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トレーサビ)ティ証明書

株式会社東和化学

弊社の測定機器は、国家標準からトレーサブルを受け

た公共検定機関又は、公共検定機関からトレーサブル

である事を証明された企業によって検定を受けた機器

を一次標準器とし、その一次標準器によって校正管理

された二次標準器を用いて校正検定されていますので、

国家標準にトレーサブルである事を証明致します。

TRACEABILITY CERTIFICATION

It is certi宜ed that Aikoh’s measuring equipment is traceable to the national

standards as they have been calibrated and veri宜ed by the secondary standards that

have been calibrated and controlled by the primary standards certified by an o雛cial

certification body traceable to the national standards or by a company cer舶ed by

such o節cial cert温cation body to be traceable to the national standards.
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校正証明 書

依 頼 者 株式会社東和化学

総数3頁の1頁

発行No. Y16681

製 品 名:デジタルフォースゲージ

型 式: RZ-20

実施年月日: 2020年11月20日

校正場所:神奈川県厚木市

校正方法:質量測定による校正

製造番号: Z巳OO94

周囲環境:温度 23℃湿度 60%

校正項 目:荷重校正

校正結果:次頁のとおり

【使用標準器】

一次標準器名称:株式会社村上衡器製作所 おもり

器物番号: 1

一次標準器名称:空 欄

器物番号:空 欄

一次標準器名称:空 欄

器物番号:空 欄

二次標準器名称: Nおもり-2Y

二次標準器名称:空 欄

備 考 1 :空 欄

備 考 2 :空 欄

発行日 2020年11月20日

証明書番号: 174579

証明書番号:空 欄

証明書番号:空 欄

社内器物番号: Y20N

社内器物番号:空 欄

大阪府東大阪市菱江2丁目15番7号

アイコーエンジニアリング株式会社

校正証明書発行責任者

古市 義貴

書式3-1



総数3頁の2頁

発行No. Y16681

ヨ圭

製 品 名:デジタルフォースゲージ

型 式: RZ-20

定格容量: 200 N

実施年月日: 2020年11月20日

校正担当者:金井 和美

【校正結果】

製造番号: ZEOO94

周囲環境:温度 23℃湿度 60%

引張方向

試験力 (N) 

表示値 (N) 
往き値 器差 戻り値 器差 

0 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 

40 40.1 十 0.1 40.1 十 0.1 

80 80.1 十 0.1 80.1 十 0.1 

120 120.2 十 0.2 120.2 十 0.2 

160 160.2 十 0.2 160.2 十 0.2 

200 200.2 十 0.2 

試 験 力:基準となる秤量

器 差:表示値一試験力

合否判定: 合格

判定基準:器差が定格容量の 200 N に対して± 0.2 %以内は合格

定格容量 200 N の器差は± 0.4 N以内です。

判定基準は、弊社の出荷基準に準じております。

校正結果:国家標準又は公的機関に対してトレーサブルである事を証明します。

可でコ÷エフ章二アリフ傭

A音看くO晴ENGINEERING



総数3頁の3頁

発行No. Y16681

皇室

製 品 名:デジタルフォースゲージ

型 式: RZ-20

定格容量: 200 N

実施年月日: 2020年11月20日

校正担当者:金井 和美

【校正結果】

製造番号: ZEOO94

周囲環境:温度 23℃湿度 60%

圧縮方向

試験力 (N) 

表示値 (N) 
往き値 器差 戻り値 器差 

0 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 

40 40.0 ± 0.0 40.0 ± 0.0 

80 80.0 ± 0.0 80.0 ± 0.0 

120 120.0 ± 0.0 120.0 ± 0.0 

160 160.0 ± 0.0 160.0 ± 0.0 

200 200.0 ± 0.0 

試 験 力:基準となる秤量

器 差:表示値一試験力

合否判定: 合格

検 印 作 成 

㊥ ⑧ 
判定基準:器差が定格容量の 200 N に対して± 0.2 %以内は合格

定格容量 200 N の器差は± 0.4 N以内です。

判定基準は、弊社の出荷基準に準じております。

校正結果:国家標準又は公的機関に対してトレーサブルである事を証明します。

アイコー“エフ幕二戸リブ傭

A音音(O晴ENG8NEERING



総数1頁の1頁

二次標準器検査成績表

名 称:標準分銅

型 式: Nおもり一2Y

社 内 器 物 番 号: Yl ON.Y20N

能 力: 1. 02kg - 2. 04kg 15個

校 正 方 法:弊社業務マニュアルF-2による校正

校正に用いた標準器:一次標準器
(型式:おもり 識別記号:1 証明書番号:174579)

●
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●

●

●

●
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周
締

正
正
正

校
校
校

2020年5月29日

検査日より翌月の1日から起算して1 2ケ月

次の表のとおり

一次 標準器 
器物番号 公称値 印 器差 

YlON-1 1.02kg 10Nl -137 皿g -0.01% 

YlON-2 1.02kg 10Nl -19 mg 0.00% 

YlON-3 l.02kg 10Nl -23 血g 0.00% 

YlON-4 l.02kg 10Nl 43 mg 0.00% 

YlON-5 l.02kg 10Nl -105 mg -0.Ol% 

Y20N-1 2.04kg 20Nl -417 mg -0.02% 

Y20N-2 2.04kg 20Nl -367 mg -0.02% 

Y20N-3 2.04kg 20Nl -417 mg -0.02% 

Y20N-4 2.04kg 20Nl -417 mg -0.02% 

Y20N-5 2.04kg 20Nl -317 mg -0.02% 

Y20N-6 2.04kg 20Nl -367 皿g -0.02% 

Y20N-7 2.04kg 20Nl -417 mg -0.02% 

Y20N-8 2.04kg 20Nl -317 mg -0.02% 

Y20N-9 2.04kg 20Nl -467 mg -0.02% 

Y20N-10 2.04kg 20Nl -467 mg -0.02% 

田園"
アイ詳ヱ主王半額箇



様式校1-1 総数2頁のl頁

JCSS OO66

依頼者名

依頼者住所

校正実施場所

品名

製造者名

範囲及び数量

識別記号

校正項目

校正方法

最上位の標準器

校正に用いた標準器

校正結果

校正実施条件

校正受付日

校正実施日

校正証明書

証明書番号174579

アイコーエンジニアリング株式会社

大阪府東大阪市菱江2-15-7

大阪市旭区赤川2丁目10番31号

おもり

株式会社村上衡器製作所

10.2kgへ1.02kg 21個

2頁のとおり

協定質量

弊社質量校正マニュアルによる(文書番号MJW-03)

特定二次標準器(識別記号/証明書番号: ◎/165313, ◎3/155115)

ワーキングスタンダード(識別記号/証明書番号: B/Mlれ034)

2頁のとおり

2頁のとお、り

平成29年6月19白

平成29年6月22日

校正結果は以上のとおりであることを証明します。

発行日 平成29年6月23日

大阪市旭区赤川2丁目10番31号

株式会社村上衡器製作所

校正証明書発行責任者

村上 早

・この証明書は、計量法第144条(第一項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサプルな標準器に

より校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。

発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。

.当社は、 ISO/IEC 170250IS Q 17025)に適合しています。

・この証明書は、 ILAC(国際試験所認定協力機構)及びAPLAC(アジア太平洋試験所認定協力機構)のMRA(相互

承認)に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APLACの

MRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。



様式校1-2 総数2頁の2頁

享JCSS

証明書番号174579

JCSS OO66

校正結果 

公称値 識別記号 印 協定質量l) 拡張不確かさ2) 

・10.2kg 1 100Nl 10.2kg 十0.00g ± 0.14g 

10.2kg 1 100N2 10.2kg 十0.00g ± 0.14g 

10,2kg 1 100N3 10.2kg -0.01g ± 0.14g 

10.2kg l 100N4 10.2kg 十0.00g ± 0.14g 

10.2kg ・1 100N5 10.2kg -0.01g ± 0,14g 

5.1・kg 1 50・N 5.1k宮 十0.02g ± 0.13g 

2.04k宮 1 20Nl 2.04kg +7mg ± 27mg 

2.04kg 1 20N2 2.04kg +14mg ± 27mg 

2.04kg 1 20N3 2.04kg ’十6Ⅲg ± 27Ⅲg 

2.04kg 1 20N4 2.04kg +4mg ± 27mg 

2.04kg 1 20N5 2.04kg 十3Ⅲ富 士 27mg 

2.04kg 1 20N6 2.04kg +4mg ± 27mg 

2.04kg 1 20N 7 2.04kg 十4Ⅲg ± 27Ⅲg 

2.04kg l 20N8 2.04kg +8mg ± 27皿g 

2.04kg 1 20N9 2.04kg +6皿g ± 27mg 

2.04kg 1 20NlO 2.04kg +9mg ± 27mg 

1.02kg 1 10Nl .1.02kg +2mg ±14mg 

1.02kg 1 10N2 1.02kg +2mg ±14mg 

1.02kg l 10N3 1.02kg -Omg ±14mg 

1.02kg 1 10N4 1.02kg -1mg ±14mg 

1.02kg 1 10N5 l.02kg +5Ⅲg ±14mg 

注釈1)協定質量は、温度20 ℃、空気密度1・2 kg/m3の環境においてつり合う密度8000 kg/m3の標準分銅

の質量である。

2)拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数郁ま2である。

壁正実施条佳
温度23.4℃ ,大気圧1009hPa,相対湿度54%

質量比較盤
C20000, XPE5003SV

以上


