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  不良品発生を未然に防止

ネットワークにつながったあらゆる測定機器※1のデータを
リアルタイムに収集し、統計的工程管理を行うことによって
不良品発生を予測します。

  蓄積されたデータから原因分析が可能

データベースにアクセスし、測定結果の確認や多様な統計解
析を行うことにより、問題の検証を強力にバックアップします。

三次元測定機

投影機

硬さ試験機

精密センサ 測定工具
形状測定機

測定工具

ハイトゲージ

データ収集・解析ソフトウェア
MeasurLink Real-Time 

（詳細は、3～4ページ参照）

各種測定機器のデータを収集し、管理図、
ヒストグラム、工程能力指数などの統計処
理結果をリアルタイムに表示するSPCソフ
トウェアです。

他社測定機※2

※2：RS-232C、CSVファイル等の
データ出力が可能な場合

測定顕微鏡

MeasurLinkは「品質の見える化」を実現!

画像測定機

MeasurLink Real-Timeで
収集した測定データが
保存されているデータ
ベースにアクセスし、測
定結果の確認や統計解
析を行う管理者用ソフ
トウェアです。

IATF 16949で要求されるMSAの評価・
解析ソフトウェアです。

ゲージの使用状況を記録・管理すると
ともに、強力な検索機能により漏れの
ない確実な校正スケジュールを計画・
実施するソフトウェアです。

管理者用工程解析ソフトウェア
MeasurLink Process Analyzer

（詳細は、7ページ参照）

測定システム解析（MSA）の
評価・解析ソフトウェア

MeasurLink Gage R&R
（詳細は、8ページ参照）

ゲージ管理ソフトウェア
MeasurLink Gage Management

（詳細は、9ページ参照）

管理者用工程監視ソフトウェア
MeasurLink Process Manager

（詳細は、5～6ページ参照）

ネットワークで結ばれ
た測定現場のすべての
MeasurLinkデータ収集
端末の情報を集中監視
する管理者用ソフトウ
ェアです。

管理者

MeasurLink
データベースサーバ
（SQL Server） DB

製造現場

検査室

※1：他社製も含む（但し、RS-232C、CSVファイル等のデータ出力が可能な場合）

他社測定機※2

※2：RS-232C、CSVファイル等
のデータ出力が可能な
場合
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Real-Time Standard ：測定工具専用の安価なスタンダード版
Real-Time Professional ：測定工具、機器製品が接続可能な高機能版
Real-Time Professional 3D ：測定ワークの3D表示に対応したフルスペック版

MeasurLinkReal-Timeはミツトヨの各種測定機器からのデータを収集し、管理図、ヒストグラム、工程能力
指数などの統計処理結果をリアルタイムに表示するSPCソフトウェアです。測定工具専用の安価なスタンダー
ド版から、機器製品用のフルスペック版まで機能別に3種類をラインアップしています。 （4ページ表1参照）

MeasurLink Real-Time を使用すると －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●測定データを収集し統計的工程管理（SPC）を行うことにより、不良品の発生を未然に防ぎます。

MeasurLink Real-Time 共通機能 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●多彩なデータ収集画面
統計解析結果、データ一覧表、作業指示イメージ表示など豊富なバリエーションのデータ収集画面を用意しており、オペレータの目的
に応じて簡単に切替え表示が可能です。

MeasurLink Real-Time Professional/Real-Time Professional 3D 共通機能 －－－－－－－－－－－－－

MeasurLink Real-Time Professional 3D 機能 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

[データシート]  
複数の測定項目をわかりやすく、個々の測
定値を表形式で一覧表示が可能です。

[クラシックビュー]
1項目単位で各種グラフや個々の測定値リスト
を組み合わせ表示が可能です。データ取得日
時など詳細情報を確認するのに最適です。

図1  アラームのＥメール通知

三次元測定機
MCOSMOS

MeasurLink

画像測定機
QVPAK

形状測定機
Formtracepak

測定パートプログラムを1回実
行することにより、部品情報お
よび検査手順をデータベース
上に自動で作成します。

登録後は測定パートプログラムをリピート実行
すると、自動的にデータベースに保存されます。

図2  Excelへのエクスポート

[2Dビュー]
ワークの写真や図面データを背景に各測定項目を吹き
出し線で表示でき、作業指示書替わりとして使得ます。
また、公差判定の結果を枠の色で表します。

●トレーサビリティ情報の付加
測定ワークに関するトレーサビリティ情報（例：シリアルNo.、
ロットNo.、検査員名、加工機No.、不良原因および対策等）を測
定値に付加することが可能です。これらの付加情報はフィルタ
機能（RT Pro/RT Pro 3D）で問題の発生したデータを抽出する際
のキーワードとなります。

●豊富な統計解析機能に対応
［チャート］
計量値：XBar-R、XBar-s、X-Rs、EWMA管理図、ヒストグラム、ランチ
ャート、プレコントロールチャート、ティアチャート、箱ひげチャー
ト、メータチャート、インジケータバー、多変量管理図、他
計数値：p、np、c、u管理図、パレート図、円グラフ
［統計量］
最大値、最小値、標準偏差、平均±3σ/4σ/6σ、工程能力指数
（Cp、Cpk、Pp、Ppk）、欠点率  他

●セキュリティ機能
セキュリティ機能を有効にすると、プログラム起動時に「ユーザ
名」と「パスワード」の入力が必要となり、ユーザごとにアクセス
権限の設定が可能になります。
データの参照、入力、変更などの権限を業務内容に応じて個別
に設定ができデータの信頼性を確保できます。

●レポート機能
測定値、統計演算結果、各種チャートなどを自由にレイアウトし、
印刷することが可能です。

●測定パートプログラムから自動登録 
三次元測定機や画像測定機などの測定ソフトウェアと連動し、測定パートプログラム
から部品名、測定項目名、目標値、公差などを自動的に取得し、MeasurLinkの部品情報
および検査手順をデータベース上に自動で作成します。

●フィルタ機能 
測定日時やトレーサビリティ情報として
付加されたコメント、アラーム項目などを
使って、収集したデータから目的のデータ
を簡単に抽出することが可能です。

●インポート機能 
既定フォーマットのファイル（MeasurLink
専用フォーマットのテキストファイル、
Q-DASファイル等）から測定データを取り
込むことが可能です。また任意のフォーマ
ットに合わせて取り込み用のテンプレー
トを作成するカスタマイズ機能も用意し
ています。

●Real-time Professional 3D はフルスペックのパッケージです。
測定ワークの3D CADデータを利用し、よりわかりやすい測定箇所の表示が可能です。

●アラーム機能
「公差外れ」や「管理外れ」等の
異常発生時にオペレータに警告
します。警告方法はポップアップ
ウィンドウ表示、Eメール通知（図
1）、ログファイル記録などが選択
可能です。

●Excelへのエクスポート機能
測定結果をExcel形式でエクス
ポートすることが可能です。
MeasurLinkがない他部門へ測
定結果を渡すことができます。
（図2）

比較機能 データ収集ソフトウェア
Real-Time Standard Real-Time Professional Real-Time Professional 3D

パーツNo. 02NDB161 02NDB162 02NDB163

データ収集
表示

クラシックビュー ◯ ◯ ◯
データシート ◯ ◯ ◯
2Dビュー ◯ ◯ ◯
3Dビュー（Hoops） ◯

データ抽出 フィルター ◯ ◯

測定機器から
直接入力

測定工具（RS232C、USB） ◯ ◯ ◯
機器商品（DDE） ◯ ◯
MTConnect ◯ ◯

テキスト値入力 インポート ◯ ◯
標準価格 210,000円 315,000円 367,500円

[3Dビュー]
3次元グラフィックスライブラリHOOPSによりワークの
3DCADデータから作成したhsfファイルを使い、ワーク
の図形を測定項目の視野位置に合わせて見やすい方
向に回転、移動、拡大・縮小など自由な設定が、可能で
す。測定結果を表示する吹き出しボックスと測定位置
を示す引き出し線もCAD図形に合わせて移動します。

タブをワンクリックで表示切り替え

表1 データ収集・解析ソフトウェア Real-Timeの機能比較

データ収集・解析ソフトウェア
MeasurLink Real-Time

MeasurLink Report Scheduler 共通機能 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●レポートの出力先
・プリンタ、ファイル、Eメール（添付資料として）

MeasurLink Report Scheduler を使用すると－－－－－－－ 
●使用例
・ 毎週月曜日に、先週分のデータで、指定したレポートを自動発行
・「工具交換」（摩擦や破損など）のタグ情報が付いているデータだけ
を抽出して、レポートを自動発行

・ 検査記録のデータをシフト単位でフィルタして、シフトごとの日報
を自動発行

レポート自動発行プログラム
MeasurLink Report Scheduler

パーツNo. 02NDB168
標準価格 315,000円

●標準価格

ネットワークに接続されたReal-Time（Standard、ProfessionalもしくはProfessional 3D）またはProcess 
Analyzer Professional モジュールで作成されたレポートを設定したスケジュールで自動発行します。

レポート自動発行プログラム
MeasurLink Report Scheduler

月火水木金土日月火水木金土日月



5 6

測定現場

三次元測定機、測定工具
などのデータをMeasurLink 
Real-Timeで収集し、リアル
タイムにデータベースに
保存します。

MeasurLink Process Managerは、ネットワークで結ばれた測定現場のすべてのMeasurLink データ
収集端末において、現在稼働している測定情報の集中監視と詳細情報の確認が可能です。
MeasurLink Process Manager を使用すると －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●測定現場の状態をリアルタイムに把握し、不良品の発生を未然に防ぐことが可能です。

MeasurLink Process Manager 機能 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●測定結果をリアルタイムにモニタリング可能
ネットワークにつながったすべての測定機の現在測定中の測定結果をモニタリング可能です。測定現場に行かなくても、確認が可能
です。

●異常傾向を早期発見可能
単純な合否判定だけでなく、管理図、ヒストグラム、工程能力などのツールにより工程の異常傾向を早期発見可能です。

管理者

管理者はMeasurLinkが持つ
複数のビューを使い、ネット
ワークにつながったすべて
の測定機の現在測定中の測
定結果等を把握することが
できます。

三次元測定機

硬さ試験機

測定工具

インライン三次元測定機

MeasurLink Process Manager 詳細機能 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●マネージャービュー
各種チャートを一覧表示します。管理者は現在測定中のすべての測定項目から、担当する特定の監視範囲に絞り込んだり、工程能力
指数をキーにした並べ替え（昇順・降順）が可能です。 ビューの並び替えや監視範囲

の絞り込み表示が可能です。

＜ログが可能なイベント＞
・測定開始・終了
・測定値の取直し・変更
・異常値の発生
 （公差外/管理外/連/傾向 他）
・見逃せない原因
・工程能力指数の変化
  (合格から不合格/不合格から合格)

●グローバル計量値ビュー
工程能力指数の良否がひと目でわかるバー
グラフで表示します。管理者は現在測定中の
すべての測定項目に対し、工程能力指数や
測定日時、部品名称等をキーにした並べ替え
（昇順・降順）が可能です。

●ログビュー
測定中に発生する各種イベントを表示します。管理者は現在測定中のすべての測定項目に対し、測定作業の状況（測定開始・終了な
ど）や異常発生（公差外など）の状態を把握することができます。

●プラントビュー
工場レイアウト図上で測定機別に工程能力指数を表示します。管理者は異常の発生場所を視覚的に把握することが可能です。

管理者用工程監視ソフトウェア
MeasurLink Process Manager

メータコラムインジケータ 箱ひげ能力バーランチャート

ランチャートやヒストグラムなど各種チャートを選択し一覧表示します。（複数種類のマネージャービュー表示が可能

背景に工場レイアウト図の画像データ
（bmp､jpg､gif､png）を表示

測定機（ステーション）単位で、引き出し線付きの吹き出しボックス
（コールアウト）を、背景の工場レイアウト図に合わせて配置可能

＜コールアウトの表示内容＞
・ステーション名（各測定機の端末名）
・検査手順（部品ごとの測定手順名）
・最終更新日時（データ入力時間他）
・測定項目情報・・・上位から指定数分を表示
   　 ①検査記録ファイル名※
   　 ②測定項目名※
       ③工程能力指数※
        （Cp､Cpk､Pp､Ppk他 複数選択可能）
　 ※測定項目の並べ替え可能（昇順・降順）      

ステーションごとのコールアウト

グローバル計量値ビュー
工程能力指数を表示しま
す。

マネージャービュー
ランチャート、ヒストグラム
などを表示します。

プラントビュー
工場レイアウト図上で測
定機別に工程能力指数を
表示します。　

ログビュー
測定機別のイベント（測定
開始・終了・異常発生など）
を表示します。

形状測定機

画像測定機

DB

管理者用工程監視ソフトウェア
MeasurLink Process Manager

パーツNo. 02NDB165
標準価格 315,000円

●標準価格他社測定機※2

※2：RS-232C、CSVファイル
等のデータ出力が可
能な場合
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IATF 16949で要求される測定システム解析（MSA）の評価・解析ソフトウェアです。
IATF 16949では、計測器の精度や測定者のバラツキを統計的手法を用いて分析し、適切な計測
システムを実現することを要求しています。

●フィルタ機能によるデータの絞り込みやグループ分け
日時やトレーサビリティ情報をキーワードにし、目的のデータ抽出やグループ分けが
可能です。

●測定結果のビューア機能
MeasurLinkのデータベースに蓄積されたデータを一覧リストから選択・
確認できます。
●表示・出力機能
測定結果、統計解析結果（チャート、統計量）、レポート出力、測定結果
および統計解析結果のエクスポートなど、MeasurLink Real-Timeとほぼ
同等の表示・出力機能が利用できます。
エクスプローラタイプのツリー形式の一覧から目的のデータを選択
し、測定結果、統計解析結果（チャート、統計量）を表示できます。
●さまざまなデータ処理機能
データの結合、コピー、編集が可能です。また、データのアーカイブに
より、古いデータをReal-Time側から非表示にすることができます。

●簡単な操作でMSA評価結果を自動計算
ウィザード機能により簡単に評価方法・評価条件、測定データの入力が行えます。作業者は「調査タイプの選択」、「ゲージの選択」、
「データ入力源の選択」、「パラメータの定義」などを選択していくことで、容易にMSA評価を行うことができます。

●MSA（第4版）に準拠した評価手法
MSA（Measurement System Analysis）準拠した
下記の項目による評価が可能です。
 ①計量値交差ゲージR&R分散分析法
 ②計量値交差ゲージR&R範囲と平均法
 ③計量値枝分かれゲージR&R分散分析法
 ④計量値枝分かれゲージR&R平均と範囲法
 ⑤計量値範囲法
 ⑥計数値簡易法
 ⑦計数値MSA4
 ⑧偏り
 ⑨直線性
 ⑩安定性

●分析チャート表示
管理図などの各種チャートは評価者間のバラツキやゲージ精
度の適性などを分析・判断し、問題を改善するのに有効です。

●評価結果のレポート出力
評価結果およびチャートをレポート印刷できます。

●評価ゲージの情報の登録
1. 評価の対象となるゲージの情報の登録
下記項目のゲージ情報の登録および評価結果との結びつけ
が可能です。
登録項目：ゲージの名前、メーカ、モデル、分解能、単位、測定範囲、等

2. MeasurLink Gage Managementとの情報リンク
GageManagementで登録されたゲージ情報が、そのまま選択肢
として使用できます。
また、ゲージR&R評価結果もゲージ情報にリンクされるので、
ゲージR&Rの有効期限のスケジュール管理がGageManagement
で行えます。

例：任意の検査員名でのデータ絞り込み・・・XBar-R管理図 などの統計解析結果表示

例：任意の加工機番号別にグループ分け・・・Cp、Cpk の比較

絞り込み項目選択メニュー

グループ分け項目選択メニュー

管理図で絞り込みを実行した結果

加工機ごとのCpk値とバーグラフ

●標準価格

●散布図チャート表示が可能
2項目間の相関関係が表示可能です。

●What-If分析
設計値/上限公差/下限公差/群の大きさを変更した時に、
工程能力指数がどう変わるかをシミュレーションします。

工程解析ソフトウェア
Process Analyzer Professional

パーツNo. 02NDB164
標準価格 315,000円

MeasurLink Process Analyzerは、MeasurLink Real-Time で収集した測定データが保存されている
データベースにアクセスし、測定結果の確認や統計解析を行う管理者用のソフトウェアです。

MeasurLink Process Analyzer 機能 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

MeasurLink Process Analyzer を使用すると －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●データベースにアクセスし、測定結果の確認や多様な統計解析を行うことにより、蓄積されたデータから原因分
析が可能です。

MeasurLink Gage R&R を使用すると －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●MSAの分析手法に則った計測システムの評価・解析が可能で、簡単な操作でMSA評価を実施できます。

MeasurLink Gage R&R 機能 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

MeasurLink Process Analyzer 機能 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
調査タイプの選択 パラメータの定義 要約

管理者用工程解析ソフトウェア
MeasurLink Process Analyzer

測定システム解析（MSA）の評価・解析ソフトウェア
MeasurLink Gage R&R

測定システム解析（MSA）の評価・解析ソフトウェア
MeasurLink Gage R&R

パーツNo. 02NDB166
標準価格 189,000円

●標準価格
公差変更

（シミュレーション） 工程能力指数が
変更されました
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スタンドアロンシステム構築事例
測定工具との組み合わせ

ネットワークシステム構築事例
三次元測定機との組み合わせ

●B社 品質管理部門
測定物 アルミダイカスト製品：自動車用シリンダーブロック、トランスミッションケースなど
測定機 CNC三次元測定機　4台

導入目的 異常傾向を迅速に把握し加工現場へフィードバック
取引先への工程能力指数の報告（設備や材料等条件変更があった場合）　

運用とその効果
測定プログラムおよび測定データをサーバで一元管理
どの測定機を使っても同じ条件で測定でき、測定結果も測定機ごとに分かれることなく一元管理が可能
作業者は4台の内、空いている測定機を使って、待ち時間がなく、すぐ測定可能

●A社 検査部門
測定物 電気機器製品：車載用部品他（丸物線状パーツをプレスで抜く）　
測定機 デジマチックシックネスゲージ 外径2カ所所測定

導入目的 金型のメンテナンス時期の目安（金型が摩耗すると径が大きくなる）
初期流動品の管理限界値の算出（30個測定し計算）

背景 車載関係部品をやり始めてからSPCを要求されるようになったため

現場からサンプリングしたワークを
空いている測定機にセッティング
して、自動検査プログラムを実行

MeasurLink
データベースサーバ

（SQL Server） 管理図   工程能力指数

別途 Microsoft社 SQL Serverが必要

品質管理責任者

データ収集・解析ソフトウェア
MeasurLink Real-Time Professional

4本 （測定機に各1本）

管理者用ソフトウェア
MeasurLink Process Analyzer Professional

MeasurLink Process Manager

データ収集・解析ソフトウェア
MeasurLink Real-Time Standard

USBインプットツール ダイレクト

デジマチックシックネスゲージ

径が0.2 mm～0.3 mm

＋

●ゲージ使用状況（作業、保管、校正、ゲージR&R、修理、廃止）を簡単に記録でき、すべてのゲージの現在の場所と
状況をスピーディーに把握できます。
●ネットワークに対応しており本ソフトウェアが導入されたネットワーク上のあらゆる端末から、共通のゲージ情
報を見ることができます。
●MeasurLink Gage R&Rと連携しており、ソフトウェア間でゲージ情報を共有できます。

ゲージの使用状況を記録・管理するとともに、強力な検索機能により漏れのない確実な校正スケ
ジュールを計画・実施できます。

MeasurLink Gage Management を使用すると －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

MeasurLink Gage Management 機能 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●ゲージ管理表より校正対象のゲージリストを作成
ゲージID、ゲージタイプ、型式、製造元、販売元、校正日、現在
の使用状況や場所などの多彩な項目で検索し対象ゲージのリ
ストを作成できます。

●ゲージの詳細情報確認
個々のゲージの詳細情報が確認できます。
校正期限を設定し、「校正期限切れ」や「来月期限」などのゲージのリスト
を表示させたり、校正履歴など、詳細情報の確認が可能です。

●校正手順の登録と実行
各ゲージの校正手順の登録と校正の実施が、容易にできます。

ゲージ管理表 校正手順の登録

校正の実行　

ゲージ管理ソフトウェア
MeasurLink Gage Management

MeasurLink  導入事例

ゲージ管理ソフトウェア
MeasurLink Gage Management

パーツNo. 02NDB167
標準価格 315,000円

●標準価格

■MeasurLink 共通仕様 ■MeasurLink Real-Time 共通仕様
●動作環境（推奨OS、DB）
[オペレーティングシステム]
Microsoft Windows 7（32ビットまたは 64ビット）
Microsoft Windows 8.1（32ビットまたは 64ビット）
（Microsoft Windows 8.1 RT エディションはサポートしません）
Windows 10（32ビットまたは 64ビット）
（Windows 10 Mobile および IoT エディションはサポートしません）
[データベース]
Microsoft SQL Server 2017 Standard / Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2016 Business Intelligence Edition
Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence Edition
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition

●オペレーション言語
英語、日本語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、
スペイン語、スウェーデン語、ポーランド語、イタリ
ア語、トルコ語、韓国語、中国語（簡体字）、フィン
ランド語、ポルトガル語

●接続可能な測定機器
・デジマチック出力付測定工具
[対応可能インタフェース]
 無線式（USB）U-WAVE（VCP）
 有線式（USB）USB-ITN（VCPまたはHID）、IT-012U（HID）、IT-016U
 有線式（D-sub9ピン） IT-007R、MUX-10F､DP-1VR 他
 各種RS-232Cデバイス（一部制限あり）

■ MeasurLink Real-Time Professional / 
Real-Time Professional 3D 共通仕様

●接続可能な測定機器
・ミツトヨ製計測システム（パソコン処理装置付）
[対応計測ソフトウェア]
・三次元測定機：MCOSMOS V3.2以上
・画像測定機：QVPAK V10.0以上/QSPAK V10.2以上/
                       QSPAK MSE V3.1以上/QIPAK V4.1以上
・画像ユニット：QSPAK VUE V4.1以上
・表面粗さ・輪郭形状測定機：Formtracepak V5.3以上
・真円度測定機：ROUNDPAK V7.0以上
・硬さ試験機：AVPAK V2.0以上

※付属する取扱説明書はインストールマニュアルのみですので、使い方についてはオンラインヘルプをご参照ください。

お得な複数本ライセンス価格を設定しました。

MeasurLink 8種類のソフトウェアを自由に
組み合わせ可能です。※ただし、ライセン
ス発行後の種類の変更は不可 。

＜5ライセンス＞
Workgroup License ５
パーツNo. 02NDB183
標準価格 945,000円
1本当たりの単価 189,000円
＜10ライセンス＞
Workgroup License 10
パーツNo. 02NDB182
標準価格 1,580,000円
1本当たりの単価 158,000円
＜30ライセンス＞
Site License 30
パーツNo. 02NDB180
標準価格 3,150,000円
1本当たりの単価 105,000円
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座標測定機

精密センサ

画像測定機

試験・計測機器

形状測定機

スケールユニット

光学機器

測定工具、測定基準器、計測システム

川崎市高津区坂戸1-20-1  〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

最寄りの営業所をご確認いただけます。

●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は2022年10月現在のものです。

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合が
あります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。

お求めは当店で̶

M3 Solution Center…商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
UTSUNOMIYA 宇都宮市下栗町 2200 〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
TOKYO 川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
SUWA 諏訪市中洲 582-2 〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
ANJO 安城市住吉町 5-19-5 〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
OSAKA 大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
HIROSHIMA 呉市広古新開 6-8-20 〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163

計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。 詳細は弊社営業所にご連絡ください。
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000

キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮 宇都宮市下栗町2200 〒321-0923 電話 (028) 656-1432 ファクス (028) 656-8443
川崎 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533 電話 (044) 813-8214 ファクス  (044) 813-8223
広島 呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820 ファクス  (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
   電話 (0570) 073214 ファクス (044) 813-1691

仙台営業所 仙台市若林区卸町東1-7-30 〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
郡山営業所 仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮営業所 宇都宮市平松本町796-1 〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸営業所 水戸市元吉田町260-3 〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎営業所 伊勢崎市宮子町3463-13 〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま営業所 さいたま市北区宮原町3-429-1 〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟営業所 新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎営業所 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
東京営業所 川崎市高津区坂戸1-20-1（※1） 〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木営業所 厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F 〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
 富士駐在所 電話 (0545)55-1677 
諏訪営業所 諏訪市中洲582-2 〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
 上田駐在所 電話 (0268)26-4531
浜松営業所 浜松市東区和田町587-1 〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所 安城市住吉町5-19-5 〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5 〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所 名古屋市昭和区鶴舞4-14-26 〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所 金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田 〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所 大阪市住之江区南港北1-4-34 〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所 神戸市西区丸塚1-25-15 〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所 草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F  〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所 岡山市北区田中134-107 〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所 東広島市八本松東2-15-20 〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所 福岡市博多区博多駅南4-16-37 〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140

（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。


