
R14 プロファイルプロジェクター

ベイティ社のR14卓上型プロファイ
ルプロジェクターは、スクリーン径
340㎜に高精度の非接触式の測定装
置と175㎜×100㎜の大型のステ
ージ台を搭載しています。

（タッチパネル式の）デジタル表示装置
あるいは（オプションの）自動輪郭エッ
ジ検出機能から選べます。光線が平行で
被検物の輪郭を映し出すため、ベイティ
社の豊富な保持具を使用して、小さな切
削加工物などを容易に載物台に固定で
きます。コンパクトで頑強な、しかも軽
量なボディー（シャーシ）によってR14
は生産現場で最も使いやすい理想のモ
デルとなっています。

蘋340㎜（14"）スクリーン径、90°十字
線、チャートクリップ付

蘋ハロゲンランプ、グリーンフィルター
付透過照明

蘋レンズ倍率選択範囲：
×10、×20、×25、×50、×100

※×10は標準で付いています。他の
レンズはオプションです。

蘋反射照明（光ファイバー）

蘋正確なねじ形状の投影のための光源
のヘリックス調整：±7°

蘋アクセサリー保持用スロット付作業台
（ワークステージ）付

蘋ワークステージ測定範囲：
175㎜×100㎜（7"×4"）

蘋デジタル角度測定：1分

蘋自動エッジセンサー

蘋長尺物を載せるために、光源を倒して
使用できるオプションがあります

蘋個々の要求に合った様々な電子計測
システム

蘋キャビネット付スタンド

蘋フットスイッチ、プリンター
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標準装備

オプション装備

オプションのフュージョン2

R14レンズの作動距離 mm/インチ

倍 　 　 率 ×10 ×20 ×25 ×50 ×100

視 　 　 野 34（1.4） 17（0.7） 13.5（0.53） 6.8（0.27） 3.4（0.13）

作 動 距 離 80.5（3.2） 38.5（1.5） 28（1.1） 15.5（0.64） 30（1.2）

最大被検物径
（ハーフフィールド）

100（3.9） 100（3.9） 79（3.1） 44（1.7） 96（3.7）

最大被検物径
（フルフィールド）

119（4.7） 108（4.3） 56（2.2） 31（1.2） 77（3.0）

最大被検物高さ 100mm

PCベースのソフトウェア
を利用したオプションで
は、測定された部品を寸法
図として表示します。

フュージョン2

横型ステージシステム
レンズ作動距離 被検物焦点

最大被検物高さ
フル
フィールド

ハーフフィールド

レンズ

視野

型番：R14－GXL



型　　式　：卓上型、横型照射式

スクリーン：φ340㎜回転スクリーン、平行軸より75°傾斜、フード付

投影像　：倒立逆像

電　　源　：100～240V AC、50/60Hz

重　　量 ：60kgs

蘋φ340㎜、チャートクリップ付半透明スクリーン

蘋デジタル角度測定、回転角最小読取り：1分

蘋内蔵冷却ファン付光源による透過照明

蘋反射照明

蘋シングル焦点レンズ搭載

蘋×10倍率レンズ（×20～×100レンズはオプション）

蘋照準レンズ

蘋ヘリックス調整機能

蘋スロット付、クロームメッキ鋳物ワークステージ

蘋グリーンフィルター

測定範囲 ：X軸（水平方向）175㎜（7"）
Y軸（垂直方向）100㎜（4"）

テーブルサイズ ：325㎜×100㎜、アクセサリー搭載用スロット付
スケール解析度 ：0.0005㎜

動　　作 ：精密ねじによる手動式、X軸上でのクイックリリース機構

レンズ取り付け台 シングル、ねじ止めクランプ

投影レンズ倍率 ×10、×20、×25、×50、×100

焦点合せ 手動ハンドル式

倍率精度 透過0.05％、反射0.1％

ヘリックス調整 光源アライメントにより±7°

光　　源 透過照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ
反射照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ

オプション 内部搭載式エッジセンサー

R14 基本モデルの標準装備＆アクセサリー 

ワークステージ 

レンズ仕様 

基 本 仕 様基 本 仕 様  基 本 仕 様  

R14 基本モ基本モデルの標準装ルの標準装備＆アクセサリー 

ワークステージ 

レンズ仕様 

基 本 仕 様  

R14 基本モデルの標準装備＆アクセサリー 

R14 基本モデルの標準装備＆アクセサリー 

ワークステージ 

レンズ仕様 

基 本 仕 様  

ワークステージ 

レンズ・光源仕様光源仕様 レンズ・光源仕様 
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蜻R14 技術仕様蜷

測定オプション
XY座標データのシンプルな二

次元デジタル表示装置

線、円、点、2点間距離等の幾何

学的機能を装備

スクリーンに搭載した自動

輪郭エッジセンサー付GXLとして。

オプションではセンサーを内部に設

置することができます。

2次元のタッチ式ソフトウエ

アの完全なタッチスクリーン式

DRO。幾何学的機能に優れ、測定

された部品の画像は完全な寸法図と

して印刷できます。SPC、合否分析

付の一覧表、自動のエクセルへのリ

ンク、自動のシークエンスプログラ

ムへのリンクを含めた総合レポート

を作成できます。

堅固なスチール製の枠に収まった、

ウィンドウズOSの19インチのタッ

チスクリーンモニターです。

FT-2と同様に、2次元のフ

ュージョンタッチ式ソフトウエアの完

全なタッチスクリーン式DROです。

内蔵されたエッジ検出により投影さ

れた画像が、スクリーン上に装着さ

れたファイバーオプティックセンサー

を通過する度に、データが入力され

ます。Rシリーズのすべての投影機

にはオプションとして、この内蔵エッ

ジセンサーを取り付けることができ

ます。

FT-2E

FT-2

GXL-E

GXL

XLS
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XLSの表示装置

GXL及びGXL-Eの表示装置
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ベイティ社のR400卓上型プロファ
イルプロジェクターは、スクリーン
径400㎜に高精度の非接触式の測定
装置と300㎜×150㎜の大型のス
テージ台を搭載しています。

デジタル表示装置、補正画像オプティク

ス、自動輪郭エッジ検出機能から選べま

す。光線が平行で被検査物の輪郭を映し

出すため、ベイティ社の豊富な保持具を

使用して、機械加工部品などを容易に載

物台に固定できます。R400は頑強な設

計がされており、生産現場だけでなく、

標準検査室にも適しています。

蘋400㎜（16"）スクリーン径、90°十字
線、チャートクリップ付

蘋ハロゲンランプ、グリーンフィルター
付透過照明

蘋レンズ倍率選択範囲：
×10、×20、×25、×50、×100

蘋反射照明（光ファイバー）

蘋正確なねじ形状の投影のための光源
のヘリックス調整：±7°

蘋アクセサリー保持用スロットが2ヶ付
いたワークステージ

蘋ワークステージ測定範囲：
300㎜（12"）×150㎜（6"）

蘋デジタル角度測定

蘋内蔵自動エッジセンサー

蘋長尺ワークなどのワークステージへ
の搭載のために光源を傾ける装置

蘋個々の要求に合った様々な電子計測
システム

蘋キャビネット付スタンド（作業用、保管
用として）

蘋自動計測用のCNC装置

蘋フットスイッチ

標準装備

オプション装備

横型ステージシステム

R400レンズの作動距離 mm/インチレンズ作動距離 被検物焦点

最大被検物高さ
フル
フィールド

ハーフフィールド

レンズ

視野
倍 　 　 率 ×10 ×20 ×25 ×50 ×100

視 　 　 野 40（1.5） 20（0.78） 16（0.63） 8（0.31） 4（0.15）

作 動 距 離 80（3.15） 82（3.23） 70（2.76） 53（2.09） 43（1.69）

最大被検物径
（ハーフフィールド）

178（7.03） 176.1（6.93） 181（7.13） 147（5.79） 122.5（4.82）

最大被検物径
（フルフィールド）

184（7.24） 184（7.24） 184（7.24） 184（7.24） 184（7.24）

最大被検物高さ 185（7.28）

型番：R400－FT2－E

R400 プロファイルプロジェクター
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測定オプション
XY座標データのシンプルな二

次元デジタル表示装置

斜め整列、角度ラジアス測定、

ピッチ円直径、交差点構築等の幾何
学的機能の一体化

スクリーンに搭載した自動

輪郭エッジセンサー付GXLとして。
オプションではセンサーを内部に設
置することができます。

2次元のタッチ式ソフトウエ

アの完全なタッチスクリーン式
DRO。幾何学的機能に優れ、測定
された部品の画像は完全な寸法図と
して印刷できます。SPC、合否分析
付の一覧表、自動のエクセルへのリ
ンク、自動のシークエンスプログラ
ムへのリンクを含めた総合レポート
を作成できます。
堅固なスチール製の枠に収まった、
ウィンドウズOSの19インチのタッ
チスクリーンモニターです。

FT-2と同様に、2次元のフ

ュージョンタッチ式ソフトウエアの完
全なタッチスクリーン式DROです。
内蔵されたエッジ検出により投影さ
れた画像が、スクリーン上に装着さ
れたファイバーオプティックセンサー
を通過する度に、データが入力され
ます。Rシリーズのすべての投影機
にはオプションとして、この内蔵エッ
ジセンサーを取り付けることができ
ます。

FT-2E

FT-2

GXL-E

GXL

XLS
型　　式　：卓上型、横型照射式
スクリーン：φ400㎜回転スクリーン、垂直型、フード付
投影像　：正立逆像
電　　源　：100～240V AC、50/60Hz
重　　量　：120kg

蘋φ400㎜、チャートクリップ付半透明スクリーン
蘋デジタル角度測定、回転角最小読み取り：1分
蘋内蔵冷却ファン付光源による透過照明
蘋高輝度光ファイバーによる反射照明
蘋×10倍率レンズ（×20～×100レンズはオプション）
蘋照準レンズ
蘋ヘリックス調整機能
蘋スロット付、クロームメッキ鋳物ワークステージ
蘋グリーンフィルター

測定範囲 ：X軸（水平方向）300㎜（12"）
：Y軸（垂直方向）150㎜（6"）

テーブルサイズ ：480㎜×127㎜、アクセサリー搭載用スロット2ヶ付
スケール解析度 ：0.0005㎜
動　　作 ：超精密なロッドドライブ方式による手動式、X軸上でのクイックリリース機構

（オプションで）400MX X軸Y軸のジョイスティックによるモーター移動
（オプションで）400CNC 自動位置制御、測定

レンズ取り付け シングル、クイックチェンジのスナップフィット方式
投影レンズ倍率 ×10、×20、×25、×50、×100
焦点合わせ 手動ハンドル式
倍率精度 透過0.05％、反射0.1％
ヘリックス調整 光源アライメントにより±7°
光　　源 透過照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ

反射照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ
反射照明 調光機能付光ファイバー式光源2ヶ

R14 基本モデルの標準装備＆アクセサリー 

ワークステージ 

レンズ仕様 

基 本 仕 様基 本 仕 様  基 本 仕 様  

R400 基本モ基本モデルの標準装ルの標準装備  

ワークステージ 

レンズ仕様 

基 本 仕 様  

R400 基本モデルの標準装備 

R14 基本モデルの標準装備＆アクセサリー 

ワークステージ 

レンズ仕様 

基 本 仕 様  

ワークステージ 

レンズ・光源仕様光源仕様 レンズ・光源仕様 
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R400-GXL

蜻R400 技術仕様蜷



スクリーン径600㎜のベイティR600
は非接触式の単純測定から、SPC機
能と自動エッジ検出による複合プログ
ラム測定機能までを提供できるハイス
ペックな床置型プロファイルプロジェ
クターです。
水平方向の光線は大きな機械加工品や、
Vブロックとセンターにて保持する旋削加
工部品、またはカスタマイズされた形状
の測定に理想的です。

蘋スクリーン径600㎜、90°十字線チャート
クリップ付

蘋ハロゲンランプ、グリーンフィルター付透
過照明

蘋投影像：正立逆像

蘋電源：100ー240Ｖ AC、50/60Hz

蘋重量：550kg（620kg、梱包含）

蘋測定範囲：X軸450㎜、Y軸200㎜

蘋テーブルサイズ：900㎜×200㎜

蘋テーブルはワークホルダー用のマシンス
ロット2ヶ付

蘋正確なねじ形状の投影の為 ステージ
±15° 傾斜調整機能付

蘋Y軸（縦）200㎜は電動ジョイスティック操作

蘋デジタル角度測定

蘋レンズ4つ用回転式レンズタレット（5倍
を除きます）

蘋スケール解析度：0.0005㎜

蘋明るい環境光の中でも作業可能にする大
きな覆いとカーテン

蘋投影レンズ倍率：
×5（タレット無）、×10、×20、
×25、×50、×100から選択

蘋X軸（横）方向の電動ジョイスティック操
作追加

蘋オーバーレイチャートが自在に使える内
蔵型 自動エッジセンサー（FT2-Eのみ）

蘋個々の要求に合った様々な電子計測シ
ステム

蘋SPC機能追加（FT2/FT2-Eのみ）
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標準装備

特　長

オプション装備

R600レンズの作動距離 mm/インチ

横型ステージシステム
レンズ作動距離 被検物焦点

最大被検物高さ
フル
フィールド

ハーフフィールド

レンズ

視野

倍 　 　 率 ×5 ×20 ×25 ×50 ×100

視 　 　 野 120（4.72） 30（1.18） 24（0.94） 12（0.47） 6（0.24）

作 動 距 離 245（9.64） 132（5.19） 106（4.17） 93（3.66） 50（1.96）

最大被検物径
（ハーフフィールド）

292（11.50） 343（13.50） 343（13.50） 343（13.50） 195（7.68）

最大被検物径
（フルフィールド）

406（15.98） 343（13.50） 343（13.50） 343（13.50） 235（9.25）

型番：R600-FT2-IES
（内蔵式エッジセンサー）

×10

60（2.36）

135（5.31）

343（13.50）

343（13.50）

R600 プロファイルプロジェクター

型　番
202-1850 ×5倍レンズ
54-650 ×10倍レンズ
202-1852 ×20倍レンズ
202-1853 ×25倍レンズ
202-1854 ×50倍レンズ
202-1855 ×100倍レンズ

型　番
R600-GMR GMR（幾何学測定データ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクターR600
R600-GXL GXL（グラフィカルデータ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクターR600
R600-FT2 FT2（タッチパネル型データ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクターR600
R600-FT2-E FT2-E（自動エッジ検出機能装備FT2）付横型照射式プロファイルプロジェクターR600

BATY  R600

LENS  SYSTEMS



SM300レンズの作動距離 mm

型番：SM300

縦型照射式300㎜スクリーンプロジ
ェクターには多機能デジタル表示装
置とプリンターが装備されています。
現場用として理想的なフル幾何学測
定機能と堅牢なデザイン。
高い汎用性、簡単操作の高品質プロ
ファイルプロジェクターです。

蘋スクリーン径300㎜、
チャートクリップ付

蘋電源：100ー240V  AC、50/60Hz

蘋重量：180kg

蘋測定範囲：X軸150㎜、Y軸50㎜

蘋テーブルサイズ：340㎜×152㎜

蘋十字線と鮮明な画像を映す精密に研磨
されたガラス画面

蘋透過と反射照明

蘋十字線とチャートクリップ

蘋データ表示装置GMR

蘋ステージのリニアスケール解析度：
0.001㎜

蘋投影レンズ倍率：
×10、X20、X50、X100から
選択

蘋360°回転テーブル

蘋スイベルセンターサポート

蘋クランプ付ホルダー

蘋クランプ付Vブロック

蘋オーバーレイチャート

蘋フットスイッチ

蘋スキューを含む幾何学的測定機能

蘋統合されたスクリーン分度器表示

蘋PCまたはプリンター出力用RS-232

蘋デカルト座標（極座標）

蘋明るく読みやすいLEDディスプレイ
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SM300 プロファイルプロジェクター

倍 　 　 率 ×20 ×50 ×100

視 　 　 野 15 6 3

レンズ作動距離 44.5 24.5 25.3

対象物最大高さ 80 80 80

最大被検物径 130 55 60

×10

30

77.7

80

160

型　番

SM300 GMR（データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター

型　番
SM300-10X ×10倍レンズ
SM300-20X ×20倍レンズ
SM300-50X ×50倍レンズ
SM300-100X ×100倍レンズ

LENS  SYSTEMS

BATY  SM300

標準装備

特　長

オプション装備

データ表示装置（GMR）

フフィー

フフィー

フフィー
フフィー

フフィー

フフィー

縦型ステージシステム
レンズ

ガラス
テーブル

最大被検物径

レンズ作動距離

対象物焦点

対象物最大高さ
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SM350レンズの作動距離 mm/インチ

倍 　 　 率 ×10 ×20 ×25 ×50 ×100

視 　 　 野 34（1.33） 17（0.66） 13.5（0.53） 6.8（0.26） 3.4（0.135）

作 動 距 離 83.98（3.30） 37.05（1.45） 29.42（1.15） 16.58（0.65） 41.18（1.69）

最大被検物径
（ハーフフィールド）

220（8.66） 162.27（6.38） 52.62（2.07） 51.51（2.02） 139.94（5.50）

最大被検物径
（フルフィールド）

170.67（6.71） 129.9（5.11） 74.82（2.94） 37.43（1.47） 90.94（3.58）

最大被検物高さ 114（4.48）

2010 SM350モデルは全く新しい
設計になっています。この垂直型
350㎜（14”）スクリーンの卓上型
プロファイルプロジェクターには、
焦点軸が第三の測定軸として使用
できるオプションがあります。

これにより、タッチトリガープローブの

使用によりZ軸高さが測定できたり、

もうひとつの新しい特徴は、三枚のレン

ズタレット盤を使用して、レンズを再校

正せずに即座にレンズ交換ができる

オプションです。

蘋340㎜（有効径）のスクリーン

蘋デジタル、スクリーンプロトラクター
（分度器）

蘋内蔵へリックス調整機能

蘋頑強な鋼鉄製ボディ

蘋クロスローラーベアリング

蘋X軸、Y軸のクィックリリース

蘋倒立像

蘋見やすい垂直スクリーン

蘋大きなワークステージ
（250㎜×125㎜）

蘋回転できるチャートクリップ

蘋光ファイバーによる反射照明

蘋10倍レンズが標準で付いています

蘋ジョイスティックによる自動計測シス
テム

蘋自動エッジセンサー

蘋モーター駆動の焦点軸

蘋重量級、頑強なキャビネット

蘋より速いＺ軸測定用のタッチトリガー
プローブ

蘋三点式タレット盤

フフィー

フフィー

フフィー
フフィー

フフィー

フフィー

SM350 プロファイルプロジェクター

103（4.05）111（4.37）106（4.17）113（4.44）

標準装備

オプション装備
型番：SM350-FT2

縦型ステージシステム
レンズ

ガラス
テーブル

最大被検物径

レンズ作動距離

対象物焦点

対象物最大高さ



型　　式　：卓上型、縦型照射式
スクリーン：φ350㎜回転スクリーン、垂直型、フード付
投影像　：倒立逆像
電　　源　：100～240V、50/60Hz
重　　量　：133kg

蘋φ350㎜、90°十字線、チャートクリップ付スクリーン
蘋ハロゲンランプ、グリーンフィルター付透過照明
蘋レンズ倍率：×10、×20、×25、×50、×100（×10以外はオプション）
蘋反射照明：光ファイバー
蘋より正確なねじ形状の投影のための光源のヘリックス調整機能
蘋SA-2510の精密ワークステージ
（測定範囲250㎜×100㎜、0.0005㎜スケール）
蘋デジタル角度測定

レンズ取り付け シングル、ロックナット付クイックチェンジタイプ。
オプションでレンズ3枚のタレットホルダー。

投影レンズ倍率 ×10、×20、×25、×50、×100
焦点合わせ 手動ハンドル式
倍率精度 透過0.05％、反射0.1％
ヘリックス調整 光源アライメントにより±7°
光　　源 透過照明 12V 100W ランプ

反射照明 12V 100W ランプ
反射照明 調光機能付光ファイバー式光源2ヶ

R14 基本モデルの標準装備＆アクセサリー 

ワークステージ 

レンズ仕様 

基 本 仕 様基 本 仕 様  基 本 仕 様  

SM35SM350 基本モ基本モデルの標準装ルの標準装備  

ワークステージ 

レンズ仕様 

基 本 仕 様  

SM350 基本モデルの標準装備 

R14 基本モデルの標準装備＆アクセサリー 

ワークステージ 

レンズ仕様仕様 

基 本 仕 様  

レンズ仕様 

846
505

946

1001

測定オプション
XY座標データのシンプルな二

次元デジタル表示装置

斜め整列、角度ラジアス測定、

ピッチ円直径、交差点構築等の幾何

学的機能の一体化

スクリーンに搭載した自動

輪郭エッジセンサー付GXLとして。

オプションではセンサーを内部に設

置することができます。

2次元のタッチ式ソフトウエ

アの完全なタッチスクリーン式

DRO。幾何学的機能に優れ、測定

された部品の画像は完全な寸法図と

して印刷できます。SPC、合否分析

付の一覧表、自動のエクセルへのリ

ンク、自動のシークエンスプログラ

ムへのリンクを含めた総合レポート

を作成できます。

堅固なスチール製の枠に収まった、

ウィンドウズOSの19インチのタッ

チスクリーンモニターです。

FT-2と同様に、2次元のフ

ュージョンタッチ式ソフトウエアの完

全なタッチスクリーン式DROです。

内蔵されたエッジ検出により投影さ

れた画像が、スクリーン上に装着さ

れたファイバーオプティックセンサー

を通過する度に、データが入力され

ます。Rシリーズのすべての投影機

にはオプションとして、この内蔵エッ

ジセンサーを取り付けることができ

ます。

FT-2E

FT-2

GXL-E

GXL

XLS
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SM350-GXL

蜻SM350 技術仕様蜷



SM20レンズの作動距離 mm

SM20 プロファイルプロジェクター

ベイテイ社のシャドーマスター
SM20はΦ500㎜（20"）のスクリ
ーン、測定範囲250㎜×100㎜の
大型高精度ワークステージ、解析度
0.5μmが特徴の床置き縦型照射式
プロファイルプロジェクターです。

蘋スクリーンΦ500㎜、傾斜30°

蘋ハロゲンランプ、グリーンフィルター付
透過照明

蘋取付レンズ：シングル

蘋投影像：倒立逆像

蘋電源：100－240V  AC、50/60Hz

蘋重量：150kg（212kg、梱包含）

蘋測定範囲：X軸250㎜、Y軸100㎜

蘋テーブルサイズ：410㎜×260㎜

蘋正確なねじ形状の投影の為の光源の
へリックス調整：±7°

蘋デジタル角度測定

蘋スケール解析度：0.0005㎜

蘋投影レンズ倍率：
×5、×10、×20、×25、×50、×100
から選択

蘋明るい環境光の中でも作業を可能に
する大きな覆いとカーテン

蘋自動エッジセンサー

蘋フルカラーでの表面の検査が可能な
2本のファイバー光による反射照明

蘋3ポジションレンズタレット（5倍を除
きます）

蘋個々の要求に合った様々な電子計測
システム

蘋別システムを購入することなくSPC
機能の追加が可
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縦型ステージシステム
レンズ

ガラス
テーブル

最大被検物径

レンズ作動距離

対象物焦点

対象物最大高さ

型番：SM20-GXL

倍 　 率 ×10 ×25 ×25 ×50 ×100

コンデンサータイプ L L S S S

最大被検物径 200 200 200 180 85

最大焦点平面高さ
（透過照明）

205 218 254 240 195

最大焦点平面高さ
（反射照明）

150 153 153 150 150

×20

L

200

203

153

視 　 野 50 20 20 10 525

標準装備

特　長

オプション装備

型　番
202-1850 ×5倍レンズ
54-650 ×10倍レンズ
202-1852 ×20倍レンズ
202-1853 ×25倍レンズ
202-1854 ×50倍レンズ
202-1855 ×100倍レンズ

型　番
SM20-GMR GMR（幾何学測定データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクターSM20
SM20-GXL GXL（グラフィカルデータ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクターSM20
SM20-FT2 FT2（タッチパネル型データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクターSM20
SM20-FT2-E FT2-E（自動エッジ検出機能装備FT2）付縦型照射式プロファイルプロジェクターSM20

BATY  SM20

LENS  SYSTEMS
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横型プロファイルプロジェクター用アクセサリー

SA-542
大型Vブロック＆センター

SA-543
ライザーブロック

SA-260 52-605

SA-152 52-600 / 52-603

SA-256 /SA-258 52-701 / 52-604

SA-250 52-602

SA-527

ロータリーアクシス

型　番 名　　　称 価　格

202-1327-1 GXL用フットスイッチ ￥ 73,600

ABFS-001 AB2のフュージョンシステム用
フットスイッチ

￥ 54,200

52-371 R14用保護カバー ￥ 44,900

350-035 R400/SM350用保護カバー ￥ 37,700

SA-328 キャビネットスタンド ￥190,900

SA-250 ダイアフラム（絞り） ￥ 89,300

SA-256 Vブロック ￥ 94,600

SA-258 バネ付センター ￥ 45,300

SA-259 SA-256用38mm（1 1/2"）
ライザーブロック

￥ 61,700

SA-152 バイス及びバイスステージ ￥ 65,500

SA-260 スイベルバイス ￥ 81,000

SA-276 シングルV＆クランプ ￥ 58,300

SA-153 フィクスチャーベース ￥ 29,400

SA-527 ガラス板ワークホルダー ￥ 97,500

型　番 名　　　称 価　格

52-600 セルフセンタリングバイス ￥ 82,600

52-601 二軸Vブロック＆クランプ
（φ15mm） ￥ 52,800

52-602 二軸Vブロック＆クランプ
（φ30mm） ￥ 53,600

52-603 精密ロータリーベース ￥ 94,400

52-604 ユニバーサルベース ￥ 28,400

52-605 精密位置決めブロック ￥ 58,300

52-701 二軸Vブロック
（サイドベース付） ￥ 59,900

型　番 名　　　称 価　格

SA-551 ダイアフラム（絞り） ￥ 74,800

SA-542 大型Vブロック＆センター ￥305,500

SA-543 ライザーブロック ￥130,000

SA-527 ガラス板ワークホルダー ￥ 97,500

SA-733 回転式光源台 ￥559,900

SA-606 スクリーンチャートレストバー ￥ 39,200

R14/R400用アクセサリー

R600用アクセサリー
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オーバーレイチャート

縦型プロファイルプロジェクター用アクセサリー

SM350/SM20用アクセサリー

スクリーンチャート（メートル寸法）

ス ケ ー ル（メートル寸法）

型　番 名　　　称 価　格

SA-245-2 ロータリーガラスステージ ￥166,700

SA-370 バックストップ ￥ 11,900

SA-371 サイドストップ ￥ 9,300

SA-196-EXT デュアルVブロック＆センター ￥228,600

FM-2510 2510ステージ用オープンフレーム固定具 ￥264,700

SA-551 SM20 /SM350 /R600用ダイアフラム ￥ 74,800

350-035 SM350 /R400用保護カバー ￥ 37,700

ベイティ社の、ねじ形状図、スケールなどのスク
リーンチャートは変質しにくいプラスチックで製
造されています。これらは半透明で、同じく、透
明または半透明のガラススクリーン上で上敷き
として使用されます。

〈標準タイプ〉
蘋クロスライン
90°の十字線に、30°、45°、60°の中間線
が鎖状に付いています。

蘋基盤目（グリッド）
2mmの目盛りの格子状ラインで、5列及び
10列ごとに太字になっています。

蘋同心円
2mmごとに同心円が表示されていて、
90°の十字線及び30°、45°、60°の中間
線も付いています。

蘋スケール
被検物の寸法を直接に読み取るためのスケールです。目盛りはレン
ズ倍率に相応しているためワーク寸法の直接の読み取りが可能です。

SA-245-2
ロータリーガラスステージ

SA-370 バックストップ

SA-371 サイドストップ

SA-196-EXT
デュアルVブロック＆センター

FM-2510
2510ステージ用
オープンフレーム固定具

タイプ 254mm
型 番 価 格

クロス
ライン － －

グリッド GM275-1 ￥78,900

同心円 RM275-1 ￥78,900

305mm
型 番 価 格

SC12-5 ￥83,600

SC12-8 ￥83,600

SC12-11 ￥83,600

500mm
型 番 価 格

SC20-5 ￥163,000

SC20-8 ￥163,000

SC20-11 ￥163,000

型　番 長さ 目盛り 倍率 価 格

M2-1020 250mm 0.05 / 0.025mm ×10 /×20 ￥83,600

M2-2550 250mm 0.02 / 0.01mm ×25 /×50 ￥83,600

M5-1020 500mm 0.05 / 0.025mm ×10 /×20 ￥83,600

M5-2550 500mm 0.02 / 0.01mm ×25 /×50 ￥83,600

※ねじ形状用の
チャートも
ございます。

蛔

自動くさび式のクランプは、ほとんどクランプ力を必要としません。
スライド式のTナットブロックが多様な固定具を提供します。
標準キット（FM-2510）の内容は、以下の通りです。

胙コンポーネント
Tスロット付リニアスライドフレーム、基準スケール付 …………4ヶ
二方向Tナット …………4ヶ スライディングブラケット …4ヶ

胝ファスナー
ステンレスねじ………30ヶ V付Tナット …………………2ヶ
ロングTナット …………3ヶ ねじ付ロックナット ………12ヶ
ショートTナット ………6ヶ

胄クランプ、ロッド
ナローテールスプリングクランプ 2ヶ
ステンレスクランプロッドA ……3ヶ
ワイドテールスプリングクランプ…2ヶ
ステンレスクランプロッドB ………3ヶ
Vクランプ………………2ヶ ステンレスクランプロッドC …2ヶ
コーナーロケータークランプ ……2ヶ

胚ロケーター
スライディングツールブロック……3ヶ 二方向Tナット ……2ヶ
ステンレスレストボタン……………4ヶ ケース………………1ヶ
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