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研究開発 品質管理

スケールアップ＆製造

研究開発

当社の精密機器は世界中の
研究開発、品質管理の基本
となっています。高性能計
量ソリューションは確実な
研究開発成果を実現するた
めの基礎となり、ピペット
はライフサイエンス研究に
不可欠なツールとして活用
されています。また、熱分
析装置は材料の研究開発や
製品の品質管理に役立ちま
す。オートケムソリュー
ションは、新規化学物質の
開発を加速します。

品質管理 

品質管理では、高速で正
確な分析的測定と優れ
たデータ管理が重要で
す。当社の分析天びん、
滴定装置、密度計・屈折
率計、融点測定装置、ピ
ペットは、お客様の用途
に合わせてカスタマイズ
することができ、完全に
文書化されたワークフ
ローを実現します。

スケールアップ＆製造

液体の測定において重要なパラ
メータであるpHや酸素レベル、
水の導電率や比抵抗率、全有機
体炭素などの信頼性の高い測
定を可能にするセンサは、一貫
した製品品質の確保と規制準
拠を確実にします。さまざまな
変換器と豊富な接続オプショ
ンにより、データの収集や制
御システムへの統合を効率的
かつ柔軟に実施することが可
能です。

メトラー・トレドのソリューション
お客様のバリュー・チェーン全体を通して
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物流・ロジス
ティクス 食料小売

パッケージング製造と充填

物流・ロジスティクス

当社の車両用計量システム
は、ユニークな設計と遠
隔診断機能により、最高レ
ベルの精度を提供し、予期
せぬダウンタイムを防止す
ることができます。迅速さ
が求められる運送業におい
て、インモーション計量、
寸法測定、識別ソフトウェ
アは、処理量を増大させ、
収益回復の機会を提供し 
ます。

製造と充填

メトラー・トレドは、製造プ
ロセスの制御と監視の、さま
ざまなサイズや種類の産業
用スケール、指示計、および
ソフトウェアを提供していま
す。調合や個数計数などさ
まざまなアプリケーション
に特化したソリューション
が、生産性を向上させ、エ
ラーを低減します。

パッケージング

製品検査ソリューション
は、製品の品質、安全性、
内外部の完全性を保護する
のに役立ちます。当社の金
属検出、重量チェック、X
線およびビジョン検査シス
テムにより、製品品質の維
持、業界標準への適合、消
費者とブランドの保護を実
現します。

食品小売店

小売店における荷受から
チェックアウト・カウン
ターまで、計量、梱包、値
付け、包装、ラベル付けソ
リューションにより生鮮食
品の処理作業を効率化しま
す。インターネット接続が
可能なはかりにより、店内
マーケティング、生鮮商品
の管理、プロモーションな
ど多くの作業が驚くほど容
易になります。

メトラー・トレドのソリューション
お客様のバリュー・チェーン全体を通して
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革新的分析

不可能とされてきた従来の限界を押し広げることは、研究開発にお
ける偉大な発見のために不可欠です。メトラー・トレドは、最高精度
の測定ツールを提供するだけでなく、多くの新しい革新的技術を提
供して、研究作業のスピードアップを容易にします。また超高速の物
質分析から最高精度の計量、完全に自動化された有機合成、人間工
学に基づいた液体処理にいたるまで、多くの重要なラボ・ツールを最
先端の科学者に提供します。

EasyMaxとReactIRによる 
効率的な有機合成 
当社のソリューションは新製
品の実現可能な合成ルートの
発明を手助けし、化学者の革
新的な成果を実現します。さ
まざまな潜在的な合成ルー
ト、出発原料、構成要素、反
応条件を素早く評価すること
によって、化学者は適切な量
の目標の化合物を安全に生成
することができます。

Flash DSCによる 
超高速DSC測定
当社は、材料特性の評価に不
可欠な、さまざまの熱分析装
置を提供しています。独自の
Flash DSC測定装置は、最大
2,400,000K/分というきわめ
て高い昇温速度で測定するこ
とができます。Flash DSC 1は
結晶化挙動の研究にも最適な
ツールです。

化学合成と反応解析 包括的な材料特性 
の評価

人間工学に基づく 
手動ピペット

楽なピペット操作を 
実現するLTS
ピペット操作は、実験室で最
も多く繰り返される作業の 
1つであり、疲労や損傷のも
とになる可能性があります。
当社ピペットの特許取得済み
LiteTouchシステムは、ピペッ
ト・チップを押し出すのに必
要な力を最小にして、ピペッ
ト操作を大幅に容易にし、損
傷を防止します。
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高精度計量 

迅速に高精度計量を
当社の分析天びんとミクロ天びんは、最
小表示0.0001 mgから、比類なき計量
性能です。微量サンプルを計量の際、サ
ンプルが極めて貴重な物質の場合、大き
なコスト削減につながります。

 www.mt.com/balances

研究開発のための  
ソリューション  

分析天びん
pHメータ
ピペット 
UV/VIS分光光度計 
熱分析装置 
融点測定装置
In-situ FTIR反応解析
合成ワークステーション
反応熱量計
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品質管理のための
信頼性の高い結果

信頼性の高い結果を効率的に得ることは、品質管理ラボにおい
て非常に重要です。メトラー・トレドは、優れた結果を提供する
だけでなく、お客様の要件に完全に適合するソリューションの提
供、操作の簡便化、SOPおよび法規制への完全対応をサポートし
ます。

迅速で信頼性の 
高い計量

エルゴクリップとスマートグ
リッドにより計量プロセスの効
率アップ
当社の分析天びんは、信頼性
の高い結果を提供でき、かつ
円滑で安全な操作ができま
す。エルゴクリップは計量室
内でほぼすべての形状の容器
を支え、スマートセンスによ
り、触れることなく風防ドアの
開閉ができるため汚染を防止
できます。スマートグリッドは計
量を迅速にし、かつ天びんのク
リーニングを容易にします。

滴定、密度、屈折率、pHの円滑
なワークフロー 
同一サンプルの複数のパラ
メータを測定することは多く
あります。当社の密度・屈折
率計は、当社のpHおよび滴
定ソリューションに完全に統
合することができ、高速で信
頼性の高いワークフローを提
供します。One Click（ワン
クリック）ユーザーインター
フェイスにより、操作が容易
でユーザーが機器を操作する
必要性を大幅に削減します。

効率的な 
マルチパラメータ測定

適合性のサポートとレポート 
の改善に役立つLabXソフト
ウェア
LabXソフトウェアソリュー
ションは、すべてのメソッ 
ド/SOPを追跡し、異なる機
器でそれらが正確に実行され
ることを保証します。さらに
LabXは、法規制の遵守を完全
にサポートし、包括的なデー
タ分析と柔軟性のあるレポー
トを提供します。

完全なデータの 
透明性と適合性 
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品質管理のための  
ソリューション

自動滴定装置
分析天びん
上皿天びん
密度・屈折率計
水分計
融点/滴点測定装置
UV/VIS分光光度計
pHメータ
ピペット

ワンクリック・オートメーション

生産性の増大と簡単なワークフロー
One Click（ワンクリック）ユーザーイン
ターフェイスと当社のモジュラ―型自動化
ソリューションにより、滴定の高度な自動
化が可能です。オペレーターはサンプル配
置後にボタンを1つ押すだけで測定を開始す
ることができます。

 www.mt.com/one-click-titration
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柔軟性のある分析

ガス分析 
ソリューション

安全性とプロセスの制御
爆発や製品の劣化を防止する
ために、多くのプロセスにお
いてガス検知は必須です。当
社は、高い測定性能と長期
安定性を実現する耐久性の
高い、低メンテナンスタイプ
のin situ (インライン測定)ソ
リューションを提供します。

水質の保証
製薬、発電、マイクロエレク
トロニクスの多くのプロセス
では水の純度がきわめて重
要です。当社のpH、酸素、
オゾン、導電率、全有機炭素
センサは、連続したリアルタ
イムの水質保証を可能にし、
最も厳しい法規制にも対応し 
ます。

純水・超純水分析  
ソリューション 

メトラー・トレドは、液体を扱う工業プロセス、気相アプリケーション、 
純水/超純水製造における測定と制御に使用される堅牢かつ高性能なソ
リューションを開発・製造しています。当社のシステムは、pH、導電率、溶存
酸素、気体酸素、微生物汚染レベル、TOCなど、広範なパラメータに対応し
ており、生産性、プロセスの信頼性、安全性向上のためのインテリジェント
センサと変換器もこれらのシステムに含まれています。

プロセス稼働率の増加
インテリジェントセンサマネ
ジメント(ISM)機能を搭載し
たインラインのpH、酸素、
二酸化炭素、濁度、導電率セ
ンサは、より正確な測定と、
変換器との安定した通信を行
います。また、お客様それ
ぞれの要求に応じてカスタマ
イズすることが可能です。さ
らに、ISMの予防的メンテナ
ンス機能によってプロセスの
稼働率と歩留まりが向上し 
ます。

液体プロセス分析 
ソリューション
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インテリジェントセンサマネジメ
ントとマルチパラメータ変換器

未来の測定システムが今ここに
当社のインテリジェントセンサマネジメン
ト(ISM)は、お客様の長年の要望を満たす
製品として開発されました。ISMは、セン
サや変換器に最新のデジタル技術を採用し
ており、ISM機能を搭載していないシステ
ムでは不可能な性能、信頼性、メンテナン
ス上のメリットを実現します。マルチパラ
メータ変換器は、1台でさまざまなプロセ
スやパラメータに対応できるため、機器へ
の投資とトレーニングを減らすことができ
ます。

 www.mt.com/pro

スケールアップと製造のための  
ソリューション 

分析インラインセンサ
変換器
センサハウジング
洗浄/校正システム
システム統合
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製品品質を向上させる 
最高の精度
充填する容器がバルク容器、ド
ラム、バイアルなど何であって
も、高速かつ高精度で繰り返し
性のある結果を提供します。プ
ロセスを停止させることなく、 
1日24時間/週7日体制の一貫性
のある混合が可能です。バッチ
処理ソリューションは、一貫性
のある高速の混合を保証しま
す。柔軟性と高い計量精度を
備えたこれらのソリューション
は、連続的に変化し続けるアプ
リケーションにも対応します。

安全性と生産性を 
同時に向上
メトラー・トレドの危険場所向
けソリューションは、お客様に
安心を提供します。本質安全防
爆構造の計量システムは、さま
ざまなサイズ、形状、ひょう量
を備えた計量ソリューションに
対応します。また最新の衛生設
計ガイドラインにも準拠し、高
圧洗浄に対する耐性も備えて
います。

一貫性のある充填と
バッチ処理 

危険場所、規制適合 計量モジュールと 
ロードセル

高い計量性能と 
容易な統合
ロードセル、計量センサ、計
量モジュールは、タンクやサ
イロの計量、コンベア計量や
プロセス制御など、工業計量
ソリューションにおける重要
な要素です。当社の豊富な
ロードセル、 計量モジュー
ル、変換器、指示計は、基本
的な計量アプリケーションか
らグローバルな品質および安
全標準に準拠した高速のイ
ンモーション計量に対応し 
ます。

メトラー・トレドの産業用ソリューションとサービスは、受け入れから発送
までの業務を最適化し、製造、最終工程での製品検査、物流のためのソ
リューションまで提供します。プロセスの効率と信頼性の向上のためにプ
ロセスが最適化され、その結果、製品の品質向上、プロセスの迅速化・自
動化、生産性向上、法規制遵守などが実現します。

製造と充填のための
包括的計量ソリューション
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産業用はかり

製品の品質改善、生産性の向上、 
法規制コンプライアンス
当社はお客様のプロセスやアプリケーション
を重視し、あらゆる工業環境やアプリケーショ
ンに適した多様なはかりを提供します。

 www.mt.com/industrial

製造と充填のための
包括的計量ソリューション

製造のための ソリューション 

ベンチスケール
コンパクトスケール
個数はかり
フロア、パレット、 
低床型はかり
重量チェック用はかり
危険場所用ソリューション
計量モジュールとロードセル 
指示計



CI Vision, acquired last year, successfully expanded our 
product inspection offering with in-line vision inspection. The 
equipment allows customers to inspect containers at high 
speeds by taking a photo and then analyzing the image to 
detect defects, improper labeling and incorrect filling. We are 
growing this business with our global distribution and appli-
cation know-how. 

Strategic Acquisitions
for Customer Brand Protection 

15
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Safelineの混入物検出システム
は、金属検出やＸ線検査技術
で製品の安全性を保証するの
に役立ちます。
また、X線検査システムは幅
広いインライン品質チェック
を実行して、製品およびパッ
ケージの完全性を保証するこ
とが可能です。
同時に、それらは内外部で
トータルな製品品質を提供し
ます。

金属検出と X線検査 ビジョン検査

ビジョン検査システムは、製
品が一貫してメーカーの規定
の品質標準や仕様を満たすこ
とを保証します。CI-Visionシ
ステムは、多様なパッケージ
と製品の検査を可能にし、常
に完全な製品を提供すること
ができます。
さらに、医薬品包装ラインで
のシリアライゼーションや光
学検査機器のための包括的ソ
リューションを提供します。

パッケージングにおける 
製品の安全性を保証

メトラー・トレドは、スタンドアローン型または完全統合型
の製品検査システムを提供して、製造要件の課題に対応し
ます。当社のソリューションは、製品の内部と外部両方の品
質、安全性および完全性を保証します。

統合型製品検査モニタリング
の4つの側面である生産性、
製品品質、安全性および明瞭
さが、ProdXソフトウェアソ
リューションに一体化されて
います。重要管理点（Critical 
Control Point）を監視すること
でお客様の信頼を得ることが
できます。ProdXは常に性能
を監視し、ユーザーの製品検
査装置が長期にわたり最適か
つ効果的に動作することを保
証します。

製品検査モニタリング
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パッケージング  
ソリューション

金属検出
X線検査
重量チェック
ビジョン検査
トラック &トレース
シリアライゼーション

重量チェック

Garvens重量チェックシステムは、100%
の品質管理を提供するため、安心が得られ
ます。これらの検査システムは標準システ
ムの他に、各メーカーの特定のアプリケー
ションや環境に合わせてカスタマイズする
ことも可能です。これらの検査システム
は、品質規格への適合と産業規制の遵守へ
の一助となります。

 www.mt.com/pi
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トレース可能で安全
当社の在庫管理システムは、
サプライチェーンの全段階で
の完全な在庫管理のために、
すべての対象物の寸法、重量
およびIDを自動的に収集しま
す。タンク、サイロ、ホッ
パーの正確な在庫管理におい
ては、計量も重要です。タン
クの形状は関係ありません。
計量モジュールはタンクの外側
に設置されるため、内部に貯
蔵された刺激物、危険物質、
または高温の物質に接触しま 
せん。

収益の保護
最終的な効率および採算性を
最適化するためには 完全な
データ・プロファイルがキー
ポイントです。当社の寸法測
定・計量・識別ソリューショ
ンは、高速の読み取りと最大
収益回復のために、あらゆる
形、大きさ、面をもつ製品の
正確な測定を提供します。

在庫管理 高速で正確な測定 アップタイムの向上

正確で高信頼性
計画外のダウンタイムや計
量エラーは、厳しい環境で
のトラック計量において頻
繁に発生します。しかし、
POWERCELL PDXデジタルロー
ドセル・ネットワークは、ダ
ウンタイムや計量エラーの主
な原因を取り除きます。この
独自技術は、企業の生産性能
の維持とともに、高度な正確さ
により利益の保護にも役立ちま
す。

あらゆるターミナル、倉庫または流通業務にとって、スピード、アップ
タイム、精度は非常に重要です。メトラー・トレドの計量、寸法測定・識
別ソリューションは、あらゆる条件において堅牢かつ高精度であり、
最大の稼動効率と読み取り速度を提供します。

物流・ロジスティクスのための
高速で信頼性の高い測定
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物流・ロジスティクス  
ソリューション  

フォークリフトスケール
トラックスケール
レールスケール
航空貨物用はかり
郵便アプリケーション
パレット/小荷物の寸法測定
在庫管理システム

寸法測定、計量、識別

同時に寸法、重量およびIDが測定可能
重量、寸法およびIDは、運送・物流産業での計画と請
求業務のための基本的パラメータです。当社ソリュー
ションは自動化を推進し、生産性、精度および最終的
には収益を改善します。当社の全システムは、各国で
承認されており、最大の収益確保とお客様からの信頼
を確実にします。

 www.mt.com/transport
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生鮮食料品は食品小売業者にとってますます重要な成功
要因となっており、顧客の安心を得るためにの重要なツー
ルといえます。当社の計量ソリューションは、ERPシステム
内へのシームレスな統合、革新的な販売促進のための迅
速なサービス・プロセスとプラットフォームを提供すること
で、ユーザーが持続可能な生鮮食品事業の成功をサポー
トします。

高い柔軟性、シンプルで効率
的当社は手動装置から高度に
自動化されたソリューション
まで提供し、すばやく簡単な
生鮮食品の包装およびラベル
付けを実現します。また、当
社の「ラベル・グリーン」コ
ンセプトにより、サステナビ
リティ（持続可能性）へのコ
ミットメントを実証すること
ができます。

人間工学的で堅牢なデザイン 
肉・魚から果物・野菜にいた
る、あらゆる種類の生鮮食品
のための理想的な計量機器を
ご提供します。多種多様なは
かりが、生鮮食品カウンター
とセルフサービス・コーナー
の両方で簡単なタッチスク
リーン操作を提供します。

事前包装とラベル付け 生鮮食品の計量 チェックアウト計量

効率的で顧客重視
使いやすい当社のチェックア
ウト機能およびPOSディスプ
レイによって、あらゆる主要
なチェックアウト作業におけ
る最高の要求が満たされま
す。待ち時間なしの迅速な計
量およびPOS処理量。

食品小売事業のための 
統合型ソリューション
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お客様の店舗でのコンテクスト・マーケティング

視覚的な商品の売買
当社のカウンターやセルフサービス用はかりのディスプレイに
表示される電子表示アプリケーションによって、顧客が購入し
ようとするその瞬間にアピールすることができます。 

 www.mt.com/retail

食品小売事業のための 
ソリューション

価格ラベル付け 
包装システム
包装機器
カウンタースケール
セルフサービススケール
チェックアウトスケール
基本的なはかり



Novel photovoltaic module technologies made it possible to construct an emission-free 
airplane and the successful 24-hour flight of a solar powered airplane is no longer just 
a vision! Solar cells offer a clean and sustainable source of power that demands high 
standards. Material studies are key features used in the constant improvement of module 
efficiency and lifetime where water analysis plays a major role.

Solar technology pioneer
The world of solar cells is a broad field with an immense potential for exploration and inno
vation. The world famous project ‘SOLAR Impulse’, which aims to pilot an airplane around 
the world solely powered by sunlight, is a challenging task waiting for realization. The official 

EPFL (École polytechnique  
fédéral de Lausanne)
Pioneering work in  
solar technology

Karl Fischer C30

Enhance Solar Cell Lifetime
With Automated Titration Analysis
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www.mt.com/metaldetection
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Introduction
The biggest challenge for weighing instruments is weighing small samples with reliable accuracy. Know-
ing the minimum weight of the instrument solves this issue. In addition, regular performance verification 
ensures the continuous validity of weighing results. Both minimum weight determination and performance 
verification are  fundamentals of successful quality assurance of weighing processes.

Assured Accuracy – Determination of the Minimum Weight and Regular Calibration
Accurate results are results that fulfill quality requirements and stay within acceptable limits. In  weighing, 
this means that the measurement uncertainty when weighing a sample should always be smaller than the 
 required weighing accuracy. This rule is particularly important when weighing small samples, since relative 
measurement uncertainty increases with smaller sample sizes (figure 1). Every weighing instrument has 
such an accuracy threshold – the so called minimum weight. The determination of the minimum weight is 
the most crucial factor in the quality assurance of weighing processes. As long as the user weighs above 
the minimum weight, the accuracy requirements are met.

Measurement uncertainty and thus the minimum weight are affected by various factors, such as the 
 location of the balance or its environment. Therefore, it is important that the minimum weight is assessed 
in regular intervals. Changes in environment and other unforeseen effects in-between two calibrations can 
be eliminated by  applying a safety factor for the calculation of the minimum weight.  
(See also “Safety  Factor”).

Regular Performance Verification of Weighing Equipment
In addition to calibration and minimum weight determination, simple user tests need to be performed at 
regular intervals to continuously monitor and document the weighing performance of the equipment. This 
ensures the validity of weighing results and minimizes unexpected deviations.

Figure 1: 
Typical behavior of measurement 
uncertainty across the weighing 
range of a balance.

Sample Weight mS  [g]

Absolute
Uncertainty

Relative
Uncertainty

Relative uncertainty increases
as sample mass decreases

rel

[%]

0 Max

For small sample weights, the 
relative weighing uncertainty can 
become so high that the weighing

result is no longer accurate. 
This accuracy limit of the instrument 

is the minimum weight.

Quality Assurance
of Weighing Processes

GWP®

 Good Weighing Practice™
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s 効果的ソリューションの 
知識とツール

当社の正式ガイドブックは、
プロセス改善が重要な業界に
おけるさまざまなベストプラ
クティスを提供しています。

例：金属検出ガイド
 www.mt.com/pi-guides

技術ガイドブック ホワイトペーパー 
(技術資料)

アプリケーション資料

当社はすべてのソリューショ
ンに対して包括的なアプリ
ケーションサポートを提供し
ます。例えば、滴定アプリ
ケーション・データベースだ
けでも、関連するすべての工
業分野に対して300を超える
アプリケーションを保持して
います。

例：滴定アプリケーション
 www.mt.com/titration_applications

例：水分率アプリケーション
 www.mt.com/moisture

化学のR&D（研究開発）から
調合プロセスにおける生産性
改善まで、豊富なホワイト
ペーパーにて革新的ソリュー
ションをご紹介しています。

 www.mt.com/whitepapers

メトラー・トレドは、豊富な無料のツール、最新技術に関する
ドキュメント、アプリケーションノート、トレーニングを提供し
ています。当社ウェブサイトwww.mt.comに掲載しているノ
ウハウやベストプラクティスをぜひご覧ください。
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メトラー・トレドは、ウェブ上のセミ
ナー（ウェビナー）を豊富に提供し
ています。そのトピックは、プロセ
ス最適化のためのアプリケーショ
ン、高度なテクニックなど幅広く、
学会や業界を代表する専門家によ
るプレゼンテーションも含まれてい
ます。ウェビナーには、ライブウェ
ビナーと即座に視聴できるオンデ
マンドウェビナーがあります。

ウェビナーの詳細情報：
 www.mt.com/webinars

ウェビナー

ケーススタディ、アプリケーション

定期発行ニュースレター
当社では、主要産業に関するニュースレターをはじ
め、分析化学や材料特性評価などの特定トピック
に関するニュースレターを定期的に発行していま
す。次のウェブページで、興味深い科学文献をぜひ
ご覧ください。

 www.mt.com/whitepapers

Weighing and Analysis in the Laboratory

14
News

Petrochemicals
Analytical solutions in the laboratory

Critical mechanical systems, such as the wings of an aircraft, brakes in a 
car or pistons in an engine can corrode or malfunction if the lubricants and 
oil contain too much water. Quantitative water determination is a critical 
activity during the development and production of these substances. Vari-
ous analytical methods have been developed over time to cope with this 
issue. The newest method is actually the past revisited.

Long before the ascent of Karl Fischer ti-
tration, today’s water determination meth-
od of choice, Edward Dean and  
David Stark developed a method using 
azeotropic distillation with toluene utiliz-
ing the fact that toluene is immiscible with 
water and also has a lower density and a 
higher boiling point than water. 

Historic Dean-Stark distillation
Oil used to be weighed and mixed with 
toluene in a Dean-Stark apparatus. Subse-
quent heating caused the water to evapo-
rate along with some toluene. Condensa-
tion and the subsequent separation of tol-
uene and water happened in a graduated 
flask so that analysts could read the vol-
ume and calculate the water content of the 
original sample. The Dean-Stark method 
is still used today to determine substantial 

amounts of water (typically no less than 
1%), but is inaccurate due to its reliance 
on visual water volume determination. It 
is also very time consuming, requiring a 
high level of manual interaction and tol-
uene.

Advantages of Karl Fischer
Many lubricants contain additives making 
them unsuitable for direct analysis in a 
Karl Fischer titrator due to side reactions. 
Used engine oils can be directly analyzed 
but require frequent reagent and chemical 
changes wasting time and money. Drying 
ovens, in conjunction with a Karl Fischer 
titrator, offer a solution but require high 
temperatures, are often time consuming 
and can experience tube blockages due to 
the evaporation of other volatiles, which 
can ultimately lead to system failure. 

Improved Water Analysis of Oils
Combining Two Techniques

Edition 01/2012
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あらゆる環境において機器本
来の性能を最適化できるた
め、お使いのプロセスから正
確で精度の高い結果を得られ
ます。

• 規格に沿った設置
• 設定と構成
• 定期保守
• ソフトウェアサポート
• 計測器と処理の最適化
• アプリケーションサポート

法規制や業界標準に完全に準
拠し、常に必要条件を満たし
た結果をご提供します。いつ
でも安心してご利用いただく
ことができます。

• 校正と各種証明書
• コンプライアンスの検証
• 計量サポート
• 適合性検証と妥当性検証
• 文書作成とテスト

パフォーマンス コンプライアンスアップタイム

場所や時間を問わず必要なと
きにサポートを受けられるた
め、機器とプロセスのアッ
プタイムが最大限に高まり 
ます。

• オンサイト、およびデポ修理
• 消耗部品
• スペアパーツおよびキット
• 機器の分解および総合調整
• 遠隔監視および診断

メトラー・トレドのサービスチームは、お客様の機器を最大限に生か
すことによって、お客様のビジネス・ニーズを満たす方法を熟知して
います。世界中に点在する何千人もの専門家チームが、お客様にその
経験と技量、ノウハウを駆使してお客様を強力にサポートします。

メトラー・トレドは、ユーザーの投資を最大化するのに必要な
最適な機器のアップタイム、パフォーマンス、コンプライアン
スおよび専門技術を保証します。

お客様のニーズを満たす 
4つのバリュー
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Good Measuring Practices

機器のライフサイクルを通して 
計測の信頼性維持をサポート
Good Weighing Practice (GWP®)をはじめとする当社
のGood Measuring Practices (GP)は、日常点検等の
管理コストを最小限に抑えながら、測定の不確かさ
を明確にし、日常点検を最適化することにより、お
客様の測定結果の信頼性維持をサポートします。GP
は、システムの効率化を目的としたカスタマイズ製
品のサービスから、適正性評価等の専門技術、専門
知識を要する据付、適正な校正および日常点検の最
適化に至るまで、幅広いサービスを提供します。

 www.mt.com/gp

ニーズにあわせたトレーニン
グとセミナーを通じて、オペ
レーターの効率と専門技術を
高めます。

• 基本ユーザーと技術的な 
トレーニング

• 高度なアプリケーション 
研修

• コンサルティングおよび 
カスタマイズ

• プロセスのシステム統合
• より高度なセミナーのご提供
• 各種ドキュメント及びダウ
ンロード

専門技術
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当社は、世界中のお客様に対し
て、業界でも最大規模の販売およ
びサービス・ネットワークを通じ
てサービスを提供しています。工
場でトレーニングを受けた6,500
人を超える専門家がお客様をサ
ポートし、作業プロセスをさらに
効率的、経済的に変革し、安全性
と信頼性を高めます。地域のチー
ムがお客様と緊密な関係を維持
し、さまざまなユーザーの要件に
合わせたサポートとサービスを行
います。

大規模で経験豊富な 
サポート部門

ラボ用機器には、信頼できるパートナーが必要です。お
客様の実験室での作業プロセスに真の価値を付加する
製品を開発するための能力とノウハウを備えたパート
ナー、それがメトラー・トレドです。真にグローバルな存
在であり、どんなに遠く離れたお客様であってもサービ
スが可能なだけではなく、いつでもどこでも、必要なア
プリケーションサポートと技術アシスタントを提供する
ことができます。

世界的に展開する
フィールドサポートと
サービス



メトラー・トレドは、39カ国にある販売とサービス部
門、および世界中で厳選された販売、サービスパート
ナーを通じて、世界中のお客様に製品とサービスを提
供しています。製品は、米国、ヨーロッパおよび中国
の各地で開発・製造されています。
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当社は、世界各地に点在する
マーケティング組織と世界中で
厳選された販売、サービスパー
トナーとともに、世界100ヶ国
以上のお客様に製品とサービス
を提供しています。

メトラー・トレドの販売・サービス拠点
 www.mt.com/global-presence

グローバル・プレゼンス

6500 
人以上の工場研修を修了し
たサービスと販売スペシャ 
リストが世界各地で活躍
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