


All testing cycle (Pre. test force – Test force – 
Release force) can be easily done only by touching 
the start button of a touch panel.

Ria is Rockwell hardness test , Brinell hardness test , 
push-in test can be done. Note , Brinell hardness test 
dose only indentation. Corresponding hardness test 
is hellows.

タッチパネルのスタートボタンをタッチすることによって、簡

単に試験サイクル (初試験力負荷～本試験力負荷～負荷解除 )

を行うことができます。

試験モード切替により、ロックウェル硬さ ( 全 30 スケー

ル )、ブリネル硬さ (11 スケール )、押し込み試験がそれ

ぞれ行えます。但し、ブリネル硬さ試験はくぼみ付けのみ

です。対応する硬さスケールは右表のとおりです。

One touch, easy hardness measurement

Rockwell  

Brinell (only load )

Feedback control 
controls the 
vibration from the 
outside.

荷重フィードバック

制御により外部から

の振動を低減します。

Test force
試験力

Disturbance
外乱

ワンタッチで簡単硬さ測定

Test force is controllable 
with high precision from 
the output of a load cell.

ロードセルにより高精度な

試験力制御が可能です

Closed-loop test force control with load cell

ロードセルによる閉ループ試験力制御

Test methods

試験種類

Control test force
試験力制御あり

Non - control test force
試験力制御なし

ロックウェル

ブリネル(負荷のみ )

Rockwell innovative automatic tester
電動型ロックウェル硬さ試験機
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29.42N
(3kgf)

0.9807N(100gf ) Step

98.07N
(10kgf)

Pre. test force   初試験力

Loading test force   試験力負荷

The variable test force function can change 
pre. test force at a 100gf step from 29.42N 
to 98.07N (3kgf to 10kgf), and it can change 
test force power at a 0.9807N(100gf) step 
from 147.1N to 1840N (15kgf to 187.5kgf).

本試験機では、29.42Nから 98.07N(3kgf から10kgf )

までの範囲で100gfステップずつ、初試験力を変えるこ

とができます。本試験力も同様に147.1Nから1840N

(15kgf から187.5kgf)までの範囲で0.9807N(100gf)

ステップずつ変えることができます。

Top surface based can be measured compared with the conventional bottom surface based, without being 
subject to the influence of a specimen bottom.

上面基準測定では、従来の下面基準測定に比べて試料の底面の影響を受けにくい構造となっています。

LED indicator is displayed so that LED may flow 
during operation.Operation of a testing machine 
can check easily.

試験中は、LED インジケータが上から下へと流れるよ

うに表示され、一目で、試験中の動作確認が行えます。

Variable test force

試験力を任意に変更

Top surface based measurement 

上面基準測定

LED indicator

LEDインジケータ

147.1N
(15kgf )

0.9807N(100gf ) Step

1840N
(187.5kgf)

接触子
Contact nose

デジタルゲージ
Gauge

圧子
Indenter

試料
Specimen

上面基準 下面基準
Top surface based Bottom surface based



The optimal design realized the light weight and 
the compact.Operation of the testing machine 
which was di f f icul t  unt i l  now can also be 
performed easily.

デザインを一新することで、従来の試験機より軽量化、コン

パクトになりました。また、複雑だった試験操作を簡単に行

うことができます。

Light weight & Compact

軽量・コンパクト

Full-automatic model
全自動型モデル

In addition to operation of a testing machine, 
Windows10 PC realizes many functions, such as 
data processing, printing, and connection with a 
network.

試験機の操作に加え、データ管理、印刷、ネットワーク接続

など、多くの機能を行うことができます。

 

Windows10 PC

Windows10 対応 PC

Semi-automatic model

半自動型モデル

製品ラインナップProduct Line-up

W220 xD540 x H830(mm)
52kg

RMT

W220 xD370 x H500(mm)
29kg

Ria






