生産工程の品質管理に貢献するブルスタ社の豊富なラインアップ
センサー

●ミニチュア圧力センサー 8402

センサー用電子機器

●USB対応センサーインターフェース 9205

●トルクセンサー 86413

●ミリΩメーター RESISTOMAT® 2304

ケーブルでの低抵抗測定

DIGIFORCE®

【主な製品】
・ロードセル
・トルクセンサー
・変位センサー
・圧力センサー
・回転角センサー
・速度センサー
・加速度センサー

●デジタルインジケーター Sensor Master 9163

複数チャンネル仕様オプション

測定・テスト機器

生産プロセスモニタリング装置

●ミリΩメーター RESISTOMAT® 2316

デジフォース

ドイツ生まれ、信頼と実績の品質管理ソリューション
〜圧力、荷重、
トルクなど、見えない「力」を波形表示〜

【主な製品】
・増幅モジュール／送信モジュール
・ビルトイン型パネルメーター／
デスクトップ型パネルメーター
・リファレンス用電子機器／
キャリブレーション用電子機器
・プロセスコントロール装置

【主な製品】
・圧入、結合、
トルクのプロセスコントロール
・マイクロΩメーター／ミリΩメーター
・メグΩメーター
・クランプ機器／テストトング

電気モーターにおける冷却カーブの測定

キャリブレーション装置

●ユニバーサルキャリブレーター DIGISTANT® 4423

【主な製品】
・ポータブルキャリブレーター
（電気的値、熱値、機械的値）
・精密キャリブレーション線源
（テスト・ラボ用）
・RTDシミュレーター
・抵抗ディケート
・圧キャリブレーション機器

・機械的値用キャリブレーション機器
・スタンダード／精密レジスター
・キャリブレーションサービス
（日本の計量標準総合センターに相当する
ドイツの機関、PTBによるDKD認定）

販売および代理店

京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480番地
オフィスワン四条烏丸ビル307 〒600-8491
Tel: 075-361-3499 Fax: 075-361-3499
Email: info@burster.jp URL: www.burster.jp

【本社：burster gmbh & co kg】

www.burster.jp

Talstrasse 1-5, 76593 Gernsbach, Germany
Tel: +49-7224-645-0 Fax: +49-7224-645-88
Email: info@burster.com URL: www.burster.com
※本カタログの仕様ならびに商品デザインは改良のため予告なしに変更されることがあります。

424-930610JP-5475-061515

【日本：ブルスタアジアパシフィック】

DIGIFORCE® 9310 ― 単一・複数チャンネル仕 様のプロセスをモニタリングで大幅なコストダウンが可能
「DIGIFORCE ® 9310」は、圧入や締め付け、クリンチといっ
た加工の連続モニタリングの手間やコストを最小限にします。
独立した分散型制御システムとしても、複数チャンネルのモニタ
リングシステムとしても使用できる
「DIGIFORCE® 9310」
は、
パネル、
テーブル、
スナップレール用アダプターのある制御キャ
ビネットモジュールであれば、ほとんどどのような加工環境
でも使用できます。
バックアップ機能とデバイスの構成・設定
に加え、簡単な操作のPC用ソフトウエア
「DigiControl」
によ
り、製造時の加工データの記録と表示も可能です。

用途：結合部のモニタリング
複数チャンネルのイーサネットベースでシリンダーヘッドの結
合部をモニタリング
・「DIGIFORCE® 9310」制御キャビネットモジュールを直列に接続
して、複数チャンネルを低コストでセットアップが可能
・評価結果はProfibus DP経由でPLCに転送
・ホストコンピューターが、
イーサネット経由ですべての測定
データを記録。各部品の確認が容易
・プロセスの進行状況を、設定された変位と時間
ごとに、最大0.2ミリ秒のサンプリングで高速
モニタリング

用途：力と変位カーブのモニタリング

・PC用ソフトウエア
「DigiControl」
により、複数
チャンネルの測定データを視覚化

モーターシャフト取り付けのマニュアルワークステーシ
ョンを100%モニタリング

F/kN

・圧入カーブを連続制御
・ブロックウインドーにより、確実な圧入ストロークを確認

F1

・部品の合否を
「DIGIPILOT 5510」経由で通知。
さらにオプ
ションとして、不合格の場合にはプレスをロック

F2

F3

エンベロープ

F4

ブロック

出口

・ユニットカウンターを統合
F

ブロック

入口

エンベロープ

s/mm

ブロック

F/N

シャフト

S

通過
シャフトの
カップリング

用途：圧入のモニタリング

s/m

ベアリングカップへのボールベアリングの圧入
・エンジンや駆動部の生産に、低コストなモニタリング
・プロセスに問題が発生した場合は、
オンラインのウインドーで、
その
プロセスを開始する前にキャンセル。
ツールやコンポーネントの損
傷を防止

用途：リベット打ち作業のモニタリング
ABSコンポーネント用リベット打ちのプロセスをモニタリング
・高速加工でも確実にモニタリング
・素材の特性や公差のずれ、接続先部品の欠落、誤った
リベットタイプを検知
・プログラムのパラメーターを、極めて迅速に変更
・PC用ソフトウエア
「DigiControl 9310」
による容易な
セットアップ
F

S

F/N

・DMS、
ピエゾ、電位差の各種センサ
ー、
およびプロセス信号を取得
・柔軟性に優れたウインドー／エンベ
ロープ技術、
およびトレンド追跡を利
用したカーブの評価

・8種類の部品に合わせた、8種類の診
断プログラム

エンベロープ

s/mm
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DIGIFORCE® 9310

・手動ワークステーションにも、
自動シ
ステムにも対応

通過

・プロセスに関連する測定値を、Profibus DP経由で転送

・RS485、
イーサネット、
またはオプシ
ョンのProfibusによるネットワーク
化が可能
・パラレルI/Oポートまたは
Profubusを経由した制御

・圧入カーブの画像表示
・未経験のスタッフでも分かりやすい測
定原理
・複 数 チ ャン ネ ル 対 応 、測 定 デ ー
タ 記 録 用 の P C 用 ソ フト ウ エ ア
「DigiControl」、
デバイスグループの
形成
・オプションとして、
クリンチポイントの
モニタリング、残りの板厚の記録と評
価機能
・パネル対応型、
テーブル対応型、制御
キャビネット対応型で納品可能
・外部電源は100V〜240V、制御キャ
ビネット対応型モジュールはDC24 V

・プロセスの評価において、
エンベロープとウインドー
評価の融合が可能
・最大8セットの部品用パラメーターを管理
・複数の変位基準を設定可能

F

F/kN
ボールベアリングの
圧入

ブロック

オンライン エンベロープ

s/mm
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DIGIFORCE® 9306 ― 企業の品質保証を支 えるユニバーサル・テスト・コントローラー
圧入、締め付け、リベット止め、かしめといった加工、そしてトル
ク特性の高精度な制御が要求される作業には、どんな場面でも
「DIGIFORCE® 9306」が威力を発揮します。開発や設計といった初
期の段階では基準カーブの決定に、製造段階ではマニュアルワーク
ステーションや全自動生産ラインの精密なモニタリングが高速サイク
ルでも行え、またワークの変更にも対応できます。さらに、高性能の
プロセス診断を絶え間なく行えるので、プロセス中に発生した異常を
即座に検知し、対策を講じることができます。

用途：ジョイント軸のモニタリング
電気ジョイント軸とアクチュエーターでの加工を個別に
モニタリング
・サーボレギュレーターでのトランスミッターエミュレーション、
または独立したリニア変位測定システムによる変位情報
・ジョイント軸の各種プロファイルを、
「DIGIFORCE®」
の個
別の測定プログラムでモニタリング

用途：トルクのモニタリング

・送りと戻り、
最大8,000組のデータを測定し、
複雑な測定
カーブを記録

車両操作スイッチのトルクや角度変位の制御
・ロータリースイッチの操作感をモニタリング

・再キャリブレーションも可能な、独自の力と変位測定技術を
採用

・角度変位測定機能付きトルクセンサーを接続

V1

・1回の測定で時計方向、反時計方向の回転運動の記録とデー
タ処理を実行

V2

F/N

V3

通過

禁止

位置A
位置B
高速
結合
戻り
ストローク ストローク ストローク

通過

M/Nm

s/mm

スレッド

/角度

M( )

用途：圧入のモニタリング
組み立て中のデュアルフライホイールの、一次側と二次側の
フライホイール質量をモニタリング

用途：力と変位のカーブ取得

・「Profibus DPV1」
により、機械の始動中と部品交換中に評価
要素の構成を一新

コモンレールインジェクター組み立て時のバルブ駆動装置の
正確な圧入と精密な位置調節

・すべての合否、
および品質にかかわる複数の測定データを、
測定から約100ミリ秒後にProfibus DP経由で入手可能

・精度等級0.1での力計測
・1μm未満の精度で高解像度・段階式変位測定をサポート
・最大で毎秒10,000組のデータを測定
・測定結果を
「Profibus DPV1」
フォーマットで転送
・32種類の診断プログラムを素早くダイレクトに選択でき、多様な部
品に対応

F/N

F

通過

ブロック

バルブの動作

s/µm
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・進行中の生産プロセスに関する幅広い統計情報を
「DIGIFORCE® 9306」本体に表示可能

DIGIFORCE® 9306
・圧入、締め付け、
フライス加工、旋回な
どの作業時の力と変位、
トルクと角度
の特性などをモニタリング

・送り、進行、
ヒステリシス、増大、
ブロッ
ク寸法、
ブロック力をウインドーで検
知

・汎用のセンサー用インターフェースの
すべてを標準装備

・加 工の進行に応じ、広範囲の情報を
提供

・3 2種類のワークを、32種類のレンジ
で測定。PLC変換により、瞬時に切り
替え可能

・不 具合への対応を容易にする、便利
な診断ツール

・最大で毎秒10個のワークを制御

・統計作成機能を搭載
・P C用ソフトウエア
「DigiControl」に
より、
データの記録（ログ）
が容易

・RS232、RS485、Profibusの各イン
ターフェースに対応

・各 種のアクセス権をユーザーが管理
可能

・各コンポーネントをシリアル番号でログイン可能なソフトウエアを
搭載

F
ブロック

F/kN
通過
二次側
フライホイール
質量
一次側フライホイールの質量と
衝撃吸収ダンパー

通過

s/mm
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DIGIFORCE® トータルパッケージ ― 多彩な評 価手順とPC用ソフトウエア

❹

F/N

評価手順

❸
❶

❷
0

s/mm

例A：部品2個を結合させる圧入中の、従来の測定カーブ

❽

F/N

❼

❻

❻

❺
0

s/mm

例B：車両搭載用制御装置の停止特性

F/N

❽
❾

0

例C：ブロック位置を参照とした結合手順
M/Nm

❿

s/mm

❿

⓫
0

/角度

❿

❿

例D：複数の停止個所がある換気用フラップ
（送りと戻り）
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「DIGIFORCE ® 」は多数の測定手順と評価方法をサ
ポートしています。測定量、
サンプリングの間隔を最初
に設定します。
ここに紹介している参考例は、測定カー
ブのゼロポイントです。変位または角度の絶対評価測
定システムも作成できます。
ほかのすべての参照点は、
トリガーに力あるいはトルクを選び、端力あるいはブロ
ックウインドーを参照して、動的に決定します。複数の
評価用ウインドーやエンベロープを使用して1つのカー
ブ全体をモニタリングできるため、
プロセスに関連する
数値を一度に把握でき、合否を迅速に判定することが
可能になります。
A 変位の絶対評価で示されたこの力と変位のカーブ
では、
まずスレッド型ウインドー（❶）によって、結合す
る部品の適切な
「送り」
をモニタリングします。
この例で
は、特性が適正かどうかは入口と出口が定義された通
過ウインドー（❷）によりチェックします。
もう1つの手
法として、傾斜ウインドーによって力の増加をモニタリ
ングすることもできます。正確なブロック寸法とブロッ
ク力を、
ブロックウインドー（❸）
で確実にします。
プレス
加工の動作プロファイルは、変位センサーの切り替え
信号（❹）
を使用することにより、高速ストロークから結
合ストロークに切り替えることができます。
B この制御要素のスナッピングは、
力閾値を使用した
トリガー参照により記録（❺）
されます。理想的なカー
ブは、通過ウインドー（❻）によりモニタリングされ、
こ
のウインドーで局所的な最大値・最小値などのプロセ
ス値も判定されます。
この最大値・最小値により、
スイッ
チの操作感が決定します。
これに加え、送りカーブと戻
りカーブの間のヒステリシスは、
ヒステリシスウインドー
（❼）
で記録され、評価されます。力の切り替えの閾値
を示すリアルタイムの信号（❽）
を感知すると、動作中
の各部位は戻りストロークを開始します。
C コンポーネントの公差からもトリガー閾値からも
参照位置を再現できない場合は、
ブロック力またはブ
ロックウインドーへの入口（❽）
を、測定の参照点にす
ることができます。
このカーブ全体に対して、調整を加
えたエンベロープまたは編集可能なエンベロープ
（❾）
によってプロセスをモニタリングすることができます。
オ
プション機能のエンベロープカーブのトレンド追跡を
使用すると、
わずかなプロセス変化も検出できます。
D ト ル ク 角 度 の 変 位 を チ ェ ッ ク す る た め 、
は段階式トランスミッターイン
「DIGIFORCE® 9306」
ターフェースをサポートしており、角度情報を記録でき
ます。1つの測定カーブにつき、
トータルで10の評価ウ
インドー（複数の通過ウインドーなど）
（❿）
を使用でき
るため、複雑なカーブでも評価が可能です。回転中に
許容範囲を超えるトルクの低下が発生した場合も、検
知ウインドー（⓫）
によってモニタリングできます。

PC用ソフトウエア
「DIGIFORCE®」
とPC用ソフトウエア「DigiControl」
高性能なパッケージを実現

❶

「DIGIFORCE®」
は全自動テストコントローラーで、
ほ
とんどの用途において状態情報と評価結果を表示でき
ます。
さらに、
このような情報と結果を他のコントロー
ラーに転送することもできます。高性能なソフトウエア
パッケージである
「DigiControl」には、
プロセスの使
用可能範囲と信頼性をさらに向上させる追加機能も
備えています。
ベーシックバージョンでも、
すべてのデバイスの設定や
バックアップをサポートしており、評価結果と統計情報
の記録を含む測定カーブの読み取りと表示が可能で
す。特に便利なのは、
エンベロープや評価ウインドーの
限界点と条件を、測定済みのマスターカーブや参照用
部品の一連のカーブに基づいて定義する機能です。
このような 基 本 機 能 に 加 え 、P C 用ソフトウエア
「DigiControl」のPlusバージョンには、自動製造モ
ードを搭載。例えば、製造用測定データに参照部を明
記して記録します。
この結果、作成される測定記録は、
内
部プログラムのフォーマットで保存・利用できるだけでな
く、ASCII、Excel、Q-DASへのインポートも可能です。
「DIGIFORCE®」
のデバイスインターフェース以外に、
他の制御用インターフェースもサポートしているため、
より複雑な作業にも対応できます。
この方法により、
デ
バイスの構成・設定の再ロードや、
コンポーネントの
指定を測定データ記録に転送するなどの操作も可能
です。

❷

❸

❶ 「測定モード」
では、最後に実施した測定のカーブ
および状態情報が表示されます。
このとき、複数チャ
ンネルの表示も可能です。対応する記録は、
自動的
にバックグラウンドで保存されます。
❷ 明確に構造化された設定・構成ダイアログにより、
デバイスのセットアップも簡単です。設定変更は、
フ
ァイルごとに行うか、
「DIGIFORCE®」
でステップご
とに直接変更できます。
❸ プロトコルブラウザーにより、保存してある測定プロ
トコルから任意のものをフィルタリングして表示さ
せることができます。
この機能は、
プロセスに関連し
たスプレッドシートや、不合格の原因の分析に便利
です。
コンポーネント情報やカーブ、
すべての評価結
果を含めたプロトコル、
またそれぞれの測定プロト
コルを印刷できます。

❹

❹ 測定モードにおけるライブ統計により、現時点での
プロセス状態が分かります。
この例では、複数チャン
ネルを使用している中で、3番目の結合ステーション
の不合格が増加していることを検出できます。
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DIGIFORCE® トータルパッケージ ― 接続用オ プションからシステム環境、
そしてサービスまで
接続用オプション

サービス

DIGIFORCE® 9310
❶ 電源接続
  （ワイドな電圧対応幅：100 V〜240 V）
❷ イーサネット10/100 Mbit（オプション）
RS485（標準）
❸ ステータスLED（Ethernet対応モデル）
❹ PLC I/Oインターフェース DC 24 V
❺ Profibus DP（オプション）
❻ センサーチャンネルX（電位差計、
プロセス
信号）
❼ センサーチャンネルY（DMS、
プロセス信
号）、
ピエゾ入力
（オプション）

❷
❸
❶

❺

❼

❹

DIGIFORCE® 9306

❷

❶

❻

❸

❼

❽

❾

❹

❿

⓫

⓬

❺

❻

⓭

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾

電源接続（AC 230 V／AC 115 V）
Profibus DP／DP-V1
PLC入力 DC 24 V
PLC出力 DC 24 V
PS485インターフェース
（2本用）
RS232インターフェース
デジタル段階式インターフェース
LVDTインターフェース
（オプション）
Xチャンネル
（電位差計変位センサー、
プロセス信号）
❿ トルク／角度変位入力
⓫ モニター出力
⓬ Yチャンネル
（DMS、
プロセス信号）
⓭ アナログ段階式インターフェース
⓮ ピエゾ入力

⓮

DIGIFORCE®、制御（PLC）、PCのシステム環境
「DIGIFORCE®」
のシステムはいずれも、
ほとんどの制
は、
イーサネット、RS232、
またはRS485で行います。
®
御環境またはホスト環境と統合することができます。従
このほか、
「DIGIFORCE 」
のモデルによっては、
コンバ
来のI/OインターフェースのほかProfibus DPも、測定
ーターを使用したUSB接続も可能。PC用ソフトウエア
結 果 の P L C へ の 送 信 に 使 用 で き ま す。さら に 「DigiControl」
のアクティブ測定モードでは、PLCの
「DIGIFORCE ® 9306」は、非周期型Profibus通信 同期化はREADY信号で行うため、先行する測定結果
（DP-V1）
もサポート。
これにより、
デバイスのすべての
の保存が完了した後に、次の測定が実施されます。
設定・構成、通常の測定結果に加え、測定カーブ全体
の読み取り、
ほかに個々の部品の情報を送信してPCで
PLC
記録することも可能です。
テストコントローラー「DIGIFORCE ® 」だけでなく
PC用ソフトウエア
「DigiControl」
も、PLCからのコマ
ンドを受け取ることができます。従って、新しいバックア
ップをロードでき、測定データの記録用にバッチ指定
やシリアル番号を送信することもできます。
また、評価
ウインドーの限界値の調節なども可能です。デバイス
の設定・構成、データの記録に使用するPCとの接続
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I/O

Profibus
DP/DP-V1

DIGIFORCE®
9306/9310

RS232/
RS485

RS232/RS485
イーサネット

RS232/
イーサネット

DigiControl
(PC)

実際の使用に関するサポート

トレーニング

実際にどのように応用すれば良いのか分からないとお
悩みのお客さまは、
お気軽に当社にご相談ください。
ブ
ルスタ社の技術者や専門家はもちろん、世界各地の当
社のパートナーは、
いずれもプロセスのモニタリングに
ついて長年の経験を積んでいます。お客さまのご要望
を満足させる測定を実現するため、積極的にご相談に
お応えします。

ブルスタ社では、
自社製品のユーザー向けトレーニン
グを実施しています。
このトレーニングでは、必要な教
材をすべてそろえたセットもご用意し、
当社の工場で行
うことも、実際の現場で行うこともできます。
お客さまの
ご希望に合わせ、
きめ細かにアレンジした研修を提供
します。

実際

キャリブレーションサービス

「DIGIFORCE ® 」は、分かりやすい操作システムのた
お客さまの測定機器とテスト機器を定期的に検査する
め、
ユーザーの皆さまご自身によって、
ご使用に当たっ ことは、信頼できる品質保証のために欠かせない作業
ての準備を行っていただくこともできます。
システム環
です。
当社が認定したキャリブレーションセンターでは、
境が複雑な場合や、個別の使用に応じた調整が必要な 「DIGIFORCE ® 」
コントローラーの初期キャリブレー
場合は、
ブルスタ社のサービス技術者によるサポートを ションと、
それ以降の再キャリブレーションの両面で理
ご利用いただくことをお勧めします。
このサポートでは、 想的なサービスを実施しています。
さらに、付帯するセ
既存の各センサーが適切に接続・セットアップ・調整さ ンサーシステムについても、
同様のサービスを提供して
れているか、理想的なデバイスの設定・構成が行われて います。
ご指定のスケジュールに合わせて、工場または
いるかを確認するとともに、
サンプル部品などを使用し
DKD（ドイツ・キャリブレーション・サービス）
のキャリ
て
「DIGIFORCE®」
のプロセスモニタリングを的確に設
ブレーション証明書を迅速に発行します。
また、
お客さ
定します。
このサポートは、全世界でご利用いただけま まの現場でのキャリブレーションサービスも実施。
ブル
すので、
お気軽にご連絡ください。
スタ社の経験豊富なサービス技術者または世界各地
の当社のパートナーが、精密な検査をお手伝いします。
代替用の標準デバイスも用意しますので、
キャリブレー
ションやメンテナンスなどの作業中も、生産を継続でき
ます。営業日であれば、
ご注文から48時間以内に発送
します。

サービスに関するお問い合わせ
ブルスタ社あてのEメール info@burster.jp
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DIGIFORCE® センサーパッケージ ― 性能試 験済みセンサー
「DIGIFORCE®」
にはセンサー用インターフェースが組み込まれており、2つ
のセンサーを同時に接続できます。
「DIGIFORCE®」
に使用できるのは、
スト
レーンゲージ抵抗、圧電性、LVDT、DC/DC、段階式、電位差計式などの各
測定原理に基づいて機能するセンサー、
および標準の信号を出力するセンサ
ーで、
各メーカーのセンサーに対応しています。
ブルスタ社の性能試験済みセ
ンサーをご希望の場合は、以下の各機種をお勧めします。

電位差計変位センサー 8711/8712
張力／圧縮力ロードセル 8524
測定範囲は、0〜500Nから0〜200kNまであり、静
的張力、動的張力、負荷力の測定に使用します。
お客
さまご自身で容易に取り付けることができ、各種オプ
ションも取りそろえています。高強度ステンレス製で、
測定範囲20kNまでのタイプには、過負荷保護機能
を搭載しています。

測定範囲は、0〜10mmから0〜150mmまであり、
非直線性は最大で入力の0.05%です。
プラグまたは
ケーブル出力における調整速度は、最大10m/s。長寿
命で、固定ブラケット付きで設置しやすく、耐久性の高
い磨耗ベアリングを採用しています。
また、誤差が小さ
く、動作時の摩擦も小さく、高い信頼性を発揮します。

ミニ圧力センサー 8402
測定範囲は、0〜1kNから0〜
1 0 0 k Nまであり、極めて小
型。動圧測定に適した感度が
標準化されており、
設置スペー
スが限られている場合に極め
て有効です。

手動プレス・気圧プレス
向けロードセル 8451

精密ミニロードセル 8431/8432

測定範囲は、0〜500Nから
0〜100kNまであり、
プレス
心棒に簡単に取り付けられ、
心 棒 の 内 径 が 1 0 H 7か ら
20H 7の標準プレスのすべて
に適合します。極めて頑丈で、
小型のデザイン。小さい圧力
の範囲には、過負荷保護機能
も搭 載 。保 護 等 級は最 高で
IP67です。

測定範囲は、0〜2.5Nから0〜100kNまであり、
張力と負荷力の測定用です。高度な測定精度と最
小限のせん断力も検出する感度。2kNまでの測
定範囲では、双方向の過負荷保護機能も搭載。
オ
プションにより、温度は160℃まで対応できます。

LVDT変位センサー 8739/8740/8741
測定範囲は、0〜1mmから0〜150mmまであり、高度
な測定精度を誇ります。振動や衝撃に強いほか、
センサ
ーの直径は8mmからラインアップしているため、
カスタ
ムメードのデザインに対応できます。
また、
磨耗に強く、
保
護等級は最高でIP67。
各種の標準信号の出力が可能で、
多彩な組み立て用アクセサリーもそろえています。

FMトルクセンサー 8651
測定範囲は、0〜±0.02Nmから0〜±1,000
Nmまであり、
入力の0.1%という高直線性を誇り
ます。
オプションとして角度変位や速度の測定も
可 能で、公 称トルクでのアナログ出力信 号は
±DC10V。極めてコンパクトなデザインで、最大
速度は30,000rpm。
さらに、
メンテナンス作業は
必要ありません。

さらに詳しい情報や本カタロ
グに掲 載されてい ない 製 品
については、当社Webサイト
（www.burster.jp）または
当社のセンサーカタログをご
覧ください。当社の経験豊富
な製品スペシャリストがご相
談にお伺いします。

高精度段階式変位センサー 8738
測定範囲は、0〜2mmから0〜100mmまであり、直径
は最大8mmです。測定精度は、最高0.5μm。衝撃や振
動に対する耐久性に極めて優れています。保護等級は
IP66、分解能は0.1μm。
また、機械的・電気的な各種
オプションをそろえています。

圧縮力ロードセル 8526
測定範囲は、0〜100Nから0〜200kNまであり、
極めてフラットでコンパクトなデザインです。保護等
級はIP64で、
レーザー溶接のステンレス製です。
3つのねじ穴で固定し、感度は標準化されていま
す。
どのような場所にでも使用できます。
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