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探し物は何ですか。
解決策は、いつもミツトヨにあります。

1

標準形の測定工具以外にも、
特殊用途向けのソリューションを
多数ご用意しています。
「こんな測定はできないか」というときは、
真っ先にミツトヨにご相談ください。
解決策がきっと見つかります。
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測定内容

商品名

測定面の形状

測定例

395・115・295シリーズ
棒球面マイクロメータ
BMB1, BMB2
細い管の管厚

395・115シリーズ
棒球面マイクロメータ
BMB3, BMB4

B-40 BMB 1

パイプの肉厚

395・115・295シリーズ
片球面マイクロメータ
BMS

B-40 BMB 3

パイプの肉厚

573・536シリーズ
管用ノギス
NT16

B-38

パイプの肉厚

395・115・295シリーズ
両球面マイクロメータ
BMD

1̲NTD16-15PMXdimen

凹部の肉厚

B-39 BMD-25MX

342・112・142シリーズ
ポイントマイクロメータ
CPM
狭い部分の肉厚

573・536シリーズ
インサイドノギス（ポイント用）
NT14P

B-43 15

狭い部分の肉厚

ネックノギス
（ポイント用）
NT15P
狭い部分の肉厚
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NT14P

NT14P
NT14P

NT15P

測定内容

商品名

測定面の形状

測定例

331・111・131シリーズ
スプラインマイクロメータ
SPM
スプライン部の径

B-41_3

389・118シリーズ

U字形鋼板マイクロメータ
PMU

鋼板の中心部肉厚

2_P48-PMUsize

119シリーズ

U字形鋼板マイクロメータ
PMM

鋼板の中心部肉厚

3̲PMM50-25table

422・122シリーズ
直進式ブレードマイクロメータ
BLM
細溝の径

B-47_A

573・536シリーズ
ブレードノギス
NT13
細溝の径

4̲NTD13size

323・123・223シリーズ
歯厚マイクロメータ
GMA
またぎ歯厚

B-33

369・227・169シリーズ
直進式歯厚マイクロメータ
PDM
またぎ歯厚

B-33
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測定内容

商品名

測定面の形状

測定例

342・112・142シリーズ
クリンプハイトマイクロメータ
CHM
圧着端子のクリンプハイト部分

B-51

324・124シリーズ

ボール歯車マイクロメータ
GMB
歯車のオーバーピン径

B-31

314・114シリーズ

V溝マイクロメータ
VM

奇数溝のタップ・リーマの外径

B-45

326・126シリーズ
替駒式ねじマイクロメータ
TMC
ねじの有効径

B-26

147シリーズ
ワイヤマイクロメータ
CSM-SP
ワイヤ径

5̲CSM̲spsize

573シリーズ
デジマチック定圧キャリパ
NTD25
変形して測定が困難なプラスチック部品

227シリーズ
測定力可変式
デジマチックマイクロメータ

6̲573̲191̲30̲NTD25̲20AX̲di

ソフトタッチマイクロ
CLM
定・低測定力の測定
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7̲CLM2-10QMB

測定内容

商品名

測定面の形状

測定例

573・536シリーズ
オフセットノギス
NT10
段違い部

8̲NTD10̲size

573・536シリーズ
穴ピッチ用オフセットノギス
NT10P
穴ピッチ

9̲NTD10Psize

573シリーズ
穴ピッチキャリパ
（バックジョウタイプ）
NTD10PB
穴ピッチ

573・536シリーズ
ポイントノギス
NT12

D-28

不定形の狭い部分

10̲NTD12Psize

573・536シリーズ
インサイドノギス
NT14
内側測定

11̲NTD14-20PMX
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座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム
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お求めは当店で—

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。
●外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログに掲載されている価格、仕様は 2017 年 8 月現在のものです。
●掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。

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。事前に弊社営業課にご連絡ください。
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最寄りの営業所をご確認いただけます。
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