
MarSurf LD/UD 
表面粗さ・輪郭形状 統合測定機

This is what we mean by EXACTLY.

MARSURF LD / UD 

MarSurf
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　　　　•　測定時間を大幅に短縮
   　　　　  ➡　ポジショニングスピード ： ～ 200 mm/s
   　　　　  ➡　測定スピード  　   　　： ～   10 mm/s 

　　　　•　1回の測定で、粗さと輪郭を同時に測定・解析

　　　　•　自動測定に対応

　　　　•　ナノメートル単位の高精度測定

　　　　•　革新的なプローブシステム
     　　　　　　　 ・ さまざまなプローブアーム・チップを利用可能　　 ➡　多様な測定内容に対応
     　　　　　　　 ・ マグネット式のプローブアームホルダー　 　 　 　   ➡　簡単で確実なプローブアーム交換
         　　    　 ・ チップ内蔵プローブを採用　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ➡　プローブ交換後の校正作業が不要
        　　　  　 ・ バイオニックデザインのプローブアームと新素材　 ➡　高い剛性・振動挙動の低減・高いダイナミクスを実現
            　　　  　 ・ 最大260 mm の測定長（※MarSurf LD 260） ➡　測定ストローク：13 mm（プローブアーム長：100 mm）  
                        　 　 　　　　　　　　　 　   　 ➡　測定ストローク：26 mm（プローブアーム長：200 mm）

測定の流れ
from the workpiece to the measurement to the result

工作機械

測定 測定結果

測定物

ADVANTAGES OF THE MARSURF LD 130 / 260
MarSurf LD 130 / 260 の特長
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APPLICATIONS
アプリケーション例

• ボールねじ、ねじ、ピン  • シャフト

• ガイドレール   • ジョイント

• ボールヘッド   • バルブ

• ラック    • ポンプ部品

• コンプレッサー部品  • 成形部品

• 油圧部品、空気圧部品

機械製造 ― MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY 

• モーター部品   • ステアリング
   - シリンダーブロック 
   - シリンダーヘッド  • ギヤ
   - クランクシャフト  
   - コンロッド   • インジェクションシステム
   - ピストン  
   - カムシャフト   • ターボチャージャー
   - ピストンリング  
   - バルブ   • ボディ

自動車産業 ― AUTOMOTIVE INDUSTRY

• 人工股関節インプラント  • 骨ネジ
   - ヘッド(骨頭ボール)付きステム
   - ソケット
   - インサート(ライナー)

• 人工膝関節インプラント  • 歯科用インプラント
   - 大腿骨コンポーネント
   - 脛骨コンポーネント
   - インサート(ベアリング)

医療技術 ― MEDICAL INDUSTRY

• 非球面レンズ   • シリンダーレンズ

• フレーム   • レンズケース

光学機器 ― OPTICS INDUSTRY
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PROBE SYSTEM OPERATION PRINCIPLE
プローブシステムの動作原理

プローブシステム - 動作原理
Probe system - operating principle
プローブの動作原理は、プローブの先端が回転軸側・回折格子が反対側に配置された
ロッカーアーム配置の形式に基づいています。
ダイオードからの光が回折格子に集光し、干渉縞を形成。
格子の上下運動によって発生する干渉縞の変化を、フォトダイオードにより検知します。
これにより得られるポジションの信号により、格子の位置とプローブ先端の位置を測定。   
W軸モーターがプローブのZ方向のポジショニングと測定力を調整します。

プローブチップ

プローブ先端の
回転運動

ドライブユニット

測定物

回折格子
光源集光光学系

基準尺

フォトダイオードプローブシステム 干渉法による角度測定

回転軸

一般的な測定に幅広く使用される2本のプローブアームが、標準付属品に含まれます。
（ LP D 14-10-2 / 60° および LP D 14-10-500※ ）※MarSurf LD のみ付属　

粗さ測定用には半径2μmのダイヤモンドチップ、
輪郭測定用として半径25μmの超硬チップまたはルビーボールが使用可能です。
適切に選択することで、短波長および長波長によるプロファイル要素を記録し、
評価することができます。
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MEASURING RANGE
測定範囲

MarSurf LD 260 の広い測定範囲
Large measuring range with MarSurf LD 260
MarSurf LD 260 は測定経路上の可動範囲が広いため、
ボールねじなどの測定、大型測定物の真直度測定やガイドのテストも可能です。

測定範囲
Measuring ranges

測定スタンド ST 750 D - 大型ベアリングの直径測定にも対応
Expansion of the measuring range with measuring stand ST 750 D
測定スタンド ST 750 D を使用すると、測定範囲(鉛直方向)・作業範囲を最大620mmまで拡大できます。
測定台(台車)の移動経路をずらして、例えば直径や垂直距離を測定することが可能です。
大型ベアリングの直径測定など、さまざまな用途にご使用頂けます。

MarSurf LD 260 によるシャフト測定 MarSurf LD 260 によるラック測定

大型測定物の測定例

MarSurf LD 130

MarSurf LD 260

130 mm

260 mm

プローブアーム：100 mm プローブアーム：200 mm

13
 m

m

13
 m

m

26
 m

m
26

 m
m

● 測定経路上の可動範囲 (MarSurf LD 260)
　　　　X方向　(水平方向)：最大 260 mm　　　　   
　　　　Z方向　(鉛直方向)：最大  26 mm　　　　
　　　　　　　　　　　　　※プローブアーム：200 mm
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測定の柔軟性を高める２つの特長
Flexibility
● ダブルチッププローブ：測定物の表裏をプローブの変更無しで測定　   ● ドライブユニットの角度 ±45°

SPEED / FLEXIBILITY / SAFETY
スピード / フレキシビリティ / 安全性

高速な測定スピード と ポジショニングスピード
High measuring and positioning speed
MarSurf LD 130 / 260 は、高速な測定スピードとポジショニングスピードで測定時間を大幅に短縮します。

● スピード (MarSurf LD 130 / 260)

　　➡　ポジショニングスピード ：　～ 200 mm/s

　　➡　測定スピード      ：　～ 　10 mm/s

▶

▶

ポジショニングスピード：200 mm/s

BA

● 合計測定時間

※測定点 A および B における
   シャフトの粗さ(凸凹深さ)測定の例
  (シャフト長：約 260 mm)
  (測定点 A + B の測定距離：各 5.6 mm)

　従来の測定機器：60秒　　➡　MarSurf LD：30秒

安全性
Safety
● 衝突防⽌機能 ：Z方向のX軸のハウジング下部に有効
　　　　　　　　　　　　　 X、Y、Z方向のプローブシステムのハウジングに有効
　　　　　　　　　　　　　　（ Z = 測定台の移動方向 　　X = ドライブユニットの移動方向、各位置決め軸ののTX軸 　　Y = TY軸の移動方向、各位置決め軸、オペレータ ）
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MarSurf LD 130 / LD 260 用プローブアームの最大の利点は、
マグネット式のプローブアームホルダーです。
工具を使用する必要なく、測定内容に合わせてスピーディーかつ簡単に
プローブアームの交換を行うことができます。
校正メニューでは、プローブアームの校正と校正データの保存が可能です。

校正 - 正確な測定結果の礎
Calibrating: The basis for accurate results!
インテリジェントな校正システムにより、
マイクロメートル単位の精度での測定が可能です。
幾何形状の校正、振れ・輪郭形状測定の校正は不可欠な要素です。
シンプルで使いやすい測定プログラムが、校正手順を簡単・迅速にガイドします。
プローブアームの校正が完了すると、校正データが保存されるため、
プローブアーム交換による再校正の必要はありません。
ダブルチッププローブアームの校正にも最適です。

校正基準球 Contour (Order no. 6820121)

輪郭基準 KN 100  (Order no. 6820125)

     DKD / DAkkS 校正証明書 for KN 100    (Order no. 6980110)
 
     Mahr 校正証明書 for KN 100                 (Order no. 9964316)

CALIBRATION
校正

輪郭基準 KN 100 は、
測定ステーションの実務的な制御に使用されます。
輪郭基準 KN 100 には、主な幾何公差項目が含まれます。
ご要望に応じ、KN100による
DKD / DAkkS または Mahrの校正証明書を発行します。
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　Advantages of the MarWin Software

　•　軸の移動速度を、タッチボタン操作で3段階から直接選択

　•　ピーク検索しやすいよう、表示領域を最適な倍率に設定可能

　•　見やすいアイコンで、誰でも簡単にわかりやすい操作画面

　•　オペレータ独自の測定手順を作成可能 
　　　　(作成した操作手順は任意のアイコンに登録可能）
　•　複数箇所の測定、複数の部品測定
　
　•　すべての条件を基に「測定アシスタント」にて以下を設定可能  
　　　   ・　測定条件の設定
　　　   ・　測定開始位置のポジショニング
　　　   ・　測定後のポジショニング

 

　　拡張オプション

 - QS-STAT によるデータエクスポート

 - スレッド評価　　　　 - プロファイル処理

 - ドミナント波　　　　　 - ダブルプローブチップ測定

 - ユーザ定義パラメータ　　     - トポグラフィ

 - ISO 13565-3 準拠パラメータ

最先端の技術を用いたソフトウエア
Top technology even in the software
ソフトウェアプラットフォーム MarWin は、
簡単な操作でさまざまな測定・評価を行うことができます。
長年にわたり技術開発・改善を続けている
Mahrの輪郭・粗さソフトウェアやトポグラフィソフトウェアは、
世界有数の高性能なプラットフォームです。
MarSurf XT 20 などの MarWin ベースのソフトウェアアプリケーションで、
いつでも機能を拡張できます。直感的なユーザーインタフェースにより、
測定や評価手順のステップを簡単かつスピーディーに操作できます。

⇩

QE QS-STAT によるデータエクスポート
Software data export QE QS-STAT

● AQDEFによるエクスポート
Mahrは、AQDEFフォーマット認証 バージョン3.01 カテゴリーB を
取得しております。
データのエクスポート品質は、当認証により保証されています。

● 特長
オプションの QE QS-STAT Plus を使用すると、　　　　　　　　　　 
AQDEFフォーマット認証の最新のステータスを持つアプリケーションを
実装できます。適合作業が大幅に削減されます。
Q-DAS社製 統計処理ソフトウェアのユーザーに対応。
Mahr は、QE QS-STAT および QE QS-STAT Plus オプションを
備えたPCベースの表面・形状測定機用プログラムで、
お客様個々のニーズに適したデータエクスポートを提供します。

MARWIN SOFTWARE
MARWINソフトウエアによる測定と評価
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アクションボックスのツールを用いて、
下記のような幾何公差を迅速に評価します。
• 半径 • 角度 • 座標軸までの距離

標準評価
実際の形状と基準形状との不一致をグラフィカルに表示。                             
測定物が公差範囲内にあるかどうかが一目でわかります。

線の輪郭度

測定したプロファイルと基準プロファイルとの比較は、輪郭評価において精
度要求される作業です。比較には、グラフィカルに描写したプロファイルを用
います。これにより、寸法の違い(以下の場合、測定物の摩耗)を特定できます。

実測値と基準値との比較
測定物の技術図面においては、寸法が輪郭線として正確に描写されて
おらず、参照として寸法(値)を表記しているケースがあります。
任意の基準線を引くことができます。

参照寸法の描写

MarSurf XC 20 ソフトウェアを使用し、輪郭と粗さ(深さ)を組み合わせ
て評価。距離・半径・輪郭形状偏差の評価、部分選択されたプロファ
イルの粗さ(深さ)の評価が可能です。

ベアリングの輪郭と粗さ(深さ)の評価
MarSurf XCR 20 ソフトウェアを使用し、公差モニタリングと複数の測定
の統計を用いた Ra・Rz・Rmax・Rt・うねりパラメータWa などを
評価します。

公差モニタリングによる粗さの評価

※当ページに掲載されている画面は、日本語表示に対応しております。
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CONTOUR AND ROUGHNESS MEASURING INSTRUMENT
MARSURF LD 130 / 260
表面粗さ・輪郭形状 統合測定機 MarSurf LD 130 / 260

ワンストロークで粗さ・輪郭測定が可能。コンパクトな接触式測定機のハイエンドモデル
粗さと輪郭をワンステップで測定・解析。ナノメートル単位の高精度な測定を高速で行うことが可能な接触式測定機です。

MarSurf LD 130 ＋ 測定スタンド ST 500 CNC
MarSurf LD 130 
with measuring stand ST 500 CNC　　　  Order no.

MarSurf XCR 20   　　6268385
標準納入品目 ： 

Midrange LD・MarWin ソフトウエア・Mahr ライセンスキー

MarWin PC    　　9064900
キーボード    　　3015429
TFT モニター 24"   　　3027221
MCP 21 advanced / コントローラー 　　7033935
ドライブユニット LD 130 / 標準プローブ付き 　　6720821
　LP D 14-10-2 / 60°、LP D 14-10-500
校正基準球 Contour / 精度 クラス1 　　6820121　　　        
XY テーブル CT 300   　　6710549
測定スタンド MarSurf ST 500 CNC 　　6710254
　グラナイト 700 mm x 550 mm  
HZ制御モジュール   　　6851376
ダンピングセット    　　6851399

MarSurf LD 260 ＋ 測定スタンド ST 750 CNC
MarSurf LD 260 
with measuring stand ST 750 CNC
MarSurf XCR 20   　　6268385
標準納入品目 ： 

Midrange LD・MarWin ソフトウエア・Mahr ライセンスキー

MarWin PC    　　9064900
キーボード    　　3015429
TFT モニター 24"   　　3027221
MCP 21 advanced / コントローラー 　　7033935
ドライブユニット LD 260 / 標準プローブ付き 　　6720826
　LP D 14-10-2 / 60°、LP D 14-10-500
校正基準球 Contour / 精度 クラス1 　　6820121　　　        
XY テーブル CT 300   　　6710549
測定スタンド MarSurf ST 750 CNC 　　6710252
　グラナイト 700 mm x 550 mm
HZ制御モジュール   　　6851376
ダンピングセット    　　6851399
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X軸(水平方向) MarSurf LD 130 MarSurf LD 260

トレース長 (Lt) 0.1 mm ～ 130 mm 0 mm ～ 260 mm

各フィードモーターをオフにする安全接点 前面、背面

ポジショニングスピード 0.02 mm/s ～ 200 mm/s 0.02 mm/s ～ 200 mm/s

測定スピード                             0.02 mm/s ～ 10    mm/s
粗さ測定時推奨スピード：0.1   mm/s ～   0.5 mm/s

測定点間隔 0.05 µm ～ 30 µm（調整可能）

最大測定点数（ 1測定 ） 260万ポイント 520万ポイント

分解能 0.8 nm

測定不確かさ（X軸ディスプレイ） ± (0.2+L/1000) µm; L（単位 mm）

ST 500 CNC（HZ + HB）または
ST 750 CNC（HZ + HB）による 
測定スタンドの傾斜角度

±45°（※測定力の積極的な調整なし）

Z軸(鉛直方向 +/- )プローブシステム (w)

プローブ測定範囲 13 mm (プローブアーム長 100 mm)
26 mm (プローブアーム長 200 mm)

分解能 0.8 nm

測定力 0.5 mN ～ 30 mN（ソフトウエアにて調整可能）

残差 Rz0, Rq0

DIN EN ISO 3274に準拠した測定および評価条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lc = 0.25 mm、 Lc / Ls = 100

残差 (vt = 0.1 mm / s) Rz0 ≤ 20 nm
Rq0 ≤   1 nm (通常時)

輪郭測定

すべての情報はVDI / VDE 2629 Sheet 1 に準拠　　　　　　　　　　　　　 - MPE (Maximum Permissible Error：最大許容誤差) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- プローブアームデータシートに基づく測定条件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 距離Lと半径Rの値（単位 mm）

距離測定の表示偏差 EA (MPEEA) ± (1.0+L/ 150) µm; L（単位 mm）

半径測定の表示偏差 RK (MPER)
(R ≤ 10 mm)　　　　　　　　　 ± 1 µm
(10 mm < R ≤ 300 mm)　± 0.17 + (R / 12) µm
(R > 300 mm)　　　　　　　　 ± (-18 + R / 7) µm; R（単位 mm）

一般情報

動作温度 + 15 °C ～ + 35 °C 

推奨作業温度   （テクニカルデータ取得時の作業温度） 20 °C ± 2 K

推奨測定室クラス（VDI / VDE 2627準拠） クラス2 以上

Technical Data
※当テクニカルデータは、標準プローブアーム LP D 14-10-500 および LP D 14-10-2 / 60° 使用下において有効です。
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CONTOUR AND ROUGHNESS MEASURING INSTRUMENT
MARSURF UD 130
表面粗さ・輪郭形状 測定機 MarSurf UD 130

2つのプローブシステムを搭載した、高精度な輪郭・粗さ測定の入門機
ハイエンドモデル LD 130/260 とスタンダードモデル VD 140/280 の中間的な位置づけとして、高精度な輪郭・粗さ測定の第一歩に最適なモデルです。

MarSurf UD 130 ＋ 測定スタンド ST 500 CNC
MarSurf UD 130 
with measuring stand ST 500 CNC　　　  Order no.

MarSurf XCR 20   　　6268385
標準納入品目 ： 

Midrange LD・MarWin ソフトウエア・Mahr ライセンスキー

MarWin PC    　　9064900
キーボード    　　3015429
TFT モニター 24"   　　3027221
MCP 21 advanced / コントローラー 　　7033935
ドライブユニット UD 130 / 標準プローブ付き 　　6720823
  LP D 14-10-2 / 60°
校正基準球 Contour / 精度 クラス1 　　6820121
XY テーブル CT 300   　　6710549
測定スタンド MarSurf ST 500 CNC 　　6710254
  グラナイト 700 mm x 550 mm  
HZ制御モジュール   　　6851376
ダンピングセット    　　6851399

MarSurf CNC モジュラー ＋ MarSurf UD 130 ／ 2軸制御 CNC
MarSurf CNC modular 
with MarSurf UD 130 and two CNC axes
MarSurf XCR 20   　　6268385
標準納入品目 ： 

Midrange LD・MarWin ソフトウエア・Mahr ライセンスキー

MarWin PC    　　9064900
キーボード    　　3015429
TFT モニター 24"   　　3027221
MCP 21 advanced / コントローラー 　　7033935
ドライブユニット UD 130 / 標準プローブ付き 　　6720823
  LP D 14-10-2 / 60°
校正基準球 Contour / 精度 クラス1 　　6820121
測定スタンド MarSurf ST 500 CNC 　　6710254
  グラナイト 700 mm x 550 mm
HZ制御モジュール   　　6851376
ダンピングセット    　　6851399
TB軸制御用 回転テーブル T1S-L / T1S-R 　　6710598
リムチャック / 100 mm径まで  　　6710620
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Technical Data
※当テクニカルデータは、標準プローブアーム LP D 14-10-2 / 60° 使用下において有効です。

X軸(水平方向) MarSurf UD 130

トレース長 (Lt)　 0.1 mm ～ 130 mm

各フィードモーターをオフにする安全接点 前面、背面

ポジショニングスピード 0.1 mm/s ～ 30 mm/s

測定スピード  0.1 mm/s ～ 5 mm/s;
粗さ測定時推奨スピード：0.1 mm/s ～ 0.5 mm/s

測定点間隔 0.25 μm ～ 10 μm

最大測定点数（ 1測定 ） 52万ポイント

分解能 2 nm

測定力 1 mN ～ 30 mN（ソフトウエアにて調整可能）

Z軸(鉛直方向 +/- )プローブシステム (w)

プローブ測定範囲 10 mm

分解能 2 nm

測定力 1 mN ～ 30 mN（ソフトウエアにて調整可能）

残差 Rz0, Rq0

DIN EN ISO 3274に準拠した測定および評価条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lc = 0.25 mm、 Lc / Ls = 100
残差 (vt = 0.1 mm / s)
残差 (vt = 0.5 mm / s)

Rz < 40 nm
Rz < 50 nm

輪郭測定

すべての情報はVDI / VDE 2629 Sheet 1 に準拠　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - MPE (Maximum Permissible Error：最大許容誤差) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- プローブアームデータシートに基づく測定条件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 距離Lと半径Rの値（単位 mm）

距離測定の表示偏差 EA (MPEEA) ± (1.0 + 2L / 150) μm; L（単位 mm）

半径測定の表示偏差 RK (MPER) (R ≤ 10 mm)                   ± 1.5 μm
(10 mm < R ≤ 300 mm)   ± (3R /20) μm; R（単位 mm）

一般情報

動作温度 +15 °C ～ + 35 °C

推奨作業温度   （テクニカルデータ取得時の作業温度） 20 °C ± 2 K

推奨測定室クラス（VDI / VDE 2627準拠）　 クラス2 以上
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MarSurf LD 130 / LD 260 プローブアームシステム
MarSurf LD 130 / LD 260 The Probe System
測定内容に合わせて、さまざまなプローブアーム・チップを利用可能です。
迅速・簡単にプローブアームの交換を行うことができるマグネット式のプローブアームホルダーや、
プローブ交換後の校正作業が不要なチップ内蔵プローブを採用。複雑な測定作業を効率化します。

THE PROBE SYSTEM
プローブアームシステム

　   Advantages of the Probe System

　•　バイオニックデザインのプローブアーム LP D

　•　進化したプローブシステムのダイナミクス
 　　　　　➡ （同じ再現性下での）測定速度が 41% 上昇

　•　自然界の構造を参考にした構造原理を採用
 　　　　　➡  高い剛性と自励発振の低減を実現

　•　革新的な素材を採用
 　　　　　➡  移動質量を 50％ 削減

　•　慣性モーメントの小ささと高い減衰性を持つ素材を採用
 　　　　　➡  測定スピードが大幅に上昇

　•　硬質なマウント部（取り付けプレート）により、堅牢さも同時に実現

　

　•　チップ内蔵のプローブアーム
　　　   ・　プローブアームを認識・識別
　　　   ・　プローブアームの正しい取付の確認
　　　   ・　プローブアームからの情報取得
　　　　　　　 （プローブアームデータシート）
　　　   ・　RFIDの原理より優れた自動認識技術
　　 　　　    ：プローブアームが直接接触している場合にのみ
                  切り替えが行われます

　•　マグネット式ホルダー
　　　   ・　簡単・スピーディーなプローブアーム交換

　•　プローブアーム交換ユニットTWEと併用可能

⇩
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プローブアーム ラインナップ
Probe arms 
幅広い種類のプローブアームをご用意。お客様の測定事例に合わせて柔軟にお選び頂けます。

    Probe arm LP D 14-10-2 / 60°
    標準プローブアーム
      傾斜プローブチップ  ：  14 mm
      プローブアーム長   ：100 mm
      プローブボール半径：   2  μm
　　 先端素材          ：ダイヤモンド
      プローブ先端角    ：  60°

 

    Probe arm LP D 14-10-500
    標準プローブアーム※

      傾斜プローブチップ ：  14 mm
      プローブアーム長   ：100 mm
      プローブボール半径：500  μm
　　 先端素材          ：ルビーボール

    Probe arm LP C 45-20-5 / 90°
    深溝用プローブアーム
      プローブアーム長  ：200 mm
      プローブ先端半径：    5  μm
　　 先端素材         ：ダイヤモンド / Φ 1 mm
      プローブ先端角   ：  90°

    Probe arm LP C 10-10-2 / 90°
    ボア用プローブアーム（内径 10 mm~）

      プローブアーム長  ：100 mm
      プローブ先端半径：    2  μm
　　 先端素材         ：ダイヤモンド
      プローブ先端角    ：  90°

    Probe arm LP C 1,3-10-2 / 60° -s 45°
    ボア用プローブアーム（内径 1.3 mm~）
    45°傾斜プローブチップ付き

      プローブアーム長  ：100 mm
      プローブ先端半径：    2  μm
　　 先端素材         ：ダイヤモンド / Φ 0.4 mm
      プローブ先端角    ：  60° / 傾斜 45°

    Probe arm LP T 15-20-5 / 47°
    ボア用プローブアーム（内径 16 mm~）
    ダブルプローブチップ付き

      プローブアーム長  ：200 mm
      プローブ先端半径：    5  μm
　　 先端素材         ：ダイヤモンド
      プローブ先端角    ：  47°

    Probe arm LP T 15-20-250
    プローブアーム（内径16 mm~）
    ダブルプローブチップ付き

      プローブアーム長   ：200 mm
      プローブボール半径：250  μm
　　 先端素材          ：ルビーボール / Φ 0.5 mm

※MarSurf LD のみ標準付属

Order no. 6852601

Order no. 6852600

Order no. 6852620

Order no. 6852606

Order no. 6852623

Order no. 6852622

Order no. 6852617
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