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マスフローメータ／コントローラ

校正サービス
MFC99T

概　要
アズビル製マスフローメータ／コントローラの引取り校正を行
います。
流量標準器との器差の報告に加え、流量調整も可能です。

校正内容
対象機種 *1 MQV（9005、9020、9050を除く）

CMS（1500、CMS****BPRNを除く）
校正流量範囲 最小：2〜200mL/min　　最大：4〜500L/min
校正温度 23±3℃
流量標準器 熱式流量計（高精度モデルのみ音速ノズル式）
校正流体 清浄空気
合否基準 各製品の仕様に記載されている精度
実施項目 *2 ・校正

・校正成績書の発行
・調整／再校正および再校正時の校正成績書発行（オプション）
・トレーサビリティ証明書の発行（オプション）

*1  いずれも標準品が対象です。特殊対応品の校正可否についてはお問合せください。
*2  点検／オーバーホール／修理は校正サービスには含まれません。
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校正サービス形番 （本サービスをご依頼いただく際は、下記より選択いただき形番にてご用命ください）

例）MFC99T-V2B0000D0

基本形番 機種
付加
1

付加
2

付加
3

付加
4

付加
5

付加
6

付加
7

内　容

MFC99T- 気体流量計校正サービス

V2

MQV

標準ガス／酸素／準標準ガス
（形番11桁目がNまたはSまたはE）

MQV9200/9500/0002/0005/0020/0050/0100BC

V3 MQV0050/0200/0500JK

V5 水素・ヘリウム
（形番11桁目がH）

MQV9500/0005/0010/0050/0200BC

V6 MQV0500/1000JK

V7 高精度
（形番11桁目が1または2）

MQV9200/9500/0002/0005/0020/0050BC

V8 MQV0200/0500JK

S1

CMS

標準ガス／酸素／準標準ガス
（形番11桁目がNまたはSまたはE）

CMS9500/0002/0005/0020/0050 *1

S2 CMS0200/500

S3 水素・ヘリウム
（形番11桁目がH）

CMS0010/0050/0200

S4 CMS0500/1000/2000

0 校正のみで調整無し

A 仕様精度から外れていた場合調整／再校正を実施

B 仕様精度の70％から外れた場合調整／再校正を実施

0 （標準） 校正した結果により、付加1での条件に従い、自動で調整を実施 *2

1  仕様精度から外れていた場合は自動調整せず、作業を保留して報告する。 *3

0 なし

0 なし

0 なし

D 校正成績書のみ

Y 校正成績書＋トレーサビリティ証明書

0 なし

*1 CMS****BPRN（樹脂モデル）は対象機種に含まれません。
*2 校正成績書は製品に同梱します。
*3 付加1「A」との組み合わせはできません。 

校正結果が仕様精度から外れていた場合は作業を保留しますが、校正結果が仕様精度内の場合は付加1で指示された条件で調整を実施します。 
調整した場合は調整前後の校正成績書を製品に同梱せず、別に送付します。
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校正フロー

見積依頼（本資料巻末のお見積依頼シートを記載ください）

ご発注

製品にお客様が取付けられた
継手や治具は、取外してください。

6ページの「安全チェックシート」に必要事項を記載
製品に添付してアズビル販売員へ校正依頼

アズビル校正作業

■ 付加2で「1」を選択されたお客様■ 付加2で「0」を選択されたお客様

校正結果が「NG」の製品については校正成績書のみ
発送します。
処理を指示ください。

製品と校正成績書が納品されます。
校正成績書は製品とは別送されます。
調整／再校正を行った製品は調整前・調整後の2枚の
校正成績書が同梱されています。
トレーサビリティ証明書は製品と別送となります。

製品と校正成績書が納品されます。
校正成績書は製品に同梱されています。
調整／再校正を行った製品は調整前・調整後の2枚の
校正成績書が同梱されています。
トレーサビリティ証明書は製品と別送となります。

*1

*1 校正時には、パラメータを工場出荷時の値に戻します。
 納入前には、ユーザー設定値に戻して納入します。
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■ アズビル気体質量流量計引取校正について

1） 腐食性ガス、有毒ガスを使用した製品については完全に除去・無害化処理が行われている場合に限り校正が可能です。
完全な除去および無害化処理が確認できない場合は校正をお断りする場合があります。

2） 校正品を発送する際は、流路への異物混入を防ぐためビニール袋に入れてください。

3） アズビルではお受け取した校正品の傷や汚れ等の外観および付属品の有無を確認し、チェックシートへ記載します。
チェックシートをご確認いただき、間違いが無ければ署名をお願いいたします。

4） お客様が接続された継手は必ず取外しておいてください。
アズビル出荷時の継手以外が接続されていた状態では、設備へ接続できません。
また接続できても継手の計測への影響が判断できないため正確な校正が行えません。
万が一、お客様の継手が接続されたままの場合はお客様にご返却いたしますので、継手を外した後に再送付ください。

5） 校正前に校正作業に支障を与える製品異常が確認できた場合は、校正は行わず製品をご返却いたします。
この場合は校正費用は不要です。 

6） 校正作業ではデータの読み書きに専用通信を用います。
専用通信機能が故障している場合は校正作業ができません。

7） 校正／調整を行い基準の精度を満たさない場合でも、当初の校正費用をご請求させていただきます。 

8） 校正は作業時点での精度を校正成績書としてご提供するものであり、製品の保証期間を延長するものではございま
せん。
調整を行った場合も同様です。 

9） 校正に関わらない機能の検査は行ないません。 

10） 修理は校正とは同時に行えません。
修理は校正とは別にお見積もりし、校正とは別に作業いたします。

11） 校正中に故障が発見された場合も、修理は行ないません。 

12） 校正ガスは清浄空気を使用します。
その他のガスでの校正は行ないません。 

13） 校正成績書は通常は製品と同梱して納入します。
形番で「校正成績書を事前送付する。」を選定した場合のみ、製品と別送します。

14） 一般的に製品を長期間使用されますと、電子部品の絶縁不良や接触抵抗の増大による発熱などにより、製品の発煙・
発火、感電、またはシールの劣化によるリークなど製品自体の安全上の問題が発生する場合があります。
お客様の機械、装置の使用条件・使用環境にもよりますが、原則10年以上使用された製品は校正をお断りさせてい
ただきます。

15） 販売中止となった製品については一定期間校正の受付を継続いたします。
事前の予告無く校正受付を中止する場合がありますのでご了承ください。

16） お客様の要求に合わせて製作した特殊品については、校正ができない可能性があります。

17） 校正・調整サービスに対して、疑義が発生した場合は、納品後1ヶ月間保証対応いたします。
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用語の定義について
アズビルでは、本校正サービスにおいて下記のような用語の定義をしております。

用　語 定　義
校正 製品の示す値と流量標準器の示す値の差を確認する作業。

製品を調整して流量標準器との差を修正する作業は含まれません。
調整 製品を調整して流量標準器との差を修正する作業。

再校正 事前確認のための校正や調整、修理などの後に再度校正する作業。
流量標準器 校正作業において標準流量を与える計測器。 

GOOD 製品仕様に記載されている精度を満たしている状態。
NG 製品仕様に記載されている精度から外れている状態。
故障 正常に動作しない状態、

および調整しても製品仕様の精度を維持できない状態。

5



安全チェックシート 
 
１．製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      

 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
流体名

 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         
 製品形番              ｼﾘｱﾙ No.      流体名         

２．安全性のご確認 
本製品で使用した流体は無害または無害化処理を実施済であり、 
人体に対して有害な物質で汚染されていません。 

  貴社名                       
  貴部署                       
  署名                        印 
  日付     年    月     日 

流通関係者・校正作業者の安全管理および弊社設備の汚染防止のため、記入の上署名捺印お願い

致します。本シートは製品に添付して送付お願い致します。添付が無い場合、校正をお受けでき

ない場合があります。記載いただいた情報は安全確認及び設備汚染防止の判断のみに使用し、他

への転用はいたしません。 
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ご注文・ご使用に際しては、下記URLより「ご注文・ご使用に際しての
ご承諾事項」を必ず読んでいただきたくお願い申し上げます。

コールセンター： 0466-20-2143
製品のお問い合わせは…

北海道支店
東 北 支 店
北関東支店
東 京 支 社

（011）781-5396
（022）290-1400
（048）621-5070
（03）6810-1211～2

中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 店
九 州 支 社

（052）324-9772
（06）6881-3383～4
（082）554-0750
（093）285-3530

（26）

本　社 〒100-6419 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

ご用命は下記または弊社事業所までお願いします。

〈アズビル株式会社〉　http://www.azbil.com/jp/
〈COMPO CLUB〉　http://www.compoclub.com/

http://www.azbil.com/jp/product/cp/order.html 〔ご注意〕 この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。
本資料からの無断転載、複製はご遠慮ください。

お見積シート
校正サービス形番を選択しにくい場合は、アズビルがお客さまにかわって、校正サービス形番を選定させていただきます。
下記お見積シートをご活用ください。

製品形番
（フル形番をご記入下さい） 

調整／再校正を行なう条件 
（該当する□にレを入れてください）

□　校正のみで調整なし 

□　校正結果が仕様精度から外れていた場合
　　　調整／再校正を実施

□　校正結果が仕様精度の70％から外れた場合
　　　調整／再校正を実施

校正成績書の送付方法
（該当する□にレを入れてください） 

□　（標準）
　　校正した結果により、「調整／再校正条件」での条件に従い調整／再校正を実施

□　仕様精度から外れていた製品は、事前報告を行い作業指示を受ける

トレーサビリティ証明書
（該当する□にレを入れてください） 

□　不要 

□　トレーサビリティ証明書

□　トレーサビリティ証明書＋作業用標準器校正成績書

□　トレーサビリティ証明書＋作業用標準器校正成績書
　　＋照合用標準器校正成績書

MEMO
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