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輪郭形状測定と表面粗さ測定の効率化推進！

ワイドレンジ＆高分解能な検出器を搭載し、輪郭測定から表面粗さ測定まで幅広くカバー。

一台の測定機で計測できますので、段取り工数、測定時間の短縮が図れます。

●従来の測定は…

ワイドレンジ＆高分解能検出器
測定範囲 Z軸方向 5 mmレンジ（分解能：80 nm）～0.05 mmレンジ（分解能：0.8 nm）

指示精度 Z軸方向 ±（1.5＋│2Ｈ│/100）µm　 Ｈ＝水平位置からの高さ（mm）

段取り1回、測定は1トレース

測定機の設置スペースは1台分

検査成績書は1枚に印刷用紙は必要最低限
プリンタも1台なのでエネルギー負荷削減

CS-3300では

CS-3300では

CS-3300では

測定機2台分の占有面積。PC、プリンタも2台

●従来の結果印刷は…

表面粗さ測定機

輪郭形状測定機と表面粗さ測定機からの別々の印刷結果出力

●従来の測定室は…

輪郭形状測定機

STEP1   輪郭形状測定 STEP2   表面粗さ測定

表面粗さに移動し、
再段取り

測定効率向上

測定効率化

省スペース 資源の節約

省スペース

資源の節約
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連続測定のイメージ図（外周1→外周2→内径）

測定
移動

解析ソフトウエア FORMTRACEPAK

送り装置（X軸）、コラム（Z2軸）にスケール内蔵

送り装置（X軸）には高精度リニヤスケール、コラム（Z2軸）にABS（絶
対原点）スケールを搭載していますので、上下、左右の動作を組み
合わせた全自動測定が可能です。
上下方向の連続自動測定や位置決めが困難なパーツの繰り返し
測定の再現性が向上します。

測定機のコントロールから、輪郭解析、表面粗さ解析、設計データ生成、輪郭照合、検査成績書
作成機能まで FORMTRACEPAKが幅広くサポート！
検査部門での繰り返し測定の簡略化から、研究開発部門における表面性状の徹底追求まで、
あらゆる部門のニーズに確実に対応できる機能を盛り込んでいます。

測定パーツ形状や高速駆動を考慮した検出器

検出器のスライド機構を採用し、測定パーツの形状に応じ、駆動部
に干渉しない測定領域でも測定が可能です。
検出器、駆動部などのケーブルを全て本体内配線にすることにより
測定誤差要因となる配線の擦れをな くし高速駆動に対応しています。
 

送り装置（X軸）傾斜装置と空気バネ式防振台を標準装備

送り装置（X軸）傾斜装置は、傾斜面や姿勢変更が困難な重量物の
測定時に威力を発揮します。

高速駆動から手動つまみによる微動まで広くカバー

送り装置（X軸）：80 mm/s、コラム（Z2軸）：30 mm/sの高速駆動による
移動時間の短縮のみならず、小穴測定時の位置決めに不可欠な微動
つまみ（手動）を標準装備

測定機コントロール 輪郭解析

検査成績書作成

輪郭照合 設計値生成（CADファイルインポート）

表面粗さ解析

コラム（Z2軸）上下動微動および
十字動載物台（オプション）などに
よる Y、Z軸の位置合わせ

送り装置（X軸）微動送りによる
測定スタートの位置決め

微動つまみ（手動）を使った小穴測定の位置決めイメージ

リモートボックス

ジョイスティック駆動

駆動スピード調整つまみ

コラム上下動微動つまみ

送り装置微動つまみ

外周 1

外周 2

内径

ケーブルレス設計
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3D表面性状測定を実現するオプション自動化を推進するオプション

傾斜調整角度    全方向±2°
最大積載質量
（Y軸上） 10 kg

ステージ面寸法 139×139 mm
質量 4.5 kg

3D測定用Y軸テーブル　No.178-096

三次元オートレべリングテーブル　3D-ALT　178-077

3D表面性状解析ソフトウェア　MCubeMap

3D表面性状測定を可能とする位置決め用Y軸テーブルです。三次元表面性状解析ソフトウェアMCubeMapと合わせて使用することで高度な
3D表面性状解析が可能になります。

3D測定用Y軸テーブルに設置し、わずらわしい測定面（X方向、Y方向）の水平出し調整を測定スタートに連動して、全自動で水平出し調整を
行う載物台です。全自動なので誰がやっても短時間。しかも簡単、確実です。

MCubeMapは、3D表面性状解析ソフトウェアです。多彩なグラフィック技術により、解析したデータを鮮明にイメージ化します。
最新のISO 25178-2 3D表面性状パラメータ規格に対応し、解析結果を自由にレイアウトした、グラフィカルなレポートを簡単に作成できます。

移動範囲 100 mm
分解能 0.05 µm
真直精度（静的） 0.3 µm / 100 mm
駆動速度 0～20 mm/s
最大積載質量 15 kg
質量 31 kg

わずらわしい測定面の水平出し調整を測定スタートに連動して、全自動で水平出し調整
を行う載物台です。全自動なので誰がやっても短時間。しかも簡単、確実です。

傾斜調整角度    ±2°
最大積載質量 7 kg
テーブル寸法 130×100 mm
質量 3.5 kg

Y軸テーブル　No.178-097

回転テーブル　θ1軸テーブル　No.12AAD975

回転テーブル　θ2軸ユニット　No.178-078

心出しチャック（ローレットリング固定）　No.211-032 マイクロチャック　No.211-031

測定パーツを複数個並べ自動測定をしたり、ひとつの測定面を何カ所も測定したりすることができます。

円周状に表面粗さを測定や、Y軸テーブルと組み合わせて、円筒形状測定パーツの自動平行出し調整、測定パーツの奥行き方向や
回転方向を移動させて自動測定が可能です。（CS-3300本体テーブルに直接設置して使用する場合は、別途、θ1軸設置プレート 
（オプション：No.12AAE630）が必要となります。）

  円筒形状測定パーツの複数箇所測定や、表裏面測定の自動化が可能です。（CS-3300本体テーブルに直接設置して使用する場合は、別途、
　θ2軸設置プレート（オプション：No.12AAE718）が必要となります。3D-ALT上に設置する場合、別途θ2軸ユニット取付専用プレート
（3D-ALT用）（No.12AAE707）が必要です。）

小物部品の測定で、操作性が良くローレットリングで容易に固定
できます。

心出しチャックでは保持できない ø1 mm以下の極小径の部品を
固定できます。

移動範囲 200 mm
分解能 0.05 µm
位置決め精度 ±3 µm
駆動速度 Max 80 mm/s
最大積載質量 50 kg
質量 28 kg

移動量    360°
分解能    0.004°
最大積載質量 12 kg
回転速度 Max 10°/s
質量 7 kg

保持範囲
内爪での外径ø1～ø36 mm
内爪での内径ø16～ø69 mm
外爪での外径ø25～ø79 mm

外観寸法（D×H） ø118×41 mm
質量 1.2 kg

保持範囲 外径ø0.2～ø1.5 mm
外観寸法（D×H） ø107×48.5 mm
質量 0.6 kg

移動量    360°
分解能    0.0072°
最大積載質量
（積載物モーメント）

4 kg
（モーメント343 N・cm以下）

回転速度 Max 18°/s
質量 5 kg

オートレベリングテーブル　No.178-087
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標準スタイラス
（No.12AAD554）

標準付属品

先端半径：2 µm
先端角度：60゜
先端形状：円すい
先端材質：ダイヤモンド
（粗さ・輪郭測定用）
溝深さ7 mm以下までに適用

円すいスタイラス
（No.12AAD552）

標準付属品

先端半径：25 µm
先端角度：30゜
先端形状：円すい
先端材質：サファイヤ
（輪郭測定用）
溝深さ7 mm以下までに適用

小穴スタイラス
（No.12AAD556）

先端半径：2 µm
先端角度：60゜
先端形状：円すい
先端材質：ダイヤモンド
（粗さ・輪郭測定用）
穴径ø2以上、深さ15 mm以下に適用

心違いスタイラス
（No.12AAD558）

先端半径：2 µm
先端角度：60゜
先端形状：円すい
先端材質：ダイヤモンド
（粗さ・輪郭測定用）
15 mm以内の心違いに適用

深溝スタイラス
（No.12AAD560）

先端半径：2 µm
先端角度：60゜
先端形状：円すい
先端材質：ダイヤモンド
（粗さ・輪郭測定用）
深さ20 mm以下の溝に適用

2倍スタイラス※1

（No.12AAD562）

先端半径：5 µm
先端角度：40゜
先端形状：円すい
先端材質：ダイヤモンド
（粗さ・輪郭測定用）

Z軸の最大測定範囲が2倍（10 mm）になります。

※1：本スタイラス使用時は ①測定力は約4 mN  ②Z軸分解能は標準スタイラス使用時の2倍の値となります。

品名 先端形状 /用途外観寸法
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識別色：黒

通り出しが十分 通り出しが不十分

測定曲線

測定軸

母線軸

測定終了点

測定開始点

測定軸

母線軸

測定終了点

測定開始点

円筒形状ワークの表面粗さ測定において、ワークの母線軸と測定軸とを平行にセットし、同時に水平出し調整も行うことが精度よく測定する
ために必要となります。3軸調整テーブルを使用すると、ガイダンスに従って操作するだけで通り出しと水平出し調整が簡単に行えるように
なります。経験と勘は不要です。

両締式回転万力台
218-003

Vブロック台 
998291

精密バイス
178-019

十字動テーブル
218-001

十字動テーブル
218-041

Vブロック台
172-234

Vブロック台
172-378

クランプ装置
176-107

傾斜センタ台
172-197

両センタライザ
172-143

両センタ台
172-142

十字動付載物台
（バーニヤタイプ）

178-043-1

十字動付載物台
（デジマチックタイプ）

178-042-1

傾斜載物台
178-016

校正用台
12AAG175

136.5

ø3

ø1.2

1

3.2ø4

12
.5

129
14

.5

40゜

（6.5）

スタイラスオプション

3軸調整テーブル　No.178-047

その他

傾斜調整角度   ±1.5°
スイベル回転角度   ±2°
Y軸移動範囲 ±12.5 mm
最小読み取り値 0.001 mm
テーブル寸法 130×100 mm
最大積載重量 15 kg

モニターアーム
No.12AAK120

サイドテーブル
No.178-181

組み合わせ例：モニタアーム無し、
　　　　　 　サイドテーブル有り
（本体及びPC一式は含みません）

組み合わせ例：モニタアーム有り、
　　　　　 　サイドテーブル無し※
（本体及びPC一式は含みません）

※プリンタ用ラックは別途ご手配ください。
サイドテーブル

モニタ
アーム
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測定範囲 X軸 100 mm 200 mm
Z1軸（検出部） 5 mm（水平状態より±2.5 mm）

測長ユニット
X軸 高精度リニアエンコーダ
Z1軸（検出部） 差動インダクタンス方式
Z2軸（コラム） ABSリニアエンコーダ

分解能

X軸 0.05 µm

Z1軸（検出部）
0.08 µm/5mm

0.008 µm/0.5mm
0.0008 µm/0.05mm

Z2軸（コラム） 1 µm
X軸傾斜角度 ±45°
Z2軸（コラム）移動範囲 300 mm 500 mm 700 mm 300 mm 500 mm 700 mm

駆動速度
X軸 ソフトウェア：0～80 mm/s

リモートボックス操作：0～40 mm/s

Z2軸（コラム） ソフトウェア：0～30 mm/s
リモートボックス操作：0～30 mm/s

測定速度

粗さ測定 0.02、0.05、0.1、0.2 mm/s

輪郭測定
0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10、20、30 mm/s
※測定速度5 mm/s以下での測定を推奨します。

（測定速度が速いと表面性状により、スタイラス触針部の欠け、または測定精度が悪化する恐れがあります）

真直精度（X軸水平姿勢時） 通常状態：0.2 µm/100 mm
検出部  最大突き出し状態：0.4 µm/100 mm

通常状態：0.6 µm/200 mm
検出部  最大突き出し状態：1.2 µm/200 mm

指示精度
（20℃）

X軸
±（0.8+0.01L）µm　L=駆動長さ（mm）

広範囲：1.8 µm/100mm
狭範囲：1.05 µm/25mm

±（0.8+0.015L）µm　L=駆動長さ（mm）
広範囲：3.8 µm/200mm
狭範囲：1.2 µm/25mm　

Z1軸（検出部） ±（1.5+|2H|/100）µm　H=水平位置からの測定高さ（mm）
スタイラス上下作動 円弧運動
測定方向 引き、押し両方向
測定面方向 下方向
測定力 0.75 mN
追従角度
（標準付属の円錐スタイラス使用時） 登り65°  下り65°（表面性状による）

スタイラス
先端

標準スタイラス 先端半径2 µm､先端角度60°､ダイヤモンド（表面粗さ/輪郭形状用）
円錐スタイラス 先端半径25 µm､先端角度30°､サファイヤ（輪郭形状用）

ベースサイズ（W×D） 600×450 mm 1000×450 mm 600×450 mm 1000×450 mm
ベース材質 斑れい岩

外観寸法
本体

W 759 mm 759 mm 1159 mm 1159 mm 769 mm 769 mm 1169 mm 1169 mm
D 482 mm 482 mm 482 mm 492 mm 482 mm 482 mm 482 mm 492 mm
H 966 mm 1166 mm 1176 mm 1430 mm 966 mm 1166 mm 1176 mm 1430 mm

コントローラ（W×D×H） 221×346×472 mm
リモートボックス（W×D×H） 248×102×62 mm

質量
本体 140 kg 150 kg 220 kg 270 kg 140 kg 150 kg 220 kg 270 kg
コントローラ 14 kg
リモートボックス 0.9 kg

除振台

除振機構 ダイヤフラム型空気ばね
供給空気圧 0.4～0.7 MPa
搭載許容質量 250 kg 350 kg 250 kg 350 kg
外観寸法（W×D×H） 830×800×700 mm 1280×940×700 mm 830×800×700 mm 1280×940×700 mm
質量 155 kg 240 kg 155 kg 240 kg

精度保証温度範囲 20°C±1°C
精度保証温度勾配 2.0°C/8 h
使用温度範囲 5～40°C（校正時と測定時の温度変化は±1°C以内）
使用湿度範囲 20～80%RH（ただし、結露しないこと）
保存温度範囲 －10～50°C
保存湿度範囲 5～90%RH（ただし、結露しないこと）
通信インターフェイス USB
電源仕様 100～120 V、200～240 V ±10%、AC50/60 Hz
消費電力 400 W
※ 測定機本体構成品の一部に自然石を使用しているため、石表面に模様のある場合があります。

仕 様 本体外観図

H2

W1

W6 159

W5
測定領域 390

W2 W9

W9W2

490
W5

W6

W1

169

159

W7 W8 W11

70
0

H1

W7 W11W8

70
0

12
H4

H3
H2

H1

H4
H3

85

450

W10175 130

85

450

W10175 130

W3(W4)

W3(W4)

100

65
30

0(
50

0)
65

30
0(

50
0)

200

12

測定領域

T溝

T溝

単位：mm

単位：mm

●CS-3300S4/H4/W4/L4

●CS-3300S8/H8/W8/L8

お願い： 本カタログに掲載されている表面性状測定機には、想定外の振動が加えられた場合や、移動が行われた場合に本機の操作を禁止する本体起動システム（移設検知システム）が組込まれています。 
ご購入後、本機を移動される場合は、お手数ですが必ず本機を移動される前に、弊社営業所＊までご連絡をお願い致します。

 ＊ 仙台営業所 (022)231-6881   郡山営業所 (024)931-4331   宇都宮営業所 (028)660-6240   水戸営業所 (029)303-5371   新潟営業所 (025)281-4360   伊勢崎営業所 (0270)21-5471    
    さいたま営業所 (048)667-1431   新潟営業所 (025)281-4360   川崎営業所 (044)813-1611   東京営業所 (03)3452-0481   厚木営業所 (046)226-1020   諏訪営業所 (0266)53-6414 
    浜松営業所 (053)464-1451   安城営業所 (0566)98-7070   中部オートモーティブ営業所 (0566)98-7070   名古屋営業所 (052)741-0382   岐阜営業所 (052)741-0382   金沢営業所 (076)222-1160 
    大阪営業所 (06)6613-8801   神戸営業所 (078)924-4560   京滋営業所 (077)569-4171   岡山営業所 (086)242-5625   広島営業所 (082)427-1161   福岡営業所 (092)411-2911 
    センシング営業部 (044)813-8236    地震機器課 (044)455-5021   カスタマーサポートセンタ(0570)073214

符号 CS-3300S4 CS-3300H4 CS-3300W4 CS-3300L4 CS-3300S8 CS-3300H8 CS-3300W8 CS-3300L8

X軸（駆動部） 符号 W1 W2 W3 W4※ W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 H1 H2 H3 H4

100 mm

CS-3300S4 438 124 43 113 110 600 830 44 177 32 800 1666 966 100 854
CS-3300H4 438 124 43 113 110 600 830 44 177 32 800 1866 1166 100 1054
CS-3300W4 838 124 43 113 110 1000 1280 19 177 32 940 1876 1176 110 1054
CS-3300L4 825 150 30 100 97 1000 1280 19 187 42 940 2130 1430 110 1308

200 mm

CS-3300S8 438 124 －7 63 160 600 830 54 177 32 800 1666 966 100 854
CS-3300H8 438 124 －7 63 160 600 830 54 177 32 800 1866 1166 100 1054
CS-3300W8 838 124 －7 63 160 1000 1280 29 177 32 940 1876 1176 110 1054
CS-3300L8 838 150 －20 50 147 1000 1280 29 187 42 940 2130 1430 110 1308

※ W4: 検出器最大突き出し状態の寸法



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

089 2111(2)A PA(KO) 140

●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2021年11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。 川崎市高津区坂戸1-20-1  〒213-8533

http://www.mitutoyo.co.jp

http://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

最寄りの営業所をご確認いただけます。

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) 813-1623 ファクス (044) 813-5433
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 厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 105 〒243-0021 電話 (046)226-1020 ファクス(046)229-5450
 八王子駐在所 電話 (042)620-5380 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
岐阜営業所 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 大阪市住之江区南港北1-4-34（※1） 〒559-0034 電話 (078)924-4560 ファクス(06)6613-8817
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。




