校 正 証 明 書
(Certificate of Calibration)
作成日 (Inspection Date):*******/**/****

下記製品は、国家標準にトレースされた標準器を基準とした測定器を用い、当社の独自標準に従って校正が
行われたことを証明します。
(This is to certify that the below products is calibratedby a measuring instrument with KTC standard
test method. KTC standard test method is based on traceability in accordance with public standards.)
*:当社独自標準とはＩＳＯ、ＪＩＳ規格に準じた校正と致します。
(note:KTC standard test method is based on ISO and JIS standards.)
機種 (Description）
品番 (Item Number）
機器番 (Serial Number）
機器製造 (Manufacturer）

デジタルトルクレンチ (Digital Torque Wrench）
GEK060-R3(代表品番)
******
KTC
[N･m]

許容範囲 (The Tolerance Level）
右トルク
左トルク
設定値
(Clockwise）
(Counter Clockwise）
(Set Point）
(Accuracy Within)
(Accuracy Within)
± 3 ％以内
± 3 ％以内
12.0
11.64 ～ 12.36
11.64 ～ 12.36
36.0
34.92 ～ 37.08
34.92 ～ 37.08
60.0
58.20 ～ 61.80
58.20 ～ 61.80
測定回数 (Measurement Times） … 設定値×５回 (Each Set Point×5 times）
点検項目 (Part Inspection）
ドライブ角寸法
(Dimension of Square Drive）
全体外観 (Overall Appearance）
液晶表示 (LCD）

測定機器 (Inspection Device）
品名 (Description）
型式
(Item Number）
機器能力
(Product Ability）
機器製造
(Country of Origin）

測定値
(Measurement Result)
平均値(Average）
右トルク
左トルク
(CW)
(CCW)
12.11
12.10
36.41
35.87
60.73
59.46

判定
(Judgment
of
Acceptance)
合格(Pass）
合格(Pass）
合格(Pass）

判定 (Judgment of Acceptance） コメント (Comments）

見本
合格 (Pass）
合格
合格
合格
合格

(Pass）
(Pass）
(Pass）
(Pass）

Torque Wrench Tester(CDI SURETEST）
Monitor 5000-ST Serial No.*******
Transducer IKFB-*** (*****～******* N･m)
測定範囲(Effective Measuring Range） *****～******* N･m
*********

校 正 日
*******/**/****
(Date of Latest Calibration）
次回校正日
(Due Date of the
Next Calibration）

*******/****

上記実用測定機器は、公的機関の標準にトレースされた検定器（検定さおと分銅）を用い、管理規定に従って
校正が行われ、校正作業における検査または試験の結果が測定機器の仕様を満足していることを証明します｡
(Above products are calibrated with the steelyard “test pole and weight” of the equivalent
of the public organization. This is to certify that torque wrench above meets the standard
dimensions corresponding to the public standards.)
承認
担当
京都機械工具株式会社 (KYOTO TOOL CO., LTD.)
〒６１３－００３４ 京都府久世郡久御山町佐山新開地１２８番地
(128 Sayama-Shinkaichi, Kumiyama-cho, Kuse-gun, Kyoto, 613-0034, Japan)
ＴＥＬ：０７７４－４６－４１５９ (+81-774-46-4159）
ＦＡＸ：０７７４－４６－４３５９ (+81-774-46-4359）

(Head of
(Inspector)
Calibration)

トルクレンチ トレーサビリティ体系図
(TORQUE WRENCH TRACEABILITY CHART)
京都機械工具株式会社
(KYOTO TOOL CO., LTD.)
TEL: 0774-46-4159
(+81-774-46-4159)
FAX: 0774-46-2145
(+81-774-46-2145)

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

公

(Official Inspection
Institute）

的
検
査
機
関

質量

(MASS)

長さ

計量検定所
(Measurement Official
Approval Place)

(LENGTH)

日本品質保証機構[ＪＱＡ]
(Japan Quality Assurance Organization)

標準ブロックゲージ (Standard Block Gauge)
１回／４年

(once in four years)

（株）ミツトヨ (Mitutoyo Corporation)

標準分銅
１回／４年

(Standard Weight)
(once in four years)

(Standard Test Equipment)

見本

（株）村上衡器製作所 (Murakami Koki Co.,Ltd.)

標

電気マイクロメータ
(Electric Micrometer)
１回／２年

(once in two years)

（株）ミツトヨ (Mitutoyo Corporation)

検定ブロックゲージ (Block Gauge)
１回／１年 (once a year)

準
器

（株）ミツトヨ (Mitutoyo Corporation)

電磁式非自動はかり
(Linear Scale)
１回／３年

(once in three years)

（株）島津製作所 (SHIMADZU CORPORATION)

検定外側マイクロメータ (Micrometer)
１回／１年

(once a year)

（株）ミツトヨ (Mitutoyo Corporation)

スキミゲージ (Feeler Gauge)
１回／１年 (once a year)

京都機械工具株式会社 (KYOTO TOOL CO., LTD.)

(Test Equipment)

ノギス (Calipers)
検

１回／１年 (once a year)

検定分銅 (Weight)

（株）ミツトヨ (Mitutoyo Corporation)

１回／１年 （once a year）

定
器

（株）村上衡器製作所
(Murakami Koki Co.,Ltd.)

検定さお (Calibration Arm)
１回／２年 (once in two years)

Consolidated Devices Inc.

(In House
Test Equipment)

作
業
機
器

トルクレンチテスタ
(Torque Wrench Tester)

トルクレンチテスタ
(Torque Wrench Tester)

トルクレンチテスタ
(Torque Wrench Tester)

１回／１年 (once a year)

１回／１年 (once a year)

１回／１年 (once a year)

京都機械工具株式会社
(KYOTO TOOL CO., LTD.)

京都機械工具株式会社
(KYOTO TOOL CO., LTD.)

(Product)

製
トルクレンチ (Torque Wrench)
品

Consolidated Devices Inc.

