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ユーザーの測定用途とニーズを追求した高精度でコンパクトなタイプです。幅67mm・高さ107mm・奥行き
135mmにレギュレータを内蔵し、どの地域でも使用できる様に85～264Vのマルチ電源に対応しています。
Compact type pursuing user’s measurement intentions and needs. Size W67mm× H107mm× D135mm.has a 
built-in regulator and complies with multi power supplies within a range of 85 to 264V for multiple area usage.

●調整部は扱い易いツマミ式
●判定出力がOK、＋NG、－NGの3点表示となり合否判定機能に優れています。
●RS485通信信号の切り替えだけでTIR MAX/MINの測定が可能です。
●RS485データ出力機能は1台のパソコンやシーケンサ等に対して最大31台のminiを接続するこ
とが可能です。
●Adjusting knobs is applied for easy operation.
●Superior admission decision function has three kinds of indications like O.K,+NG, and -NG.
●TIR and MAX/MIN can be measured only by switching the RS485 communication signals.
●RS485 data output function can make max.31 units of mini connect with one personal computor.

販売終了　DI-21,30,40　2019年12月　DI-10　2022年6月
Discontinued DI-21,30,40　2019年.12　DI-10　2022.6

●オプションとしてパソコン接続用
インターフェイスDI-E2を用意しま
した。（RS232Cに変換）このインターフェイス1台で最大31台の
DI-20をパソコンに接続可能。

interface for connection with personal computor to change RS232C is 
available as option.
DI-E2 can make max.31units of DI-20 connect with one personal 
computor.
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Smp - Digital-Analog Display Unit for Air/Electronic Micrometers

空気・電気マイクロメータ　デジアナ表示ユニットSmp

概要　［Overview］

仕様　［Specifications］

Smp（エス・エム・ピー）はコンパクトで機能が充実したタッチパネル式デ
ジアナ表示ユニットです。測定値が読みやすく、ダイヤル表示、バ－グラ
フ表示、2チャンネル同時表示など用途や好みに合わせて選択可能で
す。3点キャリブレ－ション機能、連続取り込み測定、最大16クラスの選
別判定など多彩な機能を搭載しています。空気マイクロは絞りの交換で
複数倍率に1台で対応、電気マイクロは各社の多種多様なプローブに
対応できるユニットをご用意できます。

The Smp is a compact digital-analog display unit of touch panel type with 
rich functions. Its measurement values are clearly legible, and you can 
select a presentation mode from dial indication, bar-graph indication, 
two-channel simultaneous indication, and more depending on your applica-
tions or personal tastes. It has diverse functions such as the three-point 
calibration, the continuous feeding measurement, and classification into up 
to 16 classes. For air micrometers, a single unit of the Smp can handle 
multiple magnification levels through switching of the orifice. We can also 
provide a unit which supports electronic micrometer’s probes from various 
manufacturers.

特長　［Features］
•公称値に対する相対値表示、直読可能な絶対値表示のどちらにも対
応可能です。
•2チャンネル使用時はプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面が
自動で切替わります。
•多数の演算方法に標準対応しています。（最大値、最小値、最大値-
最小値、平均値、中央値）
•PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
•USBフラッシュメモリに直接データ保存可能です。（空気マイクロメー
タ/Smp-1a、2a）
•各社の空気マイクロメータ測定ヘッドに対応可能です。（空気マイク
ロメータ/Smp-1a、2a）
•クラス選別を色分け表示する事で作業者の選別ミスを軽減できます。
•連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、
各演算値の確認ができます。

 · Displays both the relative values with respect to the nominal value and 
the direct-reading absolute values.

 · When two channels are used, the Smp automatically switches the indica-
tion in response to the motion of each probe (measuring head).

 · Supports many arithmetic values as standard (max, min, max - min, 
mean, and median).

 · Easy data output through USB connection to a PC.
 · The data can be directly stored in a USB flash drive (Smp-1a, 2a for air 

micrometers).
 · Can be used with the measuring heads from various manufacturers 

(Smp-1a, 2a for air micrometers).
 · The graded classes are indicated in different colors to reduce workers’ 

sorting errors.
 · On completion of one cycle of the continuous feeding measurement, the 

indication switches to arithmetic values so that the user can confirm 
them.

G-007-a

型式
Model 

空気マイクロメータ
Air Micrometer

RS232C/USB/USBフラッシュメモリ用ポート

スタンド付Smpディスプレイ、電源及びデータ転送用USBケ－ブル1.8ｍ、電源アダプタ（USB接続口型）
Smp display unit with stand, USB cable (1.8 m) for power supply and data transmission, and power adapter (USB plug)

レギュレ－タ、フットスイッチ、パネル取付け用部品 注1）、各種M-Busモジュ－ル 注2）、M-Busケーブル、RS232Cケ－ブル 注3）、各種プローブアダプター、
ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ
Regulator, foot switch, panel mounting brackets (See note 1.), various M-Bus modules (See note 2.), M-Bus cable, RS232C cable (See note 3.), various probe adapters,
adapters for screw type tubes, and adapters for other makers’ tubes

電気マイクロメータ
Electronic Micrometer

空気マイクロメータ
Air Micrometer

電気マイクロメータ
Electronic Micrometer

最小表示単位
minimum display
供給空気圧
air pressure supplied
電源
main power
質量
weight 
デ－タ出力
data output
標準付属品
Standard accessories 
オプション
Option 

Smp-1a（1ch） Smp-2a（2ｃｈ） Smp

0.01

AC　85～265

0.4～0.9

0.65 0.6

RS232C/USB

μｍ

MPa

V

kg

Note1) A wide variety of mounting methods are available: e.g. the mounting on the operation panel or the mounting on the wall with the 
angled stand (M5 tapped holes).

Note2) The optional I/O unit allows the control of external devices via up to 32 channels.
Note3) The optional RS232C communication cable enables the connection to a PC or PLC.

注1） 操作盤へのパネル取付けや角度付スタンド（M5タップ）で壁取付けなど多様な取付けが可能
注2） オプションのI/Oユニットで最大32チャンネルの外部機器での制御が可能
注3） オプションのRS232C通信ケーブルを使用してPC又は、PLCに接続可能
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ユーザーの測定用途とニーズを追求した高精度でコンパクトなタイプです。幅67mm・高さ107mm・奥行き
135mmにレギュレータを内蔵し、どの地域でも使用できる様に85～264Vのマルチ電源に対応しています。
Compact type pursuing user’s measurement intentions and needs. Size W67mm× H107mm× D135mm.has a 
built-in regulator and complies with multi power supplies within a range of 85 to 264V for multiple area usage.

●調整部は扱い易いツマミ式
●判定出力がOK、＋NG、－NGの3点表示となり合否判定機能に優れています。
●RS485通信信号の切り替えだけでTIR MAX/MINの測定が可能です。
●RS485データ出力機能は1台のパソコンやシーケンサ等に対して最大31台のminiを接続するこ
とが可能です。
●Adjusting knobs is applied for easy operation.
●Superior admission decision function has three kinds of indications like O.K,+NG, and -NG.
●TIR and MAX/MIN can be measured only by switching the RS485 communication signals.
●RS485 data output function can make max.31 units of mini connect with one personal computor.

販売終了　DI-21,30,40　2019年12月　DI-10　2022年6月
Discontinued DI-21,30,40　2019年.12　DI-10　2022.6

●オプションとしてパソコン接続用
インターフェイスDI-E2を用意しま
した。（RS232Cに変換）このインターフェイス1台で最大31台の
DI-20をパソコンに接続可能。

interface for connection with personal computor to change RS232C is 
available as option.
DI-E2 can make max.31units of DI-20 connect with one personal 
computor.
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Smp - Digital-Analog Display Unit for Air/Electronic Micrometers

空気・電気マイクロメータ　デジアナ表示ユニットSmp

概要　［Overview］

仕様　［Specifications］

Smp（エス・エム・ピー）はコンパクトで機能が充実したタッチパネル式デ
ジアナ表示ユニットです。測定値が読みやすく、ダイヤル表示、バ－グラ
フ表示、2チャンネル同時表示など用途や好みに合わせて選択可能で
す。3点キャリブレ－ション機能、連続取り込み測定、最大16クラスの選
別判定など多彩な機能を搭載しています。空気マイクロは絞りの交換で
複数倍率に1台で対応、電気マイクロは各社の多種多様なプローブに
対応できるユニットをご用意できます。

The Smp is a compact digital-analog display unit of touch panel type with 
rich functions. Its measurement values are clearly legible, and you can 
select a presentation mode from dial indication, bar-graph indication, 
two-channel simultaneous indication, and more depending on your applica-
tions or personal tastes. It has diverse functions such as the three-point 
calibration, the continuous feeding measurement, and classification into up 
to 16 classes. For air micrometers, a single unit of the Smp can handle 
multiple magnification levels through switching of the orifice. We can also 
provide a unit which supports electronic micrometer’s probes from various 
manufacturers.

特長　［Features］
•公称値に対する相対値表示、直読可能な絶対値表示のどちらにも対
応可能です。
•2チャンネル使用時はプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面が
自動で切替わります。
•多数の演算方法に標準対応しています。（最大値、最小値、最大値-
最小値、平均値、中央値）
•PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
•USBフラッシュメモリに直接データ保存可能です。（空気マイクロメー
タ/Smp-1a、2a）
•各社の空気マイクロメータ測定ヘッドに対応可能です。（空気マイク
ロメータ/Smp-1a、2a）
•クラス選別を色分け表示する事で作業者の選別ミスを軽減できます。
•連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、
各演算値の確認ができます。

 · Displays both the relative values with respect to the nominal value and 
the direct-reading absolute values.

 · When two channels are used, the Smp automatically switches the indica-
tion in response to the motion of each probe (measuring head).

 · Supports many arithmetic values as standard (max, min, max - min, 
mean, and median).

 · Easy data output through USB connection to a PC.
 · The data can be directly stored in a USB flash drive (Smp-1a, 2a for air 

micrometers).
 · Can be used with the measuring heads from various manufacturers 

(Smp-1a, 2a for air micrometers).
 · The graded classes are indicated in different colors to reduce workers’ 

sorting errors.
 · On completion of one cycle of the continuous feeding measurement, the 

indication switches to arithmetic values so that the user can confirm 
them.

G-007-a

型式
Model 

空気マイクロメータ
Air Micrometer

RS232C/USB/USBフラッシュメモリ用ポート

スタンド付Smpディスプレイ、電源及びデータ転送用USBケ－ブル1.8ｍ、電源アダプタ（USB接続口型）
Smp display unit with stand, USB cable (1.8 m) for power supply and data transmission, and power adapter (USB plug)

レギュレ－タ、フットスイッチ、パネル取付け用部品 注1）、各種M-Busモジュ－ル 注2）、M-Busケーブル、RS232Cケ－ブル 注3）、各種プローブアダプター、
ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ
Regulator, foot switch, panel mounting brackets (See note 1.), various M-Bus modules (See note 2.), M-Bus cable, RS232C cable (See note 3.), various probe adapters,
adapters for screw type tubes, and adapters for other makers’ tubes

電気マイクロメータ
Electronic Micrometer

空気マイクロメータ
Air Micrometer

電気マイクロメータ
Electronic Micrometer

最小表示単位
minimum display
供給空気圧
air pressure supplied
電源
main power
質量
weight 
デ－タ出力
data output
標準付属品
Standard accessories 
オプション
Option 

Smp-1a（1ch） Smp-2a（2ｃｈ） Smp

0.01

AC　85～265

0.4～0.9

0.65 0.6

RS232C/USB

μｍ

MPa

V

kg

Note1) A wide variety of mounting methods are available: e.g. the mounting on the operation panel or the mounting on the wall with the 
angled stand (M5 tapped holes).

Note2) The optional I/O unit allows the control of external devices via up to 32 channels.
Note3) The optional RS232C communication cable enables the connection to a PC or PLC.

注1） 操作盤へのパネル取付けや角度付スタンド（M5タップ）で壁取付けなど多様な取付けが可能
注2） オプションのI/Oユニットで最大32チャンネルの外部機器での制御が可能
注3） オプションのRS232C通信ケーブルを使用してPC又は、PLCに接続可能
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Smp-multi - Digital-Analog Display and Analysis Unit [Multi-Gauging System]

マルチゲ－ジングシステム デジアナ表示解析ユニット Smp-multi

概要　［Overview］

仕様　［Specifications］

Smp-multi（エス・エム・ピー-マルチ）では、最大99本のプローブ又は、
空気マイクロメータヘッドが接続可能で、それらを組み合わせて最大32
チャンネルを1画面に同時表示することが可能です。測定画面も32ペー
ジまで設定可能で、それぞれのプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して
画面の自動切替えが可能です。他社製の測定器を多連で使用している
場合などは、測定ヘッドはそのままでSmp-multi 1台に簡単にまとめる事
が出来て作業スペースを効率よく使用する事が出来ます。画面は7型の
タッチパネルで大変見やすく、英語表記ですがアイコンメニューで簡単
に操作ができます。

The Smp-multi allows the connection of up to 99 probes or air micrometer’s 
heads, the combination of which enables simultaneous indication of up to 32 
channels on one screen. You can make the settings of up to 32 pages for the 
Measurement Screen, and the system automatically switches the indication 
in response to the motion of each probe (measuring head). If you are using 
other manufacturers’ measuring instruments in tandem, you can easily 
integrate them into one unit of the Smp-multi without changing the measur-
ing heads, thus leading to more efficient use of your work space. The 7-inch 
touch panel is clearly legible and is equipped with a user-friendly icon menu 
although its language is in English only.

特長　［Features］
•1画面に32チャンネル同時表示が可能です。（4ch,8ch,16ch可）
•測定画面を最大32ページ表示可能で、プローブ（測定ヘッド）の動き
に反応して画面が自動で切替わります。
•多数の演算方法に標準対応しています。（最大値、最小値、最大値-
最小値、平均値、中央値）
•三角関数などを使用して各チャンネル間での演算式が作成可能です。
•電気マイクロは各社の多種多様なプローブに対応しています。
•各社の空気マイクロメータ測定ヘッドに対応可能です。（3点キャリブ
レ－ション機能）
•PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
•USBフラッシュメモリに直接データ保存可能です。（測定日時と一緒に保存）
•連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、
各演算値の確認が可能です。
•測定値を本体に保存して簡易的な統計処理も可能です。
•オプションのI/Oユニットで最大32チャンネルの外部機器での制御が
可能です。

 · Simultaneous indication of 32 channels on one screen (4 channels, 8 
channels, and 16 channels are also possible)

 · Displays up to 32 pages for the Measurement Screen, and automatically 
switches the indication in response to the motion of each probe 
(measuring head).

 · Supports many arithmetic values as standard (max, min, max - min, 
mean, and median).

 · Arithmetic expressions between each channel can be created using 
trigonometric functions or others.

 · Can be used with a variety of electric micrometer’s probes from other 
manufacturers.

 · Can be used with the measuring heads of various manufacturers’ air 
micrometers (three-point calibration function)

 · Easy data output through USB connection to a PC.
 · The data can be directly stored in a USB flash drive (stored together with 

the measured date and time)
 · On completion of one cycle of the continuous feeding measurement, the 

indication switches to arithmetic values so that the user can confirm them.
 · Measured values can be stored in the unit for simple statistical processing.
 · Enables the connection to a PC or PLC through the RS232C or Ethernet port. 

G-008-a

型式
Model 

デジアナ表示解析ユニット
Digital-Analog Display and Analysis Unit

4ch表示画面
4ch display

8ch表示画面
8ch display

16ch表示画面
16ch display

RS232C /USB/USBフラッシュメモリ用ポート

スタンド付Smpディスプレイ、電源アダプタ＆電源ケ－ブル、RS232Cケ－ブル
Smp display unit with stand, power adapter, power supply cable, and RS232C cable

レギュレ－タ、フットスイッチ、パネル取付け用部品 注1）、各種M-Busモジュ－ル 注2）、M-Busケーブル、
各種プローブアダプター、ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ
Regulator, foot switch, panel mounting brackets (Note1), various M-Bus modules (Note2),
M-Bus cable, various probe adapters, adapters for screw type tubes, and adapters for other makers’ tubes

最小表示単位
minimum display 
供給空気圧
air pressure supplied
電源
main power
質量
weight 
デ－タ出力
data output
標準付属品
Standard accessories 

200（W）×151.6（H）×105（D）本体寸法
unit size
オプション
Option 

Smp-multi

0.1

AC　85～265

0.4～0.9（MB-AG使用時）

1.3

μｍ

mm

MPa

V

kg

注1） 操作盤へのパネル取付けや角度付スタンド（M5タップ）で壁取付けなど
多様な取付けが可能

注2） RS232C、Ethernetを使用してPC又は、PLCに接続可能

Note1） A wide variety of mounting methods are available: e.g. the 
mounting on the operation panel or the mounting on the wall with 
the angled stand (M5 tapped holes).

Note2） The optional I/O unit allows the control of external devices via up 
to 32 channels.

ダイヤル型 空気マイクロメータ DI-300

空気マイクロメータ
AIR MICROMETER

Dial type air micrometer DI-300

視認性の高いアナログメーターを採用。読み取りが容易で作業負担
をかけません。本機は差圧式のため空気源変動の影響が小さく、高
感度で安定した測定を実現します。

●アナログ指針と大きな目盛板で、読み取り易く、作業者に疲労感
を与えません。
●供給空気の圧力変動による測定への影響に対しては差圧式を採
用。供給圧力変動の影響は少なく、安定した測定を実現。
●流量式本体より測定空気圧力が高いため、測定スキマが大きく、
測定ヘッドの耐久性向上を実現。
●内径・外径測定に対応する極性切替え機能付き。切替えはひとつ
のレバーで操作が簡単。
●倍率調整ツマミとゼロ点調整ツマミが独立しているため操作性に優
れています。
●豊富な倍率があり、お客様の測定ニーズにお応えします。また、小
径ノズル仕様は省エネ対応、環境調和型商品の一つです。

※差圧式（平衡ブリッジ回路）については、「空気マイクロメータ mini」のカタログを参照
下さい。

G-026-a

■外観図

•Big scale board with analog indicator is easy to read and makes 
worker's tired feeling reduce.
•This instrument applies differential pressure type.
　This method gives stable measurement because it has almost no 

influence by change of air pressure supplied accordingly.
•Differential pressure type Airmicrometer has higher measuring air 

pressure than that of Flow type Airmicrometer, thus more wide measur-
ing clearance gives high durability of  measuring head.
•Polarity inversion for internal or external measurement is easy to 

operate by switching one lever.
•Easy to operate set-up of maginification adjustment and zero adjust-

ment because each nob is independent.
•Full magnification series can meet your measuring requirement. 
　Extra-small diam. nozzle like 0.3 nozzle is one of environment 

conscious products to realize energy saving.
＊As to "differential pressure type", please refer to catalog of Digital Model Airmicrom-

eter  "mni".(page G-005 Description clause)

Analogmeter with high visibility applied, thus workshop load reduced by 
easy read.
DI-300 can realize high sensible and stable measurement applying 
differerntial pressure type which has almost no influence by change of air 
source supplied.

ミストセパレータとベースユニットはオプションです。
Mist separator and base unit are option.

Appearance [ DI - 300 with option ]

Specification

0.2 0.5 2.0 5.0

130（W）×225＋35（D）×177（H）

0.2 0.5 0.5
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Smp-multi - Digital-Analog Display and Analysis Unit [Multi-Gauging System]

マルチゲ－ジングシステム デジアナ表示解析ユニット Smp-multi

概要　［Overview］

仕様　［Specifications］

Smp-multi（エス・エム・ピー-マルチ）では、最大99本のプローブ又は、
空気マイクロメータヘッドが接続可能で、それらを組み合わせて最大32
チャンネルを1画面に同時表示することが可能です。測定画面も32ペー
ジまで設定可能で、それぞれのプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して
画面の自動切替えが可能です。他社製の測定器を多連で使用している
場合などは、測定ヘッドはそのままでSmp-multi 1台に簡単にまとめる事
が出来て作業スペースを効率よく使用する事が出来ます。画面は7型の
タッチパネルで大変見やすく、英語表記ですがアイコンメニューで簡単
に操作ができます。

The Smp-multi allows the connection of up to 99 probes or air micrometer’s 
heads, the combination of which enables simultaneous indication of up to 32 
channels on one screen. You can make the settings of up to 32 pages for the 
Measurement Screen, and the system automatically switches the indication 
in response to the motion of each probe (measuring head). If you are using 
other manufacturers’ measuring instruments in tandem, you can easily 
integrate them into one unit of the Smp-multi without changing the measur-
ing heads, thus leading to more efficient use of your work space. The 7-inch 
touch panel is clearly legible and is equipped with a user-friendly icon menu 
although its language is in English only.

特長　［Features］
•1画面に32チャンネル同時表示が可能です。（4ch,8ch,16ch可）
•測定画面を最大32ページ表示可能で、プローブ（測定ヘッド）の動き
に反応して画面が自動で切替わります。
•多数の演算方法に標準対応しています。（最大値、最小値、最大値-
最小値、平均値、中央値）
•三角関数などを使用して各チャンネル間での演算式が作成可能です。
•電気マイクロは各社の多種多様なプローブに対応しています。
•各社の空気マイクロメータ測定ヘッドに対応可能です。（3点キャリブ
レ－ション機能）
•PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
•USBフラッシュメモリに直接データ保存可能です。（測定日時と一緒に保存）
•連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、
各演算値の確認が可能です。
•測定値を本体に保存して簡易的な統計処理も可能です。
•オプションのI/Oユニットで最大32チャンネルの外部機器での制御が
可能です。

 · Simultaneous indication of 32 channels on one screen (4 channels, 8 
channels, and 16 channels are also possible)

 · Displays up to 32 pages for the Measurement Screen, and automatically 
switches the indication in response to the motion of each probe 
(measuring head).

 · Supports many arithmetic values as standard (max, min, max - min, 
mean, and median).

 · Arithmetic expressions between each channel can be created using 
trigonometric functions or others.

 · Can be used with a variety of electric micrometer’s probes from other 
manufacturers.

 · Can be used with the measuring heads of various manufacturers’ air 
micrometers (three-point calibration function)

 · Easy data output through USB connection to a PC.
 · The data can be directly stored in a USB flash drive (stored together with 

the measured date and time)
 · On completion of one cycle of the continuous feeding measurement, the 

indication switches to arithmetic values so that the user can confirm them.
 · Measured values can be stored in the unit for simple statistical processing.
 · Enables the connection to a PC or PLC through the RS232C or Ethernet port. 

G-008-a

型式
Model 

デジアナ表示解析ユニット
Digital-Analog Display and Analysis Unit

4ch表示画面
4ch display

8ch表示画面
8ch display

16ch表示画面
16ch display

RS232C /USB/USBフラッシュメモリ用ポート

スタンド付Smpディスプレイ、電源アダプタ＆電源ケ－ブル、RS232Cケ－ブル
Smp display unit with stand, power adapter, power supply cable, and RS232C cable

レギュレ－タ、フットスイッチ、パネル取付け用部品 注1）、各種M-Busモジュ－ル 注2）、M-Busケーブル、
各種プローブアダプター、ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ
Regulator, foot switch, panel mounting brackets (Note1), various M-Bus modules (Note2),
M-Bus cable, various probe adapters, adapters for screw type tubes, and adapters for other makers’ tubes

最小表示単位
minimum display 
供給空気圧
air pressure supplied
電源
main power
質量
weight 
デ－タ出力
data output
標準付属品
Standard accessories 

200（W）×151.6（H）×105（D）本体寸法
unit size
オプション
Option 

Smp-multi

0.1

AC　85～265

0.4～0.9（MB-AG使用時）

1.3

μｍ

mm

MPa

V

kg

注1） 操作盤へのパネル取付けや角度付スタンド（M5タップ）で壁取付けなど
多様な取付けが可能

注2） RS232C、Ethernetを使用してPC又は、PLCに接続可能

Note1） A wide variety of mounting methods are available: e.g. the 
mounting on the operation panel or the mounting on the wall with 
the angled stand (M5 tapped holes).

Note2） The optional I/O unit allows the control of external devices via up 
to 32 channels.

ダイヤル型 空気マイクロメータ DI-300

空気マイクロメータ
AIR MICROMETER

Dial type air micrometer DI-300

視認性の高いアナログメーターを採用。読み取りが容易で作業負担
をかけません。本機は差圧式のため空気源変動の影響が小さく、高
感度で安定した測定を実現します。

●アナログ指針と大きな目盛板で、読み取り易く、作業者に疲労感
を与えません。
●供給空気の圧力変動による測定への影響に対しては差圧式を採
用。供給圧力変動の影響は少なく、安定した測定を実現。
●流量式本体より測定空気圧力が高いため、測定スキマが大きく、
測定ヘッドの耐久性向上を実現。
●内径・外径測定に対応する極性切替え機能付き。切替えはひとつ
のレバーで操作が簡単。
●倍率調整ツマミとゼロ点調整ツマミが独立しているため操作性に優
れています。
●豊富な倍率があり、お客様の測定ニーズにお応えします。また、小
径ノズル仕様は省エネ対応、環境調和型商品の一つです。

※差圧式（平衡ブリッジ回路）については、「空気マイクロメータ mini」のカタログを参照
下さい。

G-026-a

■外観図

•Big scale board with analog indicator is easy to read and makes 
worker's tired feeling reduce.
•This instrument applies differential pressure type.
　This method gives stable measurement because it has almost no 

influence by change of air pressure supplied accordingly.
•Differential pressure type Airmicrometer has higher measuring air 

pressure than that of Flow type Airmicrometer, thus more wide measur-
ing clearance gives high durability of  measuring head.
•Polarity inversion for internal or external measurement is easy to 

operate by switching one lever.
•Easy to operate set-up of maginification adjustment and zero adjust-

ment because each nob is independent.
•Full magnification series can meet your measuring requirement. 
　Extra-small diam. nozzle like 0.3 nozzle is one of environment 

conscious products to realize energy saving.
＊As to "differential pressure type", please refer to catalog of Digital Model Airmicrom-

eter  "mni".(page G-005 Description clause)

Analogmeter with high visibility applied, thus workshop load reduced by 
easy read.
DI-300 can realize high sensible and stable measurement applying 
differerntial pressure type which has almost no influence by change of air 
source supplied.

ミストセパレータとベースユニットはオプションです。
Mist separator and base unit are option.

Appearance [ DI - 300 with option ]

Specification

0.2 0.5 2.0 5.0

130（W）×225＋35（D）×177（H）

0.2 0.5 0.5
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0.9

G-021-b
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浅い溝の幅の測定

G-022-d
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●The air is left running when you are measuring.
　The air micrometer comsume more air (electricity power )when it's not measur-

ing.

●With the easy operation, you can reduce the air comsumption and 
realize meosurement with low enviromental impact.
●The hand value can be attached to the gauge you use now with low cost.

●Less than half of the air consumption, when hand valve used. 

To save the compressend air.

Example

Hand valve for air micrometers Measureming head cover for air micrometers

The air flows when you slid the valve. 

The air stops when you return the valve.

Attention：The effect varies according to use frequency.

Hand valve

Measureming head cover

Insert the workpiece or a master gauge.

After the measurement, the cover controls to return and air flow stop.

Less then half of the air consumption, when head cover used.

The effect varies according to material and use environment.

Please contact us about the material of measuring head.

空気マイクロメータ用　エコジェット

空気マイクロメータ用ヘッド＆マスタ
MEASURING HEAD & MASTER

Eco-jet for air micrometer

●測定作業時は常にエア－が出しっぱなしの状態です。空気マイクロメー
タは測定していない時ほど多くのエア－（電力）を消費しています。

●簡単操作で工場エアーの消費を削減、環境に優しい測定作業が
実現します。
●すでにお使いの測定ヘッドにも後付け可能で、導入コストも抑制で
きます。

●カバ－使用時のエア－消費量は通常の半分以下です。

G-025-a

■ハンドバルブ

■測定ヘッドカバー

空気マイクロメータ用ハンドバルブ 空気マイクロメータ用測定ヘッドカバー

①バルブをスライドさせてエア－ON

ON

②バルブを戻せばエア－ストップ

①ワークまたはマスターに入れる

②測定後、カバーは戻り、エアーを抑制

※カバー使用時のエアーは半分以下です。

※材質、使用環境により効果は異なります。

※ヘッドカバ－の材質はご相談ください。

エアー消費低減が簡単にできるエコジェット The eco-jet which can easyly reduce the air consumption.

※注意：使用頻度により、効果は異なります。

空気マイクロメータのエアーがもったいない

使用事例

OFF

MASTER GAUGES

Master ring gauge

Master plug gauge

Special form master gauge
In addition to standard master in above table, master 
gauge for special purpose measurement can be also 
designed and manufactured.
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●The air is left running when you are measuring.
　The air micrometer comsume more air (electricity power )when it's not measur-

ing.

●With the easy operation, you can reduce the air comsumption and 
realize meosurement with low enviromental impact.
●The hand value can be attached to the gauge you use now with low cost.

●Less than half of the air consumption, when hand valve used. 

To save the compressend air.

Example

Hand valve for air micrometers Measureming head cover for air micrometers

The air flows when you slid the valve. 

The air stops when you return the valve.

Attention：The effect varies according to use frequency.

Hand valve

Measureming head cover

Insert the workpiece or a master gauge.

After the measurement, the cover controls to return and air flow stop.

Less then half of the air consumption, when head cover used.

The effect varies according to material and use environment.

Please contact us about the material of measuring head.

空気マイクロメータ用　エコジェット

空気マイクロメータ用ヘッド＆マスタ
MEASURING HEAD & MASTER

Eco-jet for air micrometer

●測定作業時は常にエア－が出しっぱなしの状態です。空気マイクロメー
タは測定していない時ほど多くのエア－（電力）を消費しています。

●簡単操作で工場エアーの消費を削減、環境に優しい測定作業が
実現します。
●すでにお使いの測定ヘッドにも後付け可能で、導入コストも抑制で
きます。

●カバ－使用時のエア－消費量は通常の半分以下です。

G-025-a

■ハンドバルブ

■測定ヘッドカバー

空気マイクロメータ用ハンドバルブ 空気マイクロメータ用測定ヘッドカバー

①バルブをスライドさせてエア－ON

ON

②バルブを戻せばエア－ストップ

①ワークまたはマスターに入れる

②測定後、カバーは戻り、エアーを抑制

※カバー使用時のエアーは半分以下です。

※材質、使用環境により効果は異なります。

※ヘッドカバ－の材質はご相談ください。

エアー消費低減が簡単にできるエコジェット The eco-jet which can easyly reduce the air consumption.

※注意：使用頻度により、効果は異なります。

空気マイクロメータのエアーがもったいない

使用事例

OFF

MASTER GAUGES

Master ring gauge

Master plug gauge

Special form master gauge
In addition to standard master in above table, master 
gauge for special purpose measurement can be also 
designed and manufactured.
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