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料金について
トレーサビリティ資料一式

温度センサ試験成績書
標準価格：￥7,000（標準校正温度： 3点、100℃,200℃,300℃)
＜ 標準校正温度以外の場合＞
＋側温度の標準温度校正の場合、1点￥1,000の加算となります。
－側温度については、-1～-70℃の範囲内で￥3,300の加算となります。
スポット点として-196℃の校正も可能です。\10,000

標準価格：\10,000
資料内容 ■トレーサビリティ体系図 ■照合用標準器成績書
■作業用計測器成績書
■常用標準器成績書 （必要な場合添付されます）
■個別の資料についても承ります。

＜ 校正点数を追加する場合 ＞
＋側温度のみで、測定点数1点追加ごとに￥2,000の加算となります。
－側温度については、-1～-70℃の範囲内で追加料金に￥3,300の
加算となります。
※センサの種類・当社設備によって校正温度が制限されます。

校正料金例
・ 0℃、100℃、200℃
\7,000 (標準価格)＋\1,000 (+側標準外料金)＝\8,000
・ -50℃、100℃、200℃
\7,000 (標準価格)＋\3,300 (-側標準外料金)＝\10,300
・ 100℃、200℃、300℃、400℃
\7,000 (標準価格)＋\2,000 (校正点数追加料金)＝\9,000
・ -50℃、100℃、200℃、300℃
\7,000 (標準価格)＋\2,000 (校正点数追加料金)＋\3,300 (-側標準外料金)
＝\12,300

トレーサビリティ体系図

標準価格：\3,000

照合用標準器成績表

標準価格：\2,000

※ 校正証明書の発行

標準価格：\3,000

校正温度範囲
校正温度（℃）
保護管径
-70 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
(mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※センサの仕様により校正可能範囲は異なります。

： 校正可能範囲
： 保護管長400mm以上で校正可能範囲
* 保護管径10mmを超える場合は弊社までご相談願います。
* 温度校正範囲は棒状の温度センサの場合です。
棒状以外の形状(T-230,T-240,T-260,T-270Z)についても
形状により一部校正可能です。弊社までご相談願います。
* 表面温度測定用温度センサは30～500℃の範囲となります。

◆温度センサ＋温度指示計組み合わせ試験成績書も同料金です。

JCSS温度校正のご案内
弊社は、一般温度校正とは別にJCSS温度校正サービスを行っていますので、弊社までお問い合わせ願います。
JCSS認定シンボル

理化工業(株)標準校正室は国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS0218は当標準校正室の認定番号です。

温度校正対象と最高測定能力
計量器等の区分

種 類

校正範囲
水の三重点
（0.01℃）

定点実現装置

校正対象の寸法、抵抗値、
導線形式／指示計表示
セル：
胴部外径：60mm
胴部長さ：410～460mm
測定孔の内径 ：11mm～15mm
測定孔の挿入長：350mm 以上

校正測定能力
料 金
（信頼の水準約95％） 基本料金 点数料金
4mK

\80,000

抵抗比(*1) 抵抗値(*2)
白金抵抗温度計 3/4導線式
水の三重点
（標準25Ω, 標準100Ω ）
（0.01℃）
（工業用 Pt100Ω）
標準白金抵抗温度計 3/4導線式 0℃以上70℃以下
60℃超210℃以下
（標準25Ω, 標準100Ω ）
200℃超420℃以下
0℃以上70℃以下
工業用白金抵抗温度計
抵抗温度計
または測温抵抗体 3/4導線式
60℃超210℃以下
（比較校正法）
（工業用 Pt100Ω）
200℃超420℃以下

抵抗温度計
（定点校正法）

接触式温度計

測温抵抗体 3導線式
（工業用 Pt100Ω）
熱電対
（比較校正法）
指示計器付
温度計
（比較校正法）

0℃以上90℃以下
90℃以上200℃以下
0℃以上90℃以下
90℃以上200℃以下
0.0℃以上420.0℃以下
0℃以上420℃以下
0.00℃以上100.00℃以下
0.0℃以上420.0℃以下

E、J、K、N、T
熱電対
測温抵抗体

温度計の寸法 ：
外径 7mm 以下
長さ 350mm 以上
抵抗値：25Ω、100Ω at 0℃
導線形式：4 導線式、3 導線式
温度計の寸法：
外径 7mm以下,長さ 350mm以上
抵抗値：100Ω at 0℃
導線形式：4 導線式、3 導線式
温度計の寸法：
外径 8mm以下,長さ 120mm以上
抵抗値：100Ω at 0℃
導線形式：3 導線式
温度計の寸法：
外径 8mm以下,長さ 120mm以上
温度計の寸法：
外径 7mm以下,長さ 350mm以上
指示計表示：デジタル指示

6mK
12mK
12mK
21mK
21mK
30mK
37mK
0.11℃

\50,000

\43,000

\10,000

\43,000

\8,000

\19,000

\2,000

\19,000

\2,000

\20,000

\5,000

0.35℃
0.2℃
0.4℃
0.4℃
1℃
0.05℃
0.3℃

(*1)：抵抗比(W(T90))の温度換算値
(*2)：抵抗値(R(T90))の温度換算値
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技術的なお問い合わせは、カスタマーサービス専用電話 03(3755)6622をご利用ください。
記載内容は、改良のためお断りなく変更することがあります。ご了承ください。
標準価格は消費税を含んでおりません。消費税は別途申し受けます。

