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レニショーの治具
各種計測用治具をご用意

三次元測定機用治具

画像測定機用治具

Equator 用治具

カスタム治具

レニショー CMM 用治具

三次元測定機向けモジュラー式治具
コンポーネントの組付けが簡単にでき、繰返精度の高いレニショ
ー三次元測定機用治具を使用することで、測定のスループット、
再現性、検査工程の正確さを改善することができます。
レニショー
三次元測定機用治具はモジュラー方式を採用しているため、部品
のサイズ、形状、素材に関わらず、必要に応じてご利用頂くことがで
きます。

航空機、
自動車、
エレクトロニクス産業、医療アプリケーションなど、
どのようなパーツを検査する場合でも、レニショー三次元測定
機用治具を使用することで、最適な固定方法をお届け致します。
このシリーズでは、M4、M6、M8 ネジ径を持った各種寸法の取り
付けプレートと、様々な種類の使いやすいモジュラー式治具コン
ポーネントをご用意しています。
この治具を用いることで、組み立
て時間は短縮され、スループットも向上するため、検査工程を遅
延することなく作業を進めることができます。
各取り付けプレートには英数字を格子状に配置
しており、各治具コンポーネントにはパーツ No.
をわかりやすく刻印しています。そのため、各治
具コンポーネントのアセンブリと位置をメモして
おくことで、各セットアップを明確にでき、文書に
記録できるため、次回の検査でも元の位置に短
時間で正確に再現することができます。
これは、
1 つのキットを複数の用途に使用したり、複数の
人が使用している場合に特に有益です。治具を
同じ場所にセットアップすることで、
プロセスに
よるバラツキを排除し、再現性と検査工程の精
度を向上できます。
治具コンポーネントは、あらゆる標準的な固定
治具の要件を満たせるように様々なものをご用
意しています。簡単に調節できるこれらのコンポ
ーネントは、
ワークを傷つけることなく、わずかな
力で確実に固定できるように設計されています。
特に繊細なワークの固定用に、先端が柔らかい
クランプもご利用いただけます。
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三次元測定機用プレート

プレートのネジ
径には次のオ
プションがあり
ます。

レニショーでは、三次元測定機用治具に繊細な超小型パーツから大型の重工業用コンポーネント
にいたるまで、あらゆるワークを固定できるように設計された様々なサイズの治具用ベースプレー
• M4
トを用意しています。標準ベースプレートは、150mm × 150mm から 1500mm × 1500mm までのサ
• M6
イズのものをご用意しています。
• M8
ネジ径 M4 の標準プレートサイズ（mm）
特長：
•

•
•

耐久性を考えてハードコートア
ノダイズ処理を施した鋳造アル
ミニウム製プレート
M4、M6、M8 のネジ径を用意
組付け位置を明確にし、書類へ
記録できるよう英数字を格子状
に配置

150 × 150
300 × 300
プレート厚 13mm
ネジ径 M4 の穴を中心間隔 10mm で配置

ネジ径 M6 の標準プレートサイズ（mm）
プレート厚 13mm

300 × 300

450 × 450

600 × 600
750 × 750
750 × 1000
900 × 1200
プレート厚 19mm
ネジ径 M6 の穴を中心間隔 12.5mm で配置（25mm オプションもあり）

ネジ径 M8 の標準プレートサイズ（mm）
プレート厚 13mm

300 × 300

450 × 450

プレート厚 19mm

600 × 600

750 × 750

750 × 1020

900 × 1200

ネジ径 M8 の穴を中心間隔 15mm で配置（30mm オプションもあり）

三次元測定機用治具コンポーネント
レニショー三次元測定機用治具コンポーネントシリーズには、調節式コンポーネント、
クランプ、
磁石、
スタンドオフ、
タワー、吸着盤、その他のコンポーネントを取り揃えています。
これらのコンポ
ーネントは手で締めることができ、特別な工具は必要ありません。
コンポーネントはキットか個別に
ご購入いただけます。

三次元測定機用治具キット
レニショー三次元測定機用治具は、あらかじめい
くつかの部品を選択したキットとしてお届けする
こともできます。各キットは 1 つのベースプレー
トと幾つかのコンポーネントから構成されます。
キットには、
コンポーネントを整理して保管する
ためのコンポーネントトレイも付属します。追加
コンポーネントを購入することで、お持ちのコレ
クションを拡張することができます。
M8 三次元測定機用磁気・クランピングキットと M8 プレート
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レニショー画像測定機用治具

画像測定機向けモジュラー式治具
レニショー画像測定機用治具は、
ビジョンシステムかマルチセンサ
ー機用に設計されており、検査のたびにパーツを短時間に高い繰
返精度で正確に固定することができます。

各画像測定機用治具は、バックライトの使用を考えて設計された
高精度アクリル製ベースプレート用に製造されており、測定機上
で部品をはっきりと確認することができます。部品を固定した際、
測定機のプログラムにその位置を記録し、文書に保存することが
できます。

お使いの機械に合わせて 2 つのオプションのいずれかをお選びいただけます。

オプション 1：

QLC（クイックロードコーナー）
400mm × 400mm 以下の画像測定機向け
レニショーの各種治具コンポーネントを使用し
て、各種部品をマルチホールかマルチウィンド
ウのベースプレートに配置し、部品を軽い力で
確実に固定します。プレートには英数字のラベ
ルがついており、磁気性 QLC 治具にプレートを
スナップさせて配置できるため、パーツが配置
されたラベルをメモしておくことで、高い繰返精
度で簡単に配置できます。

複数のプレートを使用すること
で検査の間のダウンタイムを
低減

マルチウィンドウの画像測定機プレート
透明なウィンドウを複数配置しているため、妨げるものなく明確
に小型パーツを確認できます。

マルチホールの画像測定機プレート
多くの穴を配置しているため、一度に多くの部品を取り付けてチ
ェックで き ま す 。中 央 に は 透 明 な 領 域 を 設 け て い ま す 。

ベースプレートサイズ（mm）

ベースプレートサイズ（mm）

ネジ径

ウィンドウ数

13 × 200 × 200

M4

5

13 × 150 × 150

M4 または M6

13 × 250 × 150

M4

3

13 × 200 × 200

M4

13 × 250 × 250

M4 または M6

5

13 × 250 × 150

M4

13 × 400 × 400

M4 または M6

7

13 × 250 × 250

M4 または M6

 ご要望によりカスタムプレートサイズもご注文を承ります。
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 ウィンドウサイズは取り付けプレートのサイズにより異なります。

 ご要望によりカスタムプレートサイズもご注文を承ります。

ネジ径

オプション 2：

IVF（インターチェンジャブルビジョンフィ
クスチャー）
450mm × 450mm 以上の画像測定機向け
レニショーの IVF フレームとサブプレートを使用すると、
パーツを簡単に効率的に固定するためのターンキーソリューシ
ョンが得られます。パーツを固定したサブプレートは数秒間で交換
でき、高い繰返精度で正確に配置可能なため、
ダウンタイムを排除し
ながら検査を継続することができます。
アノダイズ処理されたアルミニウ
ム製フレームとアクリル製取り付けプレートは、
プローブラックや校正用部
品も取り付けをられるよう、画像測定機に合わせてカスタム製造しています。
IVF のサブプレートは、M4 または M6 のネジ穴（中心間隔 10mm または 12.5mm）
のモジュラー式のものをご利用いただくことができます。さらにレニショーでは、用途
に合わせてカスタム設計した取り付けサブプレートを製造することができます。

1 つの IVF フレームには、モジュラ
ー式サブプレートとカスタムサブプ
レートを組み合わせて取り付けるこ
とができます。

画像測定機用コンポーネント
レニショー画像測定機用コンポーネントはサイズが小さいため、近傍に配置し、極めて小さい部品を
固定、測定することができます。各コンポーネントにはパーツ No. が記載されており、文書化する際
便利です。各種の調節式コンポーネント、
クランプ、磁石、
スタンドオフから構成されるコンポーネン
トは、すべてわずかな力で固定することができます。さらに、パーツの傷や損傷を防止するために、
傷防止用コンポーネントもご利用いただけます。

画像測定機用治具キット
レニショー IVF キットは、
アクリル製ベースプレ
ートとさまざまなコンポーネントを、格納性の優
れたトレイ内に収納しています。各キットには小
型部品の固定用コンポーネント一式を取り揃え
ていますが、追加コンポーネントを個別にお求
めいただくこともできます。

M4 QLC 画像測定機用キットとマルチホールプレート

5

レニショー Equator™ 用治具

Equator 向けモジュラー式治具
レニショー Equator 用治具を使用することにより、パーツのサイズ、 レニショー Equator 用治具のベースプレートは、その取り付け方
形状、材質に関係なく、短時間で簡単に治具をセットアップするこ 式と確実な固定により、数秒間で Equator 上の部品を交換するこ
とができます。6 点支持機構により、高い再現性で確実に各固定
とができます。
治具を Equator の元の位置に配置することができます。
レニショ
ーの Equator 用治具は、各種のモジュラー式治具コンポーネント
を用いることにより、部品をいくつでも配置することができます。
治具の場所をメモして文書に記録しておくことで、次回同じパー
ツを検査するときに同じ位置に戻すことができます。

取り付けプレート
ベースプレートサイズ（mm）
13 × 300 × 300

M4

13 × 300 × 300

M6

13 × 300 × 300

M8

Equator 治具キット
各 Equator 治具キットには、部品を固定/クラン
プするための各種コンポーネントに加え、6 点
支持式ベースプレートを収納したコンポーネン
トトレイが含まれています。キットには、さまざ
まな部品を固定するために必要な、あらゆるコ
ンポーネントをご用意しています。
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ネジ径

M6 Equator キットと M6 プレート

レニショーカスタム治具

検査とゲージングシステム向けカスタム治具
レニショーの標準シリーズに必要な治具がない場合でも、カスタ レニショーの設計技術者は、必要とするあらゆる事象を考慮し、
治具の設計から製造までを手がけています。
写真、
パーツ、
プリント、
ム治具を特注でお作り致します。
CAD ファイルをお送りいただければ、最高のソリューションで設
計させていただきます。

リニアレールを使用すると、様々な長さのパーツに対応できます。

様々なサイズのパーツを一度に固定するカスタム治具。

複数の部品を固定し、バックライトを用いて測定を行うカスタム QLC 治具

各種寸法の部品を固定するためのカスタム IVF。

レニショー治具の詳細については、各国の販売事務所までお問い合わせください。
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レニショー株式会社
〒160-0004
東京都新宿区四谷4-29-8
レニショービル
T 03-5366-5315
F 03-5366-5320

名古屋支社
〒461-0005
愛知県名古屋市東区東桜1-4-3
大信ビル3階
T 052-961-9511
F 052-961-9514

E japan@renishaw.com
www.renishaw.jp

レニショーについて
レニショーはエンジニアリング技術をリードする企業で、製品の開発/製造において技術的な革新をもたらしてきました。1973 年の創
業以来、
プロセスの生産性および製品品質の向上に貢献し、
コストパフォーマンスに優れたオートメーションソリューションを提供す
る最先端の製品を提供してきました。
系列会社と販売代理店の世界的なネットワークを利用し、お客さまに格段のサービスとサポートをご提供いたします。
取り扱い製品：
•

レーザー溶融、真空鋳造、射出成形による積層造形技術

•

様々な産業の豊富なアプリケーションに役立つ先進の素材技術

•

歯科用CAD/CAMスキャニングと加工システムおよび歯科用付属品

•

高精度の位置決めおよび角度位置決めフィードバック用エンコーダシステム

•

三次元測定機と汎用ゲージシステム用の部品固定治具

•

機械加工部品の比較測定を行うゲージシステム

•

極限環境で使える高速レーザー測定と測量システム

•

機械の高精度計測および校正用レーザーシステムおよびボールバーシステム

•

神経外科用医療機器。

•

CNC 工作機械の作業設定、工具設定、および検査用プローブシステムおよびソフトウェア

•

材料非破壊分析用ラマン分光システム

•

三次元測定機用センサーシステムおよびソフトウェア

•

三次元測定機および工作機械のプローブアプリケーション用スタイラス

世界各国でのレニショーネットワークについては、弊社のWebサイトをご覧下さい。www.renishaw.jp/contact
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