
デュートロン製品の校正＆調整校正 

 デュートロン製品の高性能を支える 校正 ＆ 

調整校正 
機器を最良の状態で使うのに、校正 ＆ 調整校正は欠かせません 
東洋テックはデュートロン製品の、校正のみならず 調整校正も可能です 

 入力部のアンプは、経年変化により±バランスがくずれ、出力部にオフセット電圧が生じ、 
 波形を歪ませることがあります。 調整校正がこの不具合を防ぎます。 

歪み 正常 

調整校正 

 ■ 調整校正の必要性 

 東洋テックはデュートロン製品の調整校正も可能です 



ISO/IEC 17025 認定校正    ・ 電磁気量： 直流電圧, 直流電流, 交流電圧, 交流電流 , 直流抵抗 
                    ・ 幾何学量： マイクロメータ 
                   ・ 熱力学量： 抵抗温度計 ,熱電対温度計, 温度校正装置 

■ 認定校正  東洋テック キャリブレーション・ラボラトリーは、ISO/IEC17025 に基づく校正機関として認定されています 

お問合せ先 

■本社、東京キャリブレーションセンター 
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-3-12 計測器ランドビル 
Tel: 03-3251-8676（代） Fax: 03-3251-8258 

東洋テック株式会社   http://www.toyotech.co.jp 

 ■ 校正価格 （校正証明書、試験成績書、トレーサビリティーチャート付き 2012年10月現在） 

お買い上げ販売会社 

型式 内容
後データ付き、校正
（型式-CAL-TO）

前後データ付き、調整校正
（型式-RECAL-TO）

DAQxモジュール
低電圧モジュール（Optで電流）
DAQP-LV-CAL-TO 校正
DAQP-LV-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \24,000 \40,500

低電圧モジュール
DAQx-V-CAL-TO 標準校正
DAQx-V-RECAL-TO 最適校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \20,500 \35,200

電圧モジュール（Optで電流）
DAQP-V-A-CAL-TO 校正
DAQP-V-A-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \24,000 \40,500

電圧モジュール（Optで電流）
DAQP-V-B-CAL-TO 校正
DAQP-V-B-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \20,500 \35,200

高電圧モジュール
DAQP-DMM-CAL-TO 校正
DAQP-DMM-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \20,500 \35,200

高電圧モジュール
DAQP-HV-CAL-TO 校正
DAQP-HV-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \24,000 \40,500

歪みゲージモジュール
DAQP-BRIDGE-CAL-TO 校正
DAQP-BRIDGE-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \24,000 \40,500

ユニバーサル入力モジュール
DAQP-STG-CAL-TO 校正
DAQP-STG-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \24,000 \40,500

マルチファンクションモジュール
DAQP-MULTI-CAL-TO 校正
DAQP-MULTI-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \24,000 \40,500

電流モジュール
DAQP-LA-CAL-TO 校正
DAQP-LA-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \24,000 \40,500

ACブリッジモジュール
DAQP-CFB-CAL-TO 校正
DAQP-CFB-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \24,000 \40,500

ACキャリア・インダクティブアンプモジュール
DAQP-TRQ-CAL-TO 校正
DAQP-TRQ-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 機能チェックのみ
（注：ゲインが自在可変のため） \16,000 \28,500

IEPEモジュール
DAQP-ACC-A-CAL-TO 校正
DAQP-ACC-A-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジをAC信
号にて校正
ADカードの校正は含まず

\20,500 \35,200

ダイナミックチャージモジュール
DAQP-CHARGE-CAL-TO 校正
DAQP-CHARGE-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジをAC信
号にて校正
ADカードの校正は含まず

\25,000 \42,000

周波数・電圧モジュール
DAQP-FREQ-A-CAL-TO 校正
DAQP-FREQ-A-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ3点校正
ADカードの校正は含まず \20,500 \35,200

熱電対モジュール
DAQP-THERM-CAL-TO 校正
DAQP-THERM-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル
ADカードの校正は含まず \16,000 \28,500

熱電対モジュール
DAQN-THERM-CAL-TO 校正
DAQN-THERM-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 5点校正
ADカードの校正は含まず \16,000 \28,500

測温抵抗体モジュール
DAQN-RTD-CAL-TO 校正
DAQN-RTD-RECAL-TO 調整校正

1チャンネル 各レンジ5点校正
ADカードの校正は含まず \16,000 \28,500

型式 内容
後データ付き、校正
（型式-CAL-TO）

前後データ付き、調整校正
（型式-RECAL-TO）

PADモジュール と EPADモジュール
電圧モジュール8ch（Oｐｔで電流）
PAD-V8-P-CAL-TO 校正
PAD-V8-P-RECAL-TO 調整校正

8チャンネル
チャンネル当たり4点校正 \22,000 \37,500

熱電対・測温抵抗体モジュール8ch
PAD-TH8-P-CAL-TO 校正
PAD-TH8-P-RECAL-TO 調整校正

8チャンネル
チャンネル当たり3点校正 \22,000 \37,500

熱電対用入力モジュール8ch
PAD-CB8-P2-CAL-TO 校正
PAD-CB8-P2-RECAL-TO 調整校正

8チャンネル
チャンネル当たり3点校正 \24,000 \40,500

測温抵抗体用入力モジュール8ch
PAD-CB8-RTD2-CAL-TO 校正
PAD-CB8-RTD2-RECAL-TO 調整校正

8チャンネル
チャンネル当たり4点校正 \24,000 \40,500

EPAD2シリーズ電圧モジュール8ch
EPAD2-V8-P-CAL-TO 校正
EPAD2-V8-P-RECAL-TO 調整校正

8チャンネル
チャンネル当たり4点校正 \22,000 \37,500

EPAD2シリーズ熱電対モジュール8ch
EPAD2-TH8-*-CAL-TO 校正
EPAD2-TH8-*-RECAL-TO 調整校正
*には熱電対タイプが入ります

8チャンネル
チャンネル当たり3点校正 \40,000 \64,500

電圧出力モジュール7ch
PAD-AO1-CAL-TO 校正
PAD-AO1-RECAL-TO 調整校正

7チャンネル
チャンネル当たり3点校正 \17,500 \30,700

型式 内容
後データ付き、校正
（型式-CAL-TO）

前後データ付き、調整校正
（型式-RECAL-TO）

MDAQモジュール
MDAQシリーズ電圧モジュール16ch
MDAQ-V-10-CAL-TO 校正
MDAQ-V-10-RECAL-TO 調整校正
MDAQ-V-100-CAL-TO 校正
MDAQ-V-100-RECAL-TO 調整校正

16チャンネル
各レンジ各チャンネル3点校正
ADカードの校正も含む

\40,000 \64,500

MDAQシリーズ電圧モジュール8ch
MDAQ-SUB-V-CAL-TO 校正
MDAQ-SUB-V-RECAL-TO 調整校正

8チャンネル
各レンジ各チャンネル3点校正
MDAQ-BASEを含み各レンジ
各チャンネル3点校正
ADカードの校正も含む

\49,000 \78,000

MDAQシリーズIEPE・電圧モジュール8ch
MDAQ-SUB-ACC-CAL-TO 校正
MDAQ-SUB-ACC-RECAL-TO 調整校正

8チャンネル　MDAQ-BASEを
含み各レンジ各チャンネル3点
校正　ADカードの校正も含む

\37,500 \60,700

MDAQシリーズひずみモジュール8ch
MDAQ-SUB-BRIDGE-CAL-TO 校正
MDAQ-SUB-BRIDGE-RECAL-TO 調整校
正

8チャンネル　MDAQ-BASEを
含み各レンジ各チャンネル3点
校正。　ADカードの校正も含む

\47,000 \75,000

MDAQシリーズひずみモジュール8ch
MDAQ-SUB-STG-CAL-TO 校正
MDAQ-SUB-STG-RECAL-TO 調整校正

8チャンネル　MDAQ-BASEを
含み各レンジ各チャンネル3点
校正　ADカードの校正も含む

\47,000 \75,000

型式 内容
後データ付き、校正
（型式-CAL-TO）

前後データ付き、調整校正
（型式-RECAL-TO）

MSIモジュール
マルチコネクタ
MSI-BR-TH-CAL-TO 校正
MSI-BR-THG-RECAL-TO 調整校正

Detailed DEWETRON
calibration report for a
MSI-BR-TH-x

\7,500 \15,700

マルチコネクタ
MSI-BR-ACC-CAL-TO 校正
MSI-BR-ACC-RECAL-TO 調整校正

Detailed DEWETRON
calibration report for a
MSI-x-ACC

\7,500 \15,700

マルチコネクタ
MSI-BR-V200-CAL-TO 校正
MSI-BR-V200-RECAL-TO 調整校正

Detailed DEWETRON
calibration report for a
MSI-BR-V200

\7,500 \15,700

マルチコネクタ
MSI-BR-RTD-CAL-TO 校正
MSI-BR-RTD-RECAL-TO 調整校正

Detailed DEWETRON
calibration report for a
MSI-x-RTD

\7,500 \15,700

マルチコネクタ
MSI-BR-CH-CAL-TO 校正
MSI-BR-CH-RECAL-TO 調整校正

Detailed DEWETRON
calibration report for a
MSI-x-CH-x

\7,500 \15,700

型式 内容
後データ付き、校正
（型式-CAL-TO）

前後データ付き、調整校正
（型式-RECAL-TO）

データロガー
データロガー8ch
DEWE-43-CAL-TO 校正
DEWE-43-RECAL-TO 調整校正

8チャンネル　4レンジ \50,500 \80,200

データロガー8ch
SIRIUS-CAL-TO 校正
SIRIUS-RECAL-TO 調整校正

8チャンネル　4レンジ \50,500 \80,200

データロガー8ch
DEWE-101-CAL-TO 校正
DEWE-101-RECAL-TO 調整校正

8チャンネル、4レンジ \50,500 \80,200


