
【 計測を簡単に！】 

買ってすぐ使える 

誰にでも簡単に使える 

持ち運べて何処でも使える  

【概要】 
ひずみゲージを応用した各種センサ（ロードセル・他）用信号変換器には、大きく2つの機能があります。 

  1．「センサに電源を供給する」  2.「センサからの微小な信号を約２０００倍程度、増幅する」 

これらの機能はアナログ回路で構成されているため、「消費電流が大きい」「外形が大きくなる」「ノイズに弱い」 

「温度ドリフトが大きい」「価格が高い」「センサ毎の個体差に合わせた調整が必要」等の問題がありました。 

歪ゲージセンサ用アンプ[ｓｄAＭＰ］ は、従来のアナログアンプと比べて、小型・軽量・低消費電力・高精度・ 

短納期・低価格・ＰＣ接続により調整が簡単・温度影響が少ない等の特長を持ちます。 

ひずみ・熱電対コンディショナ 

  [ｓｄAＭＰ］ 

Ｅａｓｙ－Ｍｅａｓｕｒｅなひずみコンディショナの共通コンセプト 
   ■ 画期な省スペース 

       ■ ノイズに強い 

           ■ 低消費電力 

               ■ 調整が簡単（ＰＣ側で設定（接続キット必要） 

                  ■ 低価格 
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計装用ひずみコンディショナ ［ＫＳＡ］ 

基板タイプ 

歪・熱電対の２種類 

実験計測用途向け 

【 特長 】 
■高精度・低ノイズ性・低温度ドリフト 

■超薄型 （Ｗ１２－Ｈ６０－Ｄ４６ｍｍ） 

■データ更新周期の可変により、精度向上 

■オートゼロ・ＣＡＬ（簡易校正）機能付 

■出力：±５Ｖ 

■電源：ＤＣ８～２５Ｖを接続 

   ＵＳＢ：アンプの一括設定と出力が可能 

    電源 ：アンプへの一括供給 

【 特長 】 

■超小型サイズ（２５ｍｍ角×Ｈ１４ｍｍ） 

■歪ゲージと熱電対の２種類 

  ブリッジ構成付（１・２・４ゲージ）・オートゼロ 

  ８種類の熱電対対応（B/E/J/K/N/R/S/T） 

■出力：±５Ｖ 

■電源：ＤＣ８～２５Ｖ 

【 仕様 】  仕様は予告なく変更する事があります 
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組込タイプ 

多チャンネル 

横幅12mm超薄型 

計装用途向け 

【本体外観図】 

【本体外観図】 

型式 Ｓ－ＣＤＡ１ Ｔ－ＣＤＡ１ 

チャンネル数 1チャンネル  

入力 

接続センサタイプ 
歪ゲージ（1ゲージ２・３線式，２ゲージ(120Ω)，４

ゲージ法（120〜1kΩ) 、歪ゲージ式変換器（４Ｇ） 

熱電対温度 

（B/E/J/K/N/R/S/T） 

測定範囲 ±1000～±10000με ＪＩＳ全温度範囲 

ブリッジ電圧 DC２V － 

対応ひずみゲージ １２０Ω（４ゲージ構成の場合は１２０Ω～１ｋΩ） － 

入力接続端子 ネジ式端子台 ネジ式端子台 

内部ブリッジ機能 あり（１２０Ω） － 

出力 

出力電圧範囲 ±５Ｖ 

出力接続端子 ネジ式端子台(共用端子) 

出力ローパスフィルタ 遮断周波数1kHz（遮断特性-18dB/OCT） 遮断周波数10Hz 

非直線性 ±０．１％ＦＳ以下 ±１．５℃  

データ更新周期 ２０００，５００，１００Ｈｚ可変 ５０，２０Ｈｚ可変 

データの遅延時間 １．３ｍ秒以内（２０００Ｈｚ時） １３０ｍ秒以内（５０Ｈｚ時）  

ＧＡＩＮ 感度調整方法 ＰＣソフトウェア上より任意値に設定 

ＡＺ ゼロ点設定方法 基板SW・パソコン（調整範囲：レンジの1/2以内） － 

ＣＡＬ 校正値登録 ＰＣソフトウェア上より任意値を登録   

通信インターフェース 専用ケーブルキットを介してＵＳＢ 

PCソフトウェア機能 入力レンジ，CAL値設定，AZ・CAL操作 

電源・消費電流 ＤＣ８〜２５V・３０ｍＡ 

使用環境 温度０～６０℃，湿度５～８５％ＲＨ（結露なき事） 

外形・重量 W25-D25-H14mm 約８ｇ 

周波数特性(最大データ更新時） －０．５ｄB＠１０００Hz以上 －０．５ｄB＠１０Hz以上 

型式 ＫＳＡ１ 

チャンネル数 １チャンネル 

入力 

接続センサタイプ ひずみゲージ式変換器（ブリッジ構成） 

測定範囲 ±０．５～±５ｍＶ／Ｖ 

ブリッジ電圧（対応抵抗） ＤＣ２Ｖ（１２０Ω～１ｋΩ） 

入力接続端子 フェニックスコンタクト MC 0,5（入出力，電源共用端子） 

入力ローパスフィルタ 遮断周波数1kHz、遮断特性-6dB/OCT 

出力 

出力電圧範囲 ±５Ｖ 

出力接続端子 フェニックスコンタクト 製MC 0,5（入出力，電源共用端子） 

出力ローパスフィルタ 遮断周波数1kHz、遮断特性-18dB/OCT 

非直線性 ０．１％ＦＳ以下（サンプリング速度により精度向上） 

データ更新周期・遅延時間 ２０００，５００，１００Ｈｚ可変、１．３ｍ秒以内（２０００Ｈｚ時） 

ＧＡＩＮ 感度調整方法 ＰＣソフトウェア上より任意値に設定 

ＡＺ・ＣＡＬ 設定方法 装置前面のＡＺスイッチ・外部接点・パソコン 

通信インターフェース ＵＳＢ２．０  

PCソフトウェア機能 入力レンジ，CAL値設定，AZ・CAL操作 

入出力，電源共用端子 フェニックスコンタクト製、MC0,5/12-G-2,54 P20 THR R56 

デジタル出力ユニットとの接続 フラットケーブルコネクタにて、芋ずる接続 

電源・消費電流 ＤＣ８～２５Ｖ・４２ｍＡ ｔｙｐ． 

使用環境 温度０～６０℃，湿度５～８５％ＲＨ（結露なき事） 

外形・重量 Ｗ１２－Ｈ６０－Ｄ４6ｍｍ・約３２ｇ 

周波数特性(最大データ更新時） '－０．５ｄB＠１０００Hz以上 

小型ひずみ・熱電対コンディショナ ［ＣＤＡ］ 【 仕様 】  仕様は予告なく変更する事があります 

■デジタル出力ユニット 

 ＩＦ１ユニット USB 

 ＩＦ２ユニット RS232C/485 

             CAN・LAN 

 最大１０台のアンプに対応 

 （背面でカスケード接続） 



コネクタ型ひずみコンデイショナ ［ＮＳＡ］ 

【 特長 】 
■歪ゲージセンサ標準コネクタ（ＮＤＩＳオス）と接続 

■別売りブリッジコネクタ・ブリッジ基板を準備 

  ブリッジコネクタ：１ゲージ２線式、３線式の接続 

  ブリッジ基板  ：１ゲージ・２ゲージ法の接続 

■出力：±５Ｖ  

■電源：ＤＣ３．３～７Ｖ（電池駆動可能） 
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４ｃｈロードセルコンディショナ ［ＬＳＣ］ 

【特長】 

■４ｃｈ一体型（３５０Ω以上の歪ゲージ式変換器対応） 

■出力電圧：ＤＣ０～５Ｖ （スケーリング可能） 

■小型サイズ：Ｗ１００－Ｄ５０－Ｈ１４ｍｍ 

■データ更新周期 １２００回／秒～１０回／秒 

■データ更新遅延時間 更新周期の２回分 

■オートゼロ（ゼロ点登録）、CAL(校正値出力)機能有り 

  操作は、前面スイッチ・外部接点・ＰＣの３通り 

■電源：ＤＣ８～２５Ｖ 

■ＰＣ上でデータ保存・数値モニタ可能 

【 仕様 】  仕様は予告なく変更する事があります 

【中継型外観図】 

   NSA1 

【 仕様 】  仕様は予告なく変更する事があります 

ＮＤＩＳ１４０１コネクタに直接接続 

ひずみ信号の長距離伝送に最適 

ＰＣと接続してレンジ変更が可能 

ロードセル（３５０Ω）専用 

４ｃｈ一体型 

組込タイプ 

【本体外観図】 

型式 NＳＡ１(NSA2) 

チャンネル数 1チャンネル 

入力 

接続センサタイプ ひずみゲージ式変換器（ブリッジ構成） 

測定範囲 ±1000～±10000με 

ブリッジ電圧 ＤＣ２Ｖ 

対応ひずみゲージ １２０Ω～１ｋΩ 

入力接続端子 多治見製 PRC08-32A10-7F10.5 

入力ローパスフィルタ 遮断周波数1kHz、遮断特性-6dB/OCT 

内部ブリッジボックス なし 

出力 

出力電圧範囲 ±５Ｖ 

出力接続端子 フェニックスコンタクト製 DMC 0,5(共用端子） 

出力ローパスフィルタ 遮断周波数1kHzね遮断特性-6dB/OCT 

非直線性 ±０．１％ＦＳ以下 

データ更新周期 ２０００，５００，１００Ｈｚ可変 

データの遅延時間 １．３ｍ秒以内（２０００Ｈｚ時） 

ＧＡＩＮ 感度調整方法 ＰＣソフトウェア上より任意値に設定 

ＡＺ ゼロ点設定方法 外部接点・パソコンレンジの１／２以内 

ＣＡＬ 校正値登録 ＰＣソフトウェア上より、任意値を登録 

通信インターフェース 専用ケーブルキットを介してＵＳＢ 

PCソフトウェア機能 入力レンジ，CAL値設定，AZ・CAL操作 

出力，電源， AZ，通信ＩＦ共用端子 DMC 0,5/ 4-G1-2,54 P20THR R44 

電源・消費電流 ＤＣ３．３～７Ｖ・３２ｍＡ ｔｙｐ． 

使用環境 温度０～６０℃，湿度５～８５％ＲＨ（結露なき事） 

外形・重量 φ１９×７０ｍｍ・約３８ｇ 

周波数特性(最大データ更新時） '－０．５ｄB＠７００Hz ｔｙｐ． 

型式   ＬＳＣ－２０４ 

チャンネル数   ４チャンネル 

入力 

接続センサタイプ ひずみゲージ式変換器 

測定範囲 ０．５ｍ～２．５ｍＶ／Ｖ 

ブリッジ電圧 ＤＣ５Ｖ          

対応ひずみゲージ ３５０Ω～１ＫΩ（３５０Ω以上センサ１個） 

入力ローパスフィルタ 遮断周波数600Hz、遮断特性-6dB/OCT 

出力 
出力電圧範囲 ＤＣ ０～５Ｖ 

出力ローパスフィルタ 遮断周波数600Hz、遮断特性-6dB/OCT 

非直線性 ±０．１％ＦＳ以下 

データ更新周期 １２００，６００，１００，５０，１０Ｈｚ可変 

データの遅延時間 上記の更新周期の２回以内 

ＧＡＩＮ 感度調整方法 ＰＣソフトウェア上より任意値に設定 

ＡＺ・ＣＡＬ ゼロ点設定方法 装置前面のＡＺスイッチ・外部接点・パソコン 

通信インターフェース ＵＳＢ２．０  

PCソフトウェア機能 入力レンジ，CAL値設定，AZ・CAL操作 

電源 ＤＣ８～２５Ｖ・２．５Ｗ以下  

使用環境 温度－１０～６０℃，湿度５～８５％ＲＨ（結露なき事） 

外形・重量 Ｗ１００－Ｄ５０－Ｈ１４ｍｍ （取付金具を除く）・約８０ｇ 

周波数特性(最大データ更新時） －０．５ｄB＠６００Hz ｔｙｐ． 

中継型 ＮＳＡ１ 

フランジ取付型 NSA2 



 
 

品名 型式 

■小型ひずみ・熱電対コンディショナ ［ＣＤＡ］  

 歪ゲージ対応超小型ひずみコンディショナ Ｓ－ＣＤＡ１ 

 熱電対対応超小型熱電対コンディショナ Ｔ－ＣＤＡ１ 

 ＰＣ接続キット （専用ケーブル・設定ソフト） Ｋ－ＣＤＡ 

■計装用ひずみコンディショナ ［ ＫＳＡ］  

 計装用ひずみコンディショナ （接続コネクタ付） ＫＳＡ１ 

 ＰＣ接続キット （専用ケーブル・設定ソフト） Ｋ－ＫＳＡ 

■コネクタ型（ＮＤＩＳ１４０１）ひずみコンディショナ ［ ＮＳＡ］  

 中継コネクタ型（ＮＤＩＳ１４０１）歪コンディショナ ＮＳＡ１ 

 フランジ取付コネクタ型（ＮＤＩＳ１４０１） 

 ひずみコンディショナ  
ＮＳＡ２ 

 ＰＣ接続キット（専用ケーブル・設定ソフト） Ｋ－ＮＳＡ 

 配線カスケードケーブル （＊は、接続アンプ数） Ｃ－＊ 

 インターフェエースユニット１（ｼﾘｱﾙ・ＣＡＮ・ＬＡＮ） ＩＦ２ 

 インターフェエースユニット１（ＵＳＢ） ＩＦ１ 

代理店 
 

２０２１／０３ 

本カタログの内容の一部または全部を無断で複写、複製、転載する事を禁じます。 

Ｓｅｎｓｏｒ ｉｓ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

株式会社イージーメジャー 営業グル－プ 

〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付２丁目１１－１６ 
 ＴＥＬ ０９２－５５８－０３１４ ＦＡＸ ０９２－５５８－０３２４ 

      Ｅ－ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ．ｃｏ．ｊｐ   

      ＨＰ ：  ｈｔｔｐ//ｗｗｗ．ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ．ｃｏ．ｊｐ 

ブリッジボックス［ＥＢＢ］ 

17

48

21

25

品名 型式 

４ｃｈロードセルコンディショナ（ＰＣ接続キット付） LＳＣ-２０４Ｂ 

ブリッジボックス（１ゲージ２線式） ＥＢＢ－１２０Ｓ２ 

ブリッジボックス１ゲージ３線式） ＥＢＢ－１２０Ｓ３ 

ブリッジ基板（固定抵抗実装品） 

 △ 抵抗値：１２０～・５０Ωの選択 

 □ 結線方式（１～２ゲージ、２・３線の選択 
 参考型式：ＥＢＰ-１２０－１Ｇ３Ｇ（１２０Ω１ゲージ３線式） 

ＥＢＰ－△□ 

ＡＣアダプタ（ＡＣ１００Ｖ／ＤＣ１２Ｖ） 

  ＣＤＡ・ＫＳＡ・ＬＳＣ用 
DA-AC１ 

ＡＣアダプタ（ＡＣ１００Ｖ／ＤＣ５Ｖ） 

  ＮＳＡ用 
DA-AC２ 

コネクタ変換ケーブル（NDISﾒｽ－ﾊﾞﾗ）0.5m S-CBL-B-0.5m 

■４ｃｈロードセルコンディショナ  ［ＬＳＣ］  

チャンネル数 1チャンネル 

接続対象 歪ゲージ 

ゲージ法 

(発注時指定) 
1ゲージ法2線式，1ゲージ法3線式，2ゲージ法 

入力端子 ﾌｪﾆｯｸｽｺﾝﾀｸﾄ製 FMC 0,5/ 4-ST-2,54 

出力端子 多治見製 PRC03-12A10-７M10.5 

【 製品型式 】 

【 共通アクセサリ 】 

サイズ：２０－２５ｍｍ 

１２０／３５０Ω、 

１・２・４ゲージに対応 

発注時指定 

基板上に精密抵抗を載せて納入 

ブリッジ基板［ＥＢＰ］ 

コネクタ変換ケーブル 

ＡＣアダプタ 

 （ＮＤＩＳﾒｽ－ﾊﾞﾗ）0.5m 

 ＮＤＩＳコネクタ（オス）と 

 歪アンプ間ケーブル 

 他の長さも製作可能 

ＤＣ５Ｖと１２Ｖの２種類 

・ＤＣ５Ｖ（ＮＳＡ） 

・ＤＣ１２Ｖ（ＣＤＡ・ＫＳＡ・ＬＳＣ用） 

【 仕様 】  仕様は予告なく変更する事があります 

 お客様の要望（形状変更・多チャンネル他）に合わせ、 

 カスタム品も製作いたします。お気軽にご相談ください。 


