
すべての個数計数で
利益の確保を実現
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製造倉庫管理材料受入れ 出荷と配送

すべての個数計数で
利益の確保を実現

入荷

個数計数はかりは、入荷品のサイズや数
に関係なく短時間で数量を確認し、正確
な結果を出すことができます。また、バー
コードリーダーで品目情報を呼び出し直
接個数計数を行ったり、はかりに内蔵さ
れているデータベースにトランザクション
を保存して統計的分析を行うことができ
ます。

倉庫管理

計量と個数計数機能を備えた高度なソ
リューションで在庫推移を追跡すること
により、完璧な在庫管理を実現し、ERP シ
ステムと直接統合して在庫切れの状況を
回避することができます。可動式個数計
数はかりを使用すれば、容易で迅速な計
量が可能です。

3 つの方法で利益を確保   正確で迅速な操作
  P4 - 5
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製造倉庫管理材料受入れ 出荷と配送

製造

生産効率を改善するには、自動化と迅速
なユーザーガイダンスが必要です。半自動
計数機器により、製造工程で効率的に梱
包ができます。また、組み立てに必要な
部品を迅速かつ正確に数えることができ
ます。

出荷と配送

個数計数ソリューションを使用すること
により、顧客に正確な数量の注文を納期
通りに必要なラベルと文書と一緒に、確
実に届けることができるようになります。

個数計数はかりは、自動車部品、電子機器、プラスチックや金属の部品、製紙など
のメーカーから物流倉庫まで、さまざまな業種で利用されています。生産の収益を
上げ、ビジネスを成功に導くには、材料の正確かつ効率的な管理が基本となりま
す。メトラー・トレドの個数計数はかりは在庫管理システムに簡単に組み込むこと
ができ、それにより入荷品と出荷品を効率的に管理し、プロセスの信頼性と生産性
の向上を実現します。

  内蔵型データ管理機能
  P6 - 7

  一貫して信頼性の高い結果
  P8 - 9
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簡単な操作性 
ミスの防止とプロセスの迅速化

簡単な手動操作は、個数計数の効率と精度を高めることができます。メ
トラー・トレドのはかりは使いやすい最先端の個数計数アプリケーショ
ンを備えており、オペレータはサンプルをプラットフォームに置き、事前定
義したサンプルキーを押すだけで、すぐに個数計数を開始することがで
きます。

Fa
st

 O
pe

ra
tio

n

時間を節約

ピッキング作業に伴う無駄な移
動時間を減らすためには、ピッ
キングの場所から個数計数は
かりまでの距離を短くする必
要があります。それには、充電
式電池と無線通信を備えた移
動式個数計数はかりが最適で
す。人間工学的に最も快適に作
業できるように、個数計数はか
りを設置するには、コンパクト
型、壁掛け型、卓上型から選ぶ
ことができます。

直感的なユーザーメニューで
ルーチン作業におけるオペレー
タのミスと疲労を防止し、設定
可能なソフトキーにより、1 回
のキー操作で主要機能に速や
かにアクセスが可能です。個数
計数作業のガイダンスは、ユー
ザーの選んだ言語で実行され
ます。

計量システムで個数計数を実
施する場合、通常オペレータ
は指示計の表示に集中しなけ
ればならないため、プロセスの
スピードが遅くなりがちです。
colorWeight® ディスプレイは、
目標値に達すると異なる色を
表示するため、オペレータはす
ぐに認識でき、作業速度の向上
と時間とコストの節約も実現す
ることができます。

ミスを防止 スピードアップ
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動画で個数計数はかりをご覧ください :
   www.mt.com/ind-ics5-easy

平均単位重量の測定による
エラーの削減
基準（サンプル）を設定するために大量の材料を
手で数えるのは面倒で、エラーが起きる可能性が
あります。しかし、個数計数の精度を高めるには 
30 個以上のサンプリングが必要です。自動基準
最適化機能でエラーを削減し、精度の高い結果
を得ることができます。まず、手作業で 10 個を
数えて平均単位重量を設定します。次に、さらに
数個をはかりに載せます。その後、基準最適化機
能により自動的に再計算が行われ、より高精度な
平均単位重量を得ることができます。

主な特長と利点: 

 1 回のキー操作で主要機能に速やかに
アクセス

	バーコードリーダーや 
外部キーボードで、入力や 
データベースの呼び出しが簡単

	colorWeight® 表示により、目標値に 
到達したことが即座に分かる

	選択可能な言語：英語、中国語、 
ドイツ語、スペイン語、フランス語、 
イタリア語

	ソフトキーの割り当て、言語、ユーザー 
プロンプトのタイプ、ハードキーの 
ロックなど異なる 
ユーザープロファイルを管理
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何千もの部品を効率的に数えるには、多くのデータの迅速な処理
が要求されます。強力なデータベースとトランザクションメモリを
備えた個数計数はかりで日常の計数作業が簡単になります。また
すべての計数結果の記録とさまざまな形式での印字が可能です。

内蔵型データ管理機能
分析、追跡、文書化を実現

容易な文書化

ラベルのカスタマイズと完全な
文書化は、顧客のニーズを満
たし、Odette、AIAG、Galia など
の業界標準に準拠するための
重要なポイントとなります。メト
ラー・トレドの内蔵型の印字ソ
リューションは用途に応じて、
バーコード、品番、日時、顧客
のロゴなど、さまざまなフォー
マットの設定が可能です。ラベ
ル、ストリップ、フォームなど、
あらゆる印字に対応できるソ
リューションを揃えています。

設定可能なデータベースによ
り、計量データのモニタリング
と分析を簡単に行うことがで
きます。また、日付、時刻、オペ
レータ ID などを含むトランザ
クションメモリ内のすべての計
数結果について分析と追跡が
可能です。はかり内蔵または中
央（ホスト）の品目データベー
スには最大 30,000 品目を保
存でき、Microsoft® Excel® に
データの入出力を簡単に行え
ます。

バーコードリーダーで平均単
位重量などの品目情報を自動
的に呼び出し、個数計数を直
接開始することができます。ま
た、はかりを SAP などの IT シ
ステムに接続するか、USB メモ
リー、イーサネット、無線通信な
どを経由して、品目や作業デー
タの入出力が可能です。はかり
やデータベースの設定は PC 上
で簡単に行えます。

簡単なデータ分析と
完全トレーサビリティ

高速なデータ処理
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個数計数作業の自動化
梱包ステーションへの非効率的な移動を減らし、
さらに個数計数作業の工数を大幅に削減するた
めには、半自動計数ソリューションを使用して製
造機器で直接計数を行うことをお勧めします。
はかりは、コンベアベルトなど他社製の装置のコ
ントロールに加え、目標個数到達直後に即座に
充填の停止や切り替えをすることができます。ま
た、外付けライトや警報音によるオペレーターへ
の警告を設定することも可能です。さらに、バー
コードをスキャンするか品目 ID を選択するだけ
で、目標個数や平均単位重量等の許容誤差を品
目データベースから自動的に呼び出すことができ
ます。

主な特長と利点: 

 内蔵または中央のデータベースに、
最大 30,000 品目を保存可能

	全計数結果を簡単にモニタリング
できるトランザクションメモリ

	Microsoft® Excel® にデータベース
やトランザクションデータの 
入出力が簡単で、その後の 
統計分析も可能

	さまざまな方法で外部 IT システム
への接続が可能 

	事前定義とユーザー設定ができる 
印字テンプレート

	はかりの設定が簡単にできる  
PC ソフトウェア、DatabICS 動画で個数計数はかりをご覧ください :

   www.mt.com/ind-ics5-smart-data
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はかりを使用した個数計数のコンセプトは非常にシンプルですが、正確
かつ効率的に個数計数を実施することは難題です。単位重量の偏差など
のさまざまな要因が個数計数プロセスに影響を及ぼし、エラーを引き起
こすからです。適切なサンプリングを実施し、高精度な基準はかりを使用
することで、一貫して正確な数量を得ることができます。

正確な個数計数
一貫して信頼性の高い結果

Ex
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1 mg から 3,000 kg 
までの正確な計数

対象となる部品の最大重量と
最小重量によって、使用するは
かりの種類は異なります。さま
ざまな部品の個数計数をする
場合、2 台のはかりを使用す
ることで、精度と柔軟性が得ら
れます。平均単位重量を正確に
測定するには、0.1 mg の基準
はかりを接続し、0.6 kg から 
6 kg のはかりで小さな部品の
個数計数を行うことが推奨さ
れます。中程度の部品について
は、最大 600 kg まで測定でき
るベンチスケールで、重い部品
は最大 3,000 kg まで測定で
きるフロアスケールで個数計数
を行うことが推奨されます。

単位重量の偏差は、個数計数
作業で最もエラーを引き起こす
要因の 1 つです。単位重量に
偏差が起きる原因は、異なる機
械の使用、摩耗した工具類、原
材料の不整合、環境的な状況
の変化などによります。部品に 
1 パーセント以上の高い偏差が
ある場合、基準（サンプル）部
品の数を例えば 10 個から 30 
個に増やすことにより、エラー
の発生を半分に減らすことが
できます。

正確な平均単位重量の測定は、
個数計数はかりの分解能が適
切かどうかにかかっています。
高度な個数計数分解能を得る
ためには、繰り返し性の観点
から計量機器が高品質である
必要があります。メトラー・トレ
ドの個数計数はかりは、最大 
1,200,000d の証明済み計数分
解能を備え、1 % のプロセス許
容誤差で 0.05 g の最小参照重
量1) を実現しています。

単位重量の偏差に 
対応

信頼性の高い結果の
ための最高の精度
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主な特長と利点: 

	高分解能の基準（サンプル）はかりで、
最小参照重量を正確に計量可能1)

	自動基準最適化機能により、手作業で
数を数えずに参照個数を増やし、 
個数計数の精度を高めることが可能

	複数のはかりを使用して精度と 
柔軟性を高め、1 つのシステムで 
さまざまな部品の個数計数を実現

正確な参照重量 
正確な参照（サンプル）重量の計量は、正確な
個数計数に大きく影響します。高精度なはか
りを使用してサンプルを計量することで、個数
計数の精度を格段に高めることができます。
はかりの選択を間違えると後で大きなエラー
につながりますが、適切な基準はかりに投資
すれば、短期での投資回収が実現します。さ
らに、最小参照重量が小さければ小さいほ
ど、小さい部品の個数計数を行うことができ、
参照個数を減らすことができます。数える参
照個数が少なければ少ないほど、個数計数プ
ロセスで発生するエラーは少なくなります。

1) 10 ページに記載されている定義を参照

個数計数はかり選定のためのガイダンス
   www.mt.com/gwp-rec-counting

Good
Weighing
  PracticeTM

1
Evaluation

2
Selection

3
Installation

5
Routine

Operation

4
Calibration
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競争の激しい今日のビジネス環境において、スピードは非常に重要な要
素です。メーカーにとっては、エラーのない高品質な製品を製造するだ
けでなく、納期を厳守することが必須となります。直感的なユーザーメ
ニューで日常の個数計数作業を簡単に行える個数計数はかりシリーズを
ぜひお役立て下さい。一貫性のある結果を届けることができるのは、高
精度な計量技術です。

幅広い選択肢
高いスループットと一貫性

コンパクトスケール ICS4_5/ICS685: S サイズ（XS、SM）、L サイズ（LA）
アプリケーション 個数計数、統計計算、オーバー / アンダー重量チェック / 個数計数、基本

計量

データベース 品目データベース（最大 30,000 品目）、トランザクションメモリ（最大 
300,000 エントリ）、データベース管理用 DatabICS PC ソフトウェア

ディスプレイ グラフィックディスプレイ（ICS4_5/685）、colorWeight®（ICS465/685）、
フルカラーディスプレイ（ICS685）

筐体 堅牢なアルミダイキャスト、最大 IP65

寸法 XS、SM: 247x364x95-105 mm、LA: 357x404x110-120 mm

プラットフォームサイズ XS: 160x130 mm、SM: 240x200 mm、LA: 350x240 mm

インターフェイス RS232、RS422/485、USB ホスト/デバイス、イーサネット、WLAN、デジタ
ル I/O

プラットフォーム 最大 3 台まで計量プラットフォームを接続可能、SICSpro またはアナログ

製品名 ひょう量 最小表示 最小参照重量1) 最小平均単位重量2)

ICS__5k-0.6XS/f 0.6 kg 0.001 g 0.05 g 0.005 g

ICS__5k-0.6XS/DR/f 0.12/0.6 kg 0.001/0.01 g 0.05 g 0.005 g

ICS__5k-3XS/f 3 kg 0.01 g 0.5 g 0.05 g

ICS__5k-3XS/DR/f 0.6/3 kg 0.01/0.1 g 0.5 g 0.05 g

ICS__5k-6XS/f 6 kg 0.01 g 0.5 g 0.05 g

ICS__5k-6XS//DR/f 1.2/6 kg 0.01/0.1 g 0.5 g 0.05 g

ICS__5k-6SM/f 6 kg 0.1g 0.5 g 0.05 g

ICS__5k-6SM/DR/f 1.2/6 kg 0.1/1 g 0.5 g 0.05 g

ICS__5d-3SM/f 3 kg 0.5 g 2.5 g 0.25 g

ICS__5d-6SM/f 6 kg 1 g 5 g 0.5 g

ICS__5k-15LA/f 15 kg 0.1g 5 g 0.5 g

ICS__5k-15LA/DR/f 3/15 kg 0.1/1 g 5 g 0.5 g

ICS__5k-35LA/f 35 kg 0.1g 5.8 g 0.58 g

ICS__5k-35LA/ DR/f 7/35 kg 0.1/1 g 5.8 g 0.58 g

ICS__5d-15LA/f 15 kg 2 g 12.5 g 1.25 g

ICS__5d-35LA/f 35 kg 5 g 30 g 3 g

1) 2s（2 つの標準偏差 / ケースの 95.4 % 以内）で 1 % のプロセス許容誤差を使用した時のはかりが設定可能な最小参照重量
2) 最小平均単位重量 = 最小参照重量 / 2s で 1 % のプロセス許容誤差を使用した時の参照個数（10 個）  
より小さい平均単位重量を求めるには、参照個数が増えます。

ICS__5 XS サイズ

ICS__5 SM サイズ

ICS__5 LA サイズ

ICSS4_5、 
ICS685 指示計
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K ラインプラットフォーム
テーブル、スタンド、フロアに取り付けられる高精度なはかり。過
酷な産業環境でも使用可。基準はかりまたはバルク用はかりと
しても使用可。
ひょう量 3～3,000  kg 
最小表示 0.01～50  g
最小 参照 重量 0.25～250 g
プラットフォーム寸法  280 × 350 mm ～  

1500 × 1500 mm

M ラインプラットフォーム
テーブル、スタンド、フロアに取り付けられるはかり。 
過酷な産業環境でも使用可。基準はかりまたはバルク用はかり
としても使用可。
ひょう量 15～3,000  kg
最小表示 1～1000  g 
最小 参照 重量 10～2000 g
プラットフォーム寸法  280 × 350 mm ～  

1,500 × 1,500  mm

PBD655 プラットフォーム
テーブル、スタンド、フロアに取り付け可能で、バルク用はかりと
しても使用可能なはかり。
ひょう量  6～600  kg 
最小表示 1～200  g
最小 参照 重量 5～500 g
プラットフォーム寸法 240 × 300 mm ～ 600 × 800  mm

PFA574 / 575 フロアスケール
塗装鋼または亜鉛メッキ鋼のフロアスケール / ラック取り付け
スケール。過酷な産業環境でバルク用スケールとしても使用可。
ひょう量 300～3,000  kg
最小表示 100～1,000  g
プラットフォーム寸法  1,000 × 1,000 mm ～  

1,500 × 2,000  mm

パレット / パレットトラックスケール、ローラートップ
はかりの設計や移動性、計量性能に対する特別な要件が
ございましたら、お気軽にご相談ください。お客様の用途
に最適なソリューションをご提案いたします。  

ひょう量 300～3,000  kg 
最小表示 100～1,000  g

X204S / X404S 基準はかり
軽量部品用の基準はかり
製品 ひょう量 最小表示 最小 参照 重量
X204S 200  g 0.0001  g 0.02 g
X404S 400  g  0.0001  g  0.03 g
プラットフォーム寸法: 90  mm Ø

PC 指示計: IND890
アプリケーション  個数計数、統計計算、オーバー / アンダー重量チェック / 

個数計数、プログラム / カスタマイズ可能なアプリケー
ション

ディスプレイ  3 サイズ: 10.2"、15.4"、18.5"、ワイドスクリーン TFT ディ
スプレイ

ハウジング ステンレス鋼 IP69k
インターフェイス  RS232、RS422/485、USB、イーサネット、WLAN、デジタル 

I/O
プラットフォーム  最大 4 台の計量プラットフォームを同時接続可、IDNet、

SICSpro、アナログ

個数計数はかり選定のためのガイダンス
あらゆるプロセス要件に対応する適切な個数計数ソリューションを選定するため、メトラー・トレドは Good Weighing 
Practice™（GWP®）という独自の適格性評価サービスを開発しました。GWP® は、プロセスの許容誤差、部品の重量と偏差
などを考慮しながら、専門的なノウハウを活用して適切な個数計数用はかりの選定をサポートします。

    www.mt.com/gwp-rec-counting
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www.mt.com/count
詳細はウェブサイトをご覧ください。

製品の仕様は予告なく変更することがあ
りますので、あらかじめご了承ください
© 06/2013 Mettler-Toledo AG
Printed in Switzerland
MarCom Switzerland
MTSI 44098533

最新の情報とノウハウ
  www.mt.com

アプリケーションのノウハウ
メトラー・トレドは、さまざまなカタログやガイドをご用意しています。
プロセスを改善するための総合的な情報として、ぜひご活用ください。

個数計数のノウハウ     www.mt.com/count
個数計数はかり選定のためのガイダンス   www.mt.com/gwp-rec-counting
製造業向けコンピテンスカタログ    www.mt.com/manufacturing
自動車産業のための計量ガイド      www.mt.com/ind-automotive

バリューカルキュレーター
バリューカルキュレーターをダウンロードして、節約可能な経費を計算してみて
ください。
  
  www.mt.com/counting-calculator
  www.mt.com/ind-colorweight-calculator

ウェビナー
メトラー・トレドは、弊社の専門家と直接話ができるライブウェビナーと、録
画映像によるオンデマンドウェブキャストの両方をご用意しています。1 日 24 
時間いつでもご利用いただけます。

  www.mt.com/ind-counting-webinars

メトラー・トレド株式会社
産業機器事業部
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 
池之端日殖ビル1F
TEL: 03-5815-5513
FAX: 03-5815-5523


