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  全自動 IRHDマイクロゴム硬さ計  / 型式 H12 

全自動IRHDマイクロゴム硬さ計H12は、ゴムの硬さを、

IRHD国際単位で測定するデジタル卓上型硬さ計です。  

  ・規格：JIS K 6253-2, ISO48,ASTM1415,DIN53519 

  ・ワンタッチ操作及び再現性のある測定結果 

  ・硬さは国際単位のIRHDで表示。 

【ラインナップ】 

・H12/1（ベーシックモデル）: 本体のみ 

・H12/2（プリンタモデル）   : 本体、プリンタ 

・H12/3（キーボードモデル）: 本体、プリンタ、キーボード         

【オプション】 

IRHD標準ゴム試験片 

硬さ計の日常点検用ゴム試験片 

試験片枚数：4枚セット。 

試験片寸法：約25 x 25 x 2mm。 

Oリング用テーブル 

Oリング及びパッキン等の測定用 

オプションテーブル。 

リング線径：1mm - 6mm 対応。 

  全自動 デュロメータゴム硬さ計  / 型式 H17A 

全自動 デュロメータゴム硬さ計H17Aは、ゴムの硬さを、

ショアAスケールで測定するデジタル卓上型硬さ計です。  

  ・規格：JIS K 6253-3, ISO7619, ASTM D 2240, DIN53505  

  ・ワンタッチ操作及び再現性のある測定結果 

  ・硬さはショアAスケールで表示。 

全自動IRHDノーマルゴム硬さ計H14 は、ゴムの硬さを、

IRHD国際単位で測定するデジタル卓上型硬さ計です。 

  全自動 IRHDノーマルゴム硬さ計  / 型式 H14 

・規格：JIS K 6253-2, JIS K 7215, ISO 7619, DIN 53505 

・ワンタッチ操作及び再現性のある測定結果 

・硬さは国際単位のIRHDで表示。 
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  高速可塑度計 / 型式 P14 

◇温度可変モデルP14/VTは、圧盤温度を60℃～180℃の間で変更可能。合成ゴムの可塑度測定に採用されてい

る。日々精製されるゴムの精度を容易な操作で迅速に測定でき、物性評価の目安としての使用も可能です。 

天然ゴム及び未加硫ゴムの可塑度を、国際規格に基づいて

測定する試験機です。 

・規格：JIS K 6300-3, ISO2007, BS903PtA59 

・温度・時間・荷重の正確な制御と試験結果 

【ラインナップ】 

・P14/1（ベーシックモデル）: 本体のみ 

・P14/VT（温度可変モデル） : 本体、プリンタ、キーボード 

    ※ P14/VTにおける温度設定はキーボード操作による。      

【専用試験片カッタ】 

各モデルには、手動の試験片カッタ

が供給されます。 

老化チャンバー 

国際規格に従ってゴムを老化するチャンバーです。 

高速可塑度計と組み合わせて天然ゴムのPRI測定に 

使用します。 

・規格：JIS K 6300-3, ISO 7619 

【オプション】 

 【共通オプション】 

プリンタ 

Wallace社製機器専用プリンタ。 

測定値及び日時、サンプル番号 

などの印刷。 

キーボード 

Wallace社製機器専用キーボード。 

測定時間、サンプル番号などの 

設定変更他。 

【ラインナップ】 

・48サンプルモデル、98サンプルモデル 
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フィルム通気性試験機 

デジタルマイクロメータ 

ラミネートプラスチックフィルムの繰り返しひずみに対する耐性を 

試験する装置です。 

積層プラスチックのサンプル片を 2箇所の円形クランプディスクに取

り付け、試料をねじって特定の回転動作をさせます。このプロセスか

規格：ASTM F392 

型式：G0002                                 

用途：ラミネートプラスチックフィルム 

  ゲルボフレックス試験機 

フィルム自由収縮試験機 

シリコーンオイルを塗

布したディスクの中に

試験片を入れ、加熱し

てフィルムの熱収縮促

進を測定する試験機で

す。 

型式：F0006   

用途：包装ラベル 

規格：ASTM D 2732 

メルトインデクサー 

規格：ISO 1133, ASTM 

D1238, BS2782 

可塑性プラスチック成

型加工時における流動

性の指標であるメルト

フローレートを測定す

る試験機です。 

型式：M0004         

用途：プラスチック 

ホットタック試験機 

規格：ASTM F1921, 

F2029 

軟質、半硬質プラスチッ

クバッグまたはチューブ

のヒートシール性をモニ

ターする試験機です。 

型式：H0005         

用途：軟質・半硬質

プラスチック 

ラボヒートシーラー 

規格：ASTM F2029 

プラスチックやラミ

ネート材料のシール

性を試験するラボ試

験機です。常温から

300℃ ま で 温 度 コ

ントロール可能。 

型式：L0001         

用途：プラスチック 

規格：ASTM F2029 

プラスチックフィルムの

通気性を測定する試験機

です。測定時に両手での

操作を必要とし、安全も

確保しています。 

型式：Ａ0004   

用途：プラスチック

フィルム 

シリコーンオイルを

塗布したディスクの

中に試験片を入れ、

加熱してフィルムの

熱収縮促進を測定す

る試験機です。 

型式：D0011   

用途：フィルム、紙 

規格：ASTM D 2732 
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C.O.摩擦試験機 

インク摩擦試験機 マーチンデール摩耗試験機 

プラスチックフィル

ム、他シート材料の静

摩擦、動摩擦を水平平

面原理を使用して測定

する試験機です。 

プラスチックコーティ

ングの耐磨滅性を測定

する試験機です。 

規格：AS 2281, AS 2282.8, 

ASTM F1566, ASTM 

型式：M0014      

用途：プラスチック

磨滅性試験 

型式：C0041      

用途：プラスチック

フィルム、紙、金属 

規格：ASTM D 1894, 3247, DIN6729, 

53375, ISO8295, 15359 

傾斜平面摩擦係数試験機 

各種包装材料の静摩擦

係数を測定する試験機

です。試験表面を一定

速度で傾斜させ、試験

表面が滑り始める角度

を評価します。 

規格：ASTM D202, TAPPI 

T815, TAPPI T548  

型式：C0045     

用途：プラスチック、紙、

フィルム摩擦係数試験 

摩擦係数試験機 

プラスチックフィルム

他、シート材料の静摩

擦、動摩擦を測定する

試験機です。 

型式：C0008      

用途：プラスチックフィル

ム、紙、金属 摩擦試験 

規格：ASTM D 1894, TAP-

PI549, ISO8295(オプション) 

DIN 摩耗試験機 

円筒形ドラムでゴム、

プラスチックの耐摩耗

性を測定する試験機で

す。 

型式：D0008       

用途：ゴム、プラス

チック他 摩耗試験 

規格：ISO 4649, DIN 53516,  

ASTM D5963, AS 1683.21 

型式：I0001    

用途：紙、プラスチック

磨滅性試験 

型式：C0055 M1, M2, M3    

用途：金属, 印刷, コーティング, 複合材料, リノリウム,  

   フォイル, 紙, プラスチック, ゴム摩擦係数試験 

  摩擦係数試験機 

摩擦係数試験機は、高速で信頼性の高い正確な摩擦係数測定方法であること

が証明されています。当社のCOFテスターは、プラスチックフィルム、シー

ト、紙、その他のシート材コーティングの静摩擦と動摩擦の測定に使用され

ます。小型のベンチトップ設計なので、実験室での使用や、必要に応じてオ

フラインでの試験のための生産現場でのセットアップが簡単に行えます。 

紙及びプラスチック、ア

ルミフィルム表面へのイ

ンクの付着性と耐擦過性

を測定する試験機です。

2または4ポンドの錘を設

定回数動作させテスト

ピースに擦りつけます。 

加熱した錘も使用可能。 
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落下ダート衝撃試験機  

落下ダートの衝撃によ

りポリエチレンフィル

ムが規定のダメージを

受けるエネルギーを測

定する試験機です。 

用途：軟質フィルム 

規格：ISO 7765-1, ASTM D 

1709, AS/NZS 4347.6 

規格：DIN ISO 2115, DIN 53366, 

ASTM D2354, 1465, ISO2115, ISO/

MFT 試験機 

最低フィルム形成温度

MFTを測定する試験機

です。測定板の加熱と

冷却により、-30℃か

ら+250℃の範囲内で

任意の温度勾配を作成

可能。 

用途：ディスパージョン 

合成樹脂、エナメル 

Kofler 加熱ベンチシステム 

有機物質の融点および

特性を50℃から260℃

の範囲で測定する試験

機です。物質の純度測

定、結晶水の存在・挙

動、分解プロセスと揮

発性の観察等が可能で

す。 

用途：各種融点試験 

オイルレス エコビカット 

全自動オイルレスピ

カット試験機です。

圧搾空気と電気のみ

を必要とし、空気冷

却効率が良く、短い

サイクルでの試験が

可能です。 

用途：プラスチック

ビカット(軟化)試験 

光透過率測定装置 

型式：L0005           

用途：プラスチック容器 

様 々 な 形 状 の プ ラ ス

チック容器の光透過性

を測定及び評価する為

の試験機です。デジタ

ル表示により定量的な

試験が可能です。 

密封性試験機 

様々な包装袋のシー

ル性をモニターする

リーク検出システム

です。問題の早期発

見及び対処に役立ち

ます。 

型式：F0022           

用途：包装袋 

平らな硬質プラスチッ

ク試験片を破壊する為

に必要なエネルギーに

応じて材料評価をする

試験機です。 

規格：ISO 6603-1, 

ASTM D5420, D4226, 

D3763, D5628 

ガードナータイプ衝撃試験機 

型式：G0001 

用途：プラスチック 

摩擦試験機 

印刷/コーティングさ

れた材料からのイン

ク転移を摩擦から評

価するための試験機

です。乾式及び湿式

それぞれで試験可能

です。 

規格：BS 3110 

型式：I0005 

用途：プラスチック,  
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規格: FLTM BN 106-02、GMW 3405、         

HES D6511-99A、 NES M7081:2006-N 

不織布材料から放出される細かい繊維(リント)の量を

測定する試験機です。                 

不織布材料の繊維放出を、30秒の屈曲時間で素早く正確に

測定することができます。不織布材料は、リントの発生が

少ない傾向にあることが重要です。試験は、ティッシュ等

他の材料にも適用可能。サンプルは反復的なねじれ及び圧

縮サイクルを受け、空気中の粒子は、レーザー粒子カウン

ターで集計及び分類されます。 

型式：G0005   用途：不織布、ティッシュ他 

粒子カウンター付ゲルボフレックス試験機 

縫目疲労試験機 

型式：S0014    

用途：自動車、不織布 

布地の縫い目の強度を測

定する試験機です。縫製

した生地を“牽引ロープ

“として使用し、3kgの

錘を持ち上げて動作させ

ます。両端で2セットの

サンプルを試験可能。 

折り目及び剛性試験機 

型式：C0039 Series 

用途：紙、インク、梱包 

板紙の剛性と折り目の回復

（スプリングバック）は、

高速包装機でのカートンの

性能に重要であると同時

に、手動で折り畳むときに

も重要です。 

カーペット動的荷重試験機 

型式：D0009      

用途：カーペット 

下面に2本の足がついた

衝撃アセンブリが繰り

返し試験片の上に自由

に垂れ下がるような周

期的な荷重処理が施さ

れています。 

折り目曲げ試験機 曲げこわさ(剛性)試験機 

型式：B0012      

用途：ボード、ダンボール 

ボード及びダンボール

折り曲げ時の折り目部

分の曲げ抵抗を測定す

る試験機です。   

箱の品質及び性能を確

保するための品質評価

に使用されます。 

型式：S0016      

用途：紙、板紙 

曲げこわさ(剛性)試験機は、 

紙や板紙の柔軟性と曲げ抵抗

を測定する試験機です。標準

では15°の角度で測定し、15°

で破損もしくは折れ目がある

場合、7.5°の回転角度で測定を

行います。  

カートン折り目プルーファー 

型式：C0053      

用途：カートンサンプル

作成 

容易かつ迅速に高品質な

カートン折り目サンプルを

作成する機械です。主にイ

ンクラボで使用され、カー

トンのひび割れに対する最

適なコーティング材の開発

に関わります。 

規格: BS 6965, BS 3748,     

ISO 2493:1992 

規格: TAPPI T489, TAPPI T556 

規格: ISO 9073-10, inda IST 160.1, DIN EN 13795-2, 他 
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用途：プラスチック、フィルム、不織布、ポリウレタン、ゴム他 

UniTESTは、最大150Kg(1.5kN)までの引張及び圧縮試験を行う

荷重試験機です。 

実験室や製造環境での仕様に合わせた丈夫な設計で、移動範囲及び

クリアランス等豊富な機能を備えています。引張試験及び圧縮試験

破壊試験、荷重及び距離の試験、荷重保持、伸長試験、など多岐に

わたる試験を行うことができます。              

試験パラメータ及び結果は、タッチスクリーンコントローラに表示

され、平均、偏差、ピーク、最小最大などの結果を含めて最大

1000件の試験結果を保存可能。 

ハイロフト用厚さゲージ試験機 

型式：T0022             

用途：不織布 

ハイロフト不織布の厚さを

デジタル表示で測定しま

す。厚みは、指定された圧

力をかけた状態で、可動面

が平行面から変位したとき

に直線距離を測定します。 

マイクロデジタルメータ 

規格 : ISO534, 

AS1301.426s, 

BS7387, ASTM D645 

2つの円形圧力表面の

間に紙を挿入し、50±

2  kPaまたは100±

10kpaの圧をかけるこ

とにより厚さを測定す

る試験機です。 

型式：D0007         

用途：プラスチック、紙 

ユニテスト/ UniTest 

テトラポッド摩擦試験機 

型式：T0004     

用途：厚みが20mmを超

えない織物床材。 

繊維カーペットの表面の

風合いに対する機械的作

用の試験機です。テトラ

ポッドフットを入れた円

形ドラムを回転させ、テ

トラポッドフットが試験

片の上を「歩く」ように

包装貨物圧縮試験装置 

型式：B0009-11                   

用途：箱、ダンボール 

ボックス圧縮試験機は、

以下の目的で設計された

床置き型の機械です。

サーボ電気システムを使

用して正確な直線運動と

力を加えることができま

す。 

型式：U00001    

3点及び4点曲げ 90度剥離 ボックスオープン 摩擦係数 カーペット剥離 ループパイル及び   

タフト引き抜き力 
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CNCミリングマシン / 各種試験片等作成 

引張及び曲げ、衝撃等各種試験片を専用プログラムにより作成す

る全自動の各種試験片作成用CNCミリングマシンです。        

試験片形状および材料、材料、クランプ別に保存します。 

加工対象となる最適材料は、はプラスチック（PE / PA / PC / 

PMMA / GPRおよびCFRP複合材）など。アルミニウム及び、 

真ちゅう、木材等は、ご要望に応じて  オプション対応可。 

安全カバーにより、回転体への巻き込まれ及びXYZの移動物体へ

の挟まれ、削りクズの飛散りが防止され、作業者の安全を確保し

ています。安全カバー開閉にはセーフティロックが組み込まれて

います。 

油圧式打ち抜きプレス 

カッティングプレス—2トン 

抜き型を使用したマ

ニュアル式試験片作成

用プレスです。様々な

種類の抜き型と組み合

わせて使用します。 

台のサイズは250mmx 

300mm。 

型式：C0022      

用途：ゴム, 紙, プラ

スチック, 繊維 

ツールスチール抜き型

は各種材料のカッティ

ングに使用するダイで

す。C0022と併用して

サンプルの作成に使用

することができます。 

規格：ISO 37, 527, 6259, ASTM D 624, 1004, 

1660.2, 1822, 3574, 412, 638, 470他  

型式：C0024      

用途：ゴム, 紙, プラ

スチック, 繊維 

抜き型 -ツールスチール 

エア式サンプルカッタ 

抜き型  ルーラータイプ 

型式：C005６     

用途：ゴム, 紙, プラ

スチック, 繊維 

型式：C0043     

用途：紙, カートン

ボード 

型式：C0025     

用途：紙, プラスチッ

クフィルム、紙他 

 エア式カッティングプレス 

型式：C0050     

用途：ゴム, 紙, プラ

スチック, 繊維 

エア式カッティングプレス

です。幅広いスケールのダ

イを使用できます。   

ラボでの使用に最適です。   

3トン仕様で、供給空気圧 

80 -100psi。 

エア式サンプルカッタ

です。主として円形/正

方形/長方形の試験片準

備用の機械です。  

最高厚さ範囲: 4mm。 

ルーラータイプの抜き型

は、引張および引裂試験

に使用されるプラスチッ

クフィルム、紙、および

ゴムの切断に使用されま

す。  

油圧式の打ち抜きプレスで

す。様々な型抜き対象に使

用することが可能。一般的

に、ガスケット及び皮革、

コルク、ゴム、発泡体他、

軟質から半硬質材料の切断

に採用されます。 

規格：IBS2783 , AS1301.404, 

AS1683.11, AS1180.2, AS2282.7,  

ASTM D412, ASTM D470 4,他 
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 発泡測定装置  / FOAMAT 

ポリウレタンフォーム発泡中のライズプロファイル、硬化挙動、発泡圧、反応温度等が同時に測定可能。     

硬化挙動測定は誘電分極を採用した新測定技術。 

【特徴】 

  ・特許超音波センサによるライズ測定 

  ・特許FPMによる発泡圧の測定 

  ・誘電分極による硬化反応挙動測定 

  ・熱電対(TC)による温度測定 

  ・試験容器は紙管及び温調コンテナ(ATC) 

※左写真はATCモデルの装着イメージです。 

発泡圧・硬化挙動測定        

独自技術による発泡圧

及び硬化挙動センサが

組み込まれた専用コン

テナを使用します。 

試験には一般的に紙管

が用いられます。 

FOAMATは、軟質及び硬質、半硬質など全てのポリウレタンフォームの発泡挙動を測定する試験機です。 

ライズプロファイル                   

特許超音波センサによ

りフォーム表面までの

距離を高精度に測定。 

測定結果例: ライズ高さH, 反応温度T, 発泡圧力P, 硬化反応挙動誘電分極D 

ポリウレタン及びポリイソシアヌレート、

フェノール、エポキシフォームの品質は、

フォーム形成条件によって異なります。 

発泡プロセス中の挙動測定及びノウハウ構

築により一貫した製品品質を管理すること

ができます。                 

研究開発においては重合反応がどのように

進行し、添加剤、発泡剤、安定剤および混

合比等によってフォーム形成への影響を数

値として可視化できます。       

各種テストコンテナのラインナップによ

り、FOAMATは汎用性と高い測定精度を

備えています。 
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粘弾性フォームの圧縮による圧力緩和

及び形状回復プロセスを連続的に測定

する試験機です。           

粘弾性フォームは、外力によって負荷が

かけられたときに特徴的なクリープ挙動

を示します。            

寝具や座席等、粘弾性フォームの特性を

活かした製品の開発および品質保証試験

に使用することができます。 

  粘弾性フォーム反発挙動試験装置  / RESIMAT 

ATC (温調用コンテナ)           

ATCは、フォーム発泡中の壁面を加熱す

るために開発された特製コンテナです。

室温～75℃まで温調可能。 

壁面温度の安定化により、測定結果の再

現性が向上して高品質な発泡圧及び硬化

反応挙動データを得ることが可能です。 

ご要望に応じて特大サイズのATC XLもラ

インナップがございます。 

ATCにおける温度別の発泡状況 

  ATC (Advanced Test Container) 発泡壁面温調コンテナ  ※FOAMATオプション 

FPM70は、直径70mmの

発泡圧測定センサを搭載

した小型コンテナです。 

BFC200は、8リットル

(200mm3)のボックスタ

イプコンテナです。 

  FPM 70   BFC 200   各種コンテナ ラインナップ 

FOAMATは、各種コンテナをランナップしております。 

左からATC XL, ATC, BFC200, FPM100, FPM70, FPM150  

※BFC200：FPM/CMD組込不可。FPM70：CMD組込不可。 
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軟質フォームの反発弾性を測定する試験機です。 

金属球をフォームサンプルに垂直に落下させて、リバウンド 高さを

測定し、落下高さに対する比率で結果を表示します。             

F0030-M2は、結果が自動的にタッチスクリーン上にキャプチャ 

されるデジタルモデルです。データはUSBを介して出力可能です。

各テストの最後に、一連のテスト結果から最小値、最大値、平均

値、偏差を計算します。 

型式：F0030-M2  用途：フォーム反発弾性試験 

フォーム反発弾性試験機  

規格：JIS K 6400, ISO 8307, BS EN ISO 4651, AS 2282.11, ASTM 

D3574  H法, DIN EN ISO 4651, BT/T6670, GB 10807 

フォーム圧縮試験機  

フォームの硬度を測定

し、圧縮性を評価する試

験機です。円形インデン

タを使用してフォームを

一定比率押しこむのに必

要な力を測定します。 

規格：AS 2281, AS 2282.8, 

ASTM F1566, ASTM D3574  

型式：F0013      

用途：フォーム圧縮試験 

フォーム圧縮試験機  

セルラー材料の密度、  

引張り強さ、引裂き強度、

圧縮永久歪みのベースとな

る厚さを正確に測定する試

験機です。 

規格：ISO1794, AS 2282. 2 A法, 

型式：F0017      

用途：フォーム、 

ラテックス厚さ試験 

垂直フォーム衝撃試験機 

試験片上にハンマーを落

下させた時の最高減速度

測定により、セルラーゴ

ム材料ならびに硬質、軟

質セルラープラスチック

の動的クッション性を測

定する試験機です。 

規格：ISO 4651, AS2282.11 

型式：V0001      

用途：フォーム包装材料 

フォーム定荷重連続強打マシン 

定荷重で連続的な衝撃を加え、軟質フォームの厚さ、硬度低下

を測定し、材料の長期使用パフォーマンスを評価する試験機で

す。この試験は、耐荷重性のある室内装飾品に使用されるセル

材料の製品性能を評価する手法の一つです。試験は、インデン

ターが試験片を繰り返し圧縮することによって行われ機械内部

のエアシリンダがベースプラテンを持ち上げ、円形インデン

ターへ衝突させます。 

型式：F0021  用途：軟質フォーム、シート耐久試験 

規格：AS 2282.1２, ISO EN BS DIN 3385, 

ASTM D3574 , JIS K 6400 

ローラーせん断装置 

動的ローラー圧縮試験に

より軟質フォームの耐圧

縮疲労性を測定する試験

機です。フォームを動的

に疲労させ、厚さの損失

率を評価します。 

型式：R0010      

用途：フォーム疲労試験 

規格：JIS K 6400, ASTM D1564,    

ASTM D3574, AS 2282.1２_33 B法 
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 フォーム通気性試験機  / Porosity Tester 

軟質ポリウレタンフォームの通気性を測定する試験機です。 

空気がセル構造を通過する度合いを把握するために用いられ、測定結

果は、セル構造の特性を間接的な評価のために使用できます。F0031

は、国際規格に準拠。試験片50mm x 50mm x 25mmを用いて測定を

行います。圧力はディスプレイに表示され、エア流量が 目標値に到

達すると、流量がロックされ自動的に試験を完了します。 

型式：F0031  用途：フォーム通気性試験 

規格：AS 2282.14, ASTM D3574, ISO 7231,  BS ENISO 7231, DIN 

EN ISO 7231,      

ハンディ通気性試験機 / セルフロー 

軟質フォームの通気性

を生産現場で簡易に品

質調査する為に使用さ

れます。0-100 のエア

フロー範囲で、通気性

の結果を得ます。 

型式：CellFlo    

用途：通気性試験 

型式：F0025   用途：圧縮/引張試験 

規格：AS 2281, AS 2281.8, ISO3386, ISO2439, ISO1798, 

ISO8067, ASTM D3574 B法, C法, E法, F法 

ユニバーサル試験機 

フォーム厚さゲージ 

フォーム材料の密度、  

引張り強さ、引裂き強度、

圧縮永久歪みのベースとな

る厚さを正確に測定する試

験機です。 

規格：AS 2282. 2 A法, 

ISO1794 

型式：F0017      

用途：フォーム、 

ラテックス厚さ試験 

各種材料の圧縮及び引張、押し込み硬さ(IFD)

を測定する試験機です。 

ユニバーサル試験機は、アタッチメントを変更

することなく、圧縮及び引張の両テストを実施

できるよう特別設計された試験機です。      

内部フレームで圧縮試験および外部フレームで

引張試験を行うことが可能であり、オペレータ

の作業工数及び時間を削減できます。 

硬さ測定は、押し込み硬さ（IFD）に基づいてお

り、円形プラテンを使用して実施します。   

円形プラテンは荷重を加えるとともに圧痕の状

態も記録します。専用ソフトウェアでテストを

コントロールします。 

また、試験サンプル長さに関しては、お客様の 

要望に合わせてカスタムメイド可能です。 
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コーネルタイプテスター  / Cornel Type Tester 

マットレスローレイター / Mattress Rollator 

インナー及びボックススプリング、各種マットレスの長期使用条件にお

ける耐久性試験機です。                     

規格に準拠する専用ローラーが、マットレス面を左右に横切り、リアル

な睡眠アクションをシミュレートします。2種類のローラーにより、BS 

EN 1957及びASTM F 1566 規格に対応しています。追加オプションで、

マットレス圧縮試験機能を組み合わせることで、同一サンプルで堅さ試

験も実施可能です。 

規格：ASTM F1566, BS EN1957      

型式：M0015  用途：マットレス耐久試験 

ボックススプリング及びインナースプリング、各種マットレスを10年間

使用した場合の状態を評価するための耐久性試験機です。     

マットレスの長期使用及び繰り返し荷重における耐久性、硬さ、衝撃に

よる影響を測定するために使用されます。ロードセルはシャフト先端の

ラムヘッド上に配置され、マットレスに加えられる力を測定します。

シャフトは、可変モータにより毎分160サイクルで動作します。 

規格：ASTM F1566, JIS S 1102 (オプション)     

型式：C0044  用途：マットレス耐久試験 

規格：JIS K6400,ISO 3386,ISO 2439,ASTM F1566,ASTM D3574 B法, 

AS 2281, AS 2282.8, BS EN 1957, GB 10807 

マットレス(寝具他)衝撃試験機 

寝具に衝撃を与えて、寝具の強度及び製品品質を測定する試験機です。       

様々な高さからサンプルに衝撃を与えて、結果を比較することで、弾力

性減少時間、衝撃による機能低下及び強度などを把握し、製品性能及び

品質評価に役立つ幅広い結果を得ることができます。PCへテスト結果出

力が可能です。インナー及びボックススプリングマットレス、フォーム

マットレス、椅子、クッションなどに適用できます。 

型式：F0023   用途：マットレス衝撃試験 

マットレス圧縮試験機 

型式：F0021  用途：マットレス圧縮試験 

マットレスの圧縮により硬さを測定する試験機です。           

硬さの測定は、くぼみ力たわみの物理的特性に基づいており、円形の

プラテンを使用して、試験片を元の厚さの比率で偏向させるために必

要な力を決定することにより計算されます。プラテンは力を加えなが

ら、くぼみの度合いも記録します。マットレス、軟質フォーム、 カー

シート、椅子、ソファなどに適用できます 

規格：JIS K6400,ISO 3386,ISO 2439,ASTM F1566,ASTM D3574 B法,  

AS 2281, AS 2282.8, BS EN 1957, GB 10807 
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多孔質材料 セル構造解析  / PORE!SCAN（ポアスキャン） 

画像のインポート 解析実施及び結果出力 

PORE!SCANは，様々な多孔質材料のセル構造を，シン

プルかつ高精度・短時間で解析できる装置です。 

【特徴】 

・高精度セル構造解析 

・シンプルなオペレーション 

・解析結果の自動統計処理 

【ラインナップ】 

・PORE!SCAN Advanced ：35 μm  -  3 mm モデル        

              50 μm  -  8 mmモデル 

【多孔質材料 解析イメージ】   

PORE!SCANは，高精度CCDカメラ

で 撮影した断面セル画像から，単独セル

と隔壁を分離する為の独自のアルゴリズ

ムが組み込まれています。 

セル情報は全て数値化され，結果データ

は自動統計処理されます。 

セル数，セルサイズ，密度，   

円形率，アスペクト比，異方性，

その他，解析結果の定量的収集 

及び 統計管理を同時に実施可能。 

多孔質材のセル構造は，吸水及び吸音性，断熱性及び衝撃吸収性など製品性能に大きく影響します。

PORE!SCANは，セル構造解析の時間短縮及び解析結果の管理の効率化を目的として開発されました。 

断熱材，吸音材 ドアグリップ クッション材 
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2液性樹脂反応硬化挙動試験機 / SubCASE 

用途：塗料、接着剤、シーラント、エラストマー 

非発泡ポリウレタン材料及び２液反応型樹脂の硬化反応と反応

温度を測定する試験機です。               

即硬化樹脂やチキソ性の大きい材料の測定に対しても有効なシ

ステムです。 

・CMD※による誘電分極測定、熱電対(TC)による温度測定 

・硬化パラメータを測定し、詳細なデータを入手する新技術 

・試験容器は紙管と収縮フィルムでカバーしたベースプレート 

・測定データは、数値データとしてExcelファイルに出力可能 

  ※CMD：Curing，Monitor，Device  

＜ラインナップ＞ 

項目/ﾓﾃﾞﾙ Standard Model HT Model 

 測定ﾚｰﾄ 10 Hz 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ USB、RS232C 

寸法 270x205x70mm 270x205x170mm 

重量 1.8kg 3.6kg 

CMD 

ﾋｰﾀ温度 

室温～110℃ 

+/- 0.5℃ 

室温～150℃ 

+/- 0.5℃ 

CMD直径 90mm   

温度ｾﾝｻ PT1000 

入力電圧 100-240 VAC, 47-63Hz 

出力電圧 12 VDC, 5.5 A 24 VDC, 4 A 

CMDセンサは平面コンデンサを櫛状に配置させた電極で構成され、反応混合物が硬化材料に変移する間の

電気化学変化を誘電分極により詳細にモニタリングできます。 

誘電分極とは、極性末端基を有する分子（例えばOH基やNCO基）に対し電場を与え、極性分子が電場の 

影響により生じる双極子モーメントの易動度を数値化するものです。 

  

ポリウレタンの誘電分極曲線:D 及び、反応温度:T(℃)測定結果 エポキシの誘電分極曲線:D 及び、反応温度:T(℃)測定結果 
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   ゴムエラストマー、プラスチック、熱硬化性樹脂の射出成形工程において金型予熱から脱型までの金

型内における熱移動及び熱影響を受ける材料の挙動を解析することができる。 

SIGMASOFTは，射出成形における金型及び

材料との複合的な相互熱的作用を考慮した流

動及び加硫/冷却等を解析する最先端のシミュ

レーションソフトウェアです。 

ゴム・エラストマーモジュールの特徴 / 射出成形、トランスファー成形 

充填温度分布の解析 

圧力，速度，粘度，スコーチ， 

加硫度分布の解析 

金型全体のサイクル温度解析/熱状況の把握 

シミュレーションステップ 

・金型のトライアンドエラー削減 

・製品の試作回数及びコスト低減 

・成形サイクルタイム予測・検討 

・製品の物性予測及び改善 

・熱量最適化に伴う省エネ  

・ノウハウの蓄積及びトラブル 

 シューティングの構築 

◆ 金型の熱状況を3次元解析して，熱的相互作用の影響を可視化 
 

◆ 金型温度及びせん断による粘度変化を考慮したランナーバランス検討 
 

◆ 加硫度分布の詳細解析による成形不良及び製品品質予測 
 

◆ マルチサイクル連続射出解析による金型温度分布解析 
 

◆ ウェルドライン，エア巻込み及びジェッティング等の品質問題を考慮 

バーチャルシミュレーションは，設計段階から製品要求に対する有効な事前検証手段として活用できる。 

※試作コストを低減する為には，ゴムの金型充填推移，必要圧力，

成形品，金型温度及び加硫予測が重要となる。製品設計において，

成形条件や金型形状の迅速な判定が開発期間短縮のキーポイント。 

ゲート最適位置の検討 

ランナーシステム設計 

充填バランス

及び圧力の 

解析結果の検証 

金型内熱影響のコントロール 

可動型 固定型 

断熱板 

冷却管 

オイルヒーター 

電気ヒーター 

シミュレーションの活用は 

目的達成に向けた基盤技術 
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                                                                               ㈱平泉洋行/ HEISEN YOKO                       

SIGMASOFT プラスチックモジュールの特徴 / 射出成形、トランスファー成形 

金型温度状況詳細解析 

充填温度及び, 圧力，速度，粘度,  

脱型後、変形量分布の解析 金型全体のサイクル温度解析/熱状況の把握 

SIGMASOFT によるk金型温度及び成形、ヒケソリシミュレーション 

◆ 金型の熱状況を完全3次元で解析して，熱的相互作用の影響を可視化 
 

◆ 金型温度及びせん断による粘度変化を考慮したランナーバランス検討 
 

◆ 充填・冷却分布の詳細解析による成形不良及び製品品質予測 
 

◆ マルチサイクル連続射出解析による金型温度分布解析 
 

◆ 金型温度状況に基づくヒケソリ等の製品品質予測 



     東京本社    〒111-0052                                                                    名古屋営業所    〒460-0003  

       東京都台東区柳橋2-19-6 (柳橋ファーストビル10F)                                    名古屋市中区錦2-18-5 (白川第六ビル) 

     TEL (03)3865-3621(代表) FAX (03)3865-3638                                 TEL (052)203-1637(代表) FAX (052)203-1639 

 

      関西営業所    〒550-0002                                                                       九州営業所    〒804-0067 

        大阪府大阪市西区江戸堀1-25-13 (江戸堀大沼ビル6F)                                 北九州市戸畑区汐井町1-6 (ウェルとばた2F) 

      TEL (06)6447-1250(代表) FAX (06)6447-1444                                TEL (093)883-5548(代表) FAX (093)883-3566 

 

株式会社  


