH
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■特長
●測定ポイントは超硬球を使用している為、寿命が長い。
●ワークとのクリアランスが大きくとれる為、磨耗が少ない。
●ワークの表面粗さ6S以上でも測定可能です。

■Features
●A solid carbide ball point is used to provide long life.
● Gauge head wear is minimized by providing a large clearance between the gage 
head and the work piece.
●Even a work piece with a surface roughness of 6 or more can be measured.

内径測定ヘッド及びマスタリングゲージ
Inside measuring head and master ring gage

A型／Type A
測定ポイントがプラグヘッドの先端より10～15mmにあり、主に通り穴の測定に用いられます。
The measurement point is 10-15 mm from the tip of the plug head and is mainly 
used for measuring through holes. (mm)

PG-8000-A□

区分
Category φD L

A1 6以上～15以下
6 and above ～15 and below 10

A2 15を超え～50以下
above 15～50 and below 10

A3 50 を超え～120以下
above 50～120 and below 10

B型／Type B
測定ポイントがプラグヘッドの先端より4mmにあり、主にとまり穴の測定に用いられます。
The measurement point is 4 mm from the tip of the plughead and is mainly used
for measuring through holes. (mm)

PG-8000-B□

区分
Category φD L

B1 6以上～15以下
6 and above ～15 and below 4

B2 15を超え～50以下
above 15～50 and below 4

B3 50 を超え～120以下
above 50～120 and below 4

※A型･B型共、検出器TS911を内蔵。
※マスタは大範マスタと小範マスタを標準として含みます。
※ケーブルの長さは3m。
※Both Type A and Type B have the detector TS911 built in.
※Mastering gage icludes a large scale and small scale master as standard.
※The cable is a 3 m.

内径測定ヘッド

測定プローブ

INSIDE MEASURING HEAD

PROBES

■仕様／Specifi cations
型  式
Model TS-025 TS-910 TS-911 TS-125

測定範囲
Measurement Range ±0.25 0.3-0-10 ±1.0 ±2.5

直線性 / Linearity
%     FS 0.5 0.5 0.5 0.5

繰り返し精度(μm)
Repeat Measurement Precision(μm) 0.2 0.2 0.2 0.2

ヒステリシス(μm)
Hysteresis(μm) 0.2 0.2 0.2 0.2

D 8 6 6 8
A L型

L Type
14.35 14.35 17.4

B 50 50 67



DT-501XAシリーズ(パネル型)

FGS-50E-L（低速仕様）
FGS-50E-H（高速仕様）

TNXシリーズ通信強化タイプ
FGPX/FGPX-H

回転速度
スピード

DT-205Z

DT-315N
充電式電池内蔵型

DT-361
AC電源入力型

反射テープによる
非接触測定

FGS-TVシリーズ
デジタルフォースゲージ、
電動計測スタンド、
専用アドインソフトを
1台にセットした高性能・
高精度小型卓上試験機

高精度の回転速度計測と
ストップモーション
による動作分析が可能。

詳しくは「デジタル回転速度計・カウンタダイジェスト」をご覧下さい。 詳しくは「荷重・張力計ダイジェスト」をご覧下さい。 詳しくは「トルク計測機シリーズダイジェスト」をご覧下さい。

DSP-5E
専用電動トルクユニットDSP-5Eに、
デジタルトルクメータTNX/TNP/TNJ
シリーズをセットして、より精度の高い
計測が可能。

CRXL シリーズ
多品種、少中量品に最適。
キャッピングトルクは自由に
調整可能。

・CRXL-L型（0.5～2.0N・m）

・CRXL-H型（1.5～3.5N・m）

アダプタを取付けて
接触測定

通過時間
時間幅
流量
通過速度

ストローク400mm
４つの動作モードに対応
安心・安全の前面カバー
送り速度2タイプ
簡単操作
フリー電源

などの計測に最適。

シリーズ

高機能タイプ
FGP シリーズ

経済タイプ
FGJN シリーズ

USB通信機能搭載
Excel※でデータ取り込み可能
USBメモリ対応

※ExcelはMicrosoft Corporationの登録商標です。

TNX-10/TNP-10/TNJ-10は取付不可
デジタルトルクメータは別売りです

3ピーク機能
時計機能
電動トルク試験機対応

デジタル回転速度計

デジタルストロボスコープ 電動スタンド

ハンドヘルド型回転速度計 小型卓上試験機 電動トルクユニット

卓上手動キャッパ

デジタルフォースゲージ デジタルトルクメータ

カタログNO. 40230カタログNO. 75780カタログNO. 72960

経営企画室

日本電産シンポの計測機器製品ラインアップ


