
産業用はかりPuro®

優れた計量ソリューションをお手頃価格で

毎日の計量に最適
      簡単な操作

      スマートで洗練された製品シリーズ

      1回のバッテリー充電で最大500時間動作

      産業用はかり初のUSB-C充電標準装備

      でケーブル不要

      世界各地に数日で配送

新製品！
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Puroシリーズは、様々な軽量ニーズに対応します。
すべてのはかりは、計量、カウンティング、品質管理のいずれにおいても、すばやく正確な 
測定パフォーマンスを提供します。
堅牢なボディと使いやすい画期的なアプリケーションにより、産業計量のあら 
ゆる分野で力を発揮します。
USB-C経由の充電式バッテリーは、長時間の動作が可能です。
スマート接続オプションやアプリケーションパッケージもご利用いただけます。
豊富なラインナップの中からお好みのPuroをお選びください。
Puroオンラインストアで、ご希望に沿った計量ソリューションを簡単にご注文 
いただけます。世界各地の配送センターより迅速に配送いたします。
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コンパクトスケール
コンパクトスケールPuro® は、豊富なライ
ンナップでほぼすべての要件を満たしま
す。高輝度大型ディスプレイとトラフィッ
クライト機能で、操作は楽々。 

 

ベンチスケール台はかりと 
フロアースケール台はかり

正確で信頼性の高い計量結果を瞬時に
表示。きわめて快適な操作で、生産性アッ
プと作業プロセスの効率化を図ります。 

 

重量指示計

あらゆる計量環境で真っ先にお選びい 
ただけるよう、ベンチスケールおよびフロアースケール台は 
かりPuro® は、さまざまなサイズ、ひょう 
量、分解能、材料のモデルを取り揃えています。 

ベンチスケールプラットフォームと
フロアースケールプラットフォーム
堅牢な設計で様々な作業に対応でき、高 
い信頼性の結果を瞬時に提供。様々な素 
材の多彩なモデルを取り揃え、あらゆる 
環境に適応できます。



Minebea Intec販売・サービス拠点
Minebea Intec生産・販売・サービス拠点
流通パートナー（マークの大きさはパートナー数の規模を表す）artners (size r
 5社以下   20社以下  20社超

食品・飲料 医薬品 化学 エレクトロニクス 物流

農業関連 リサイクル化粧品 建材

The true measure

Minebea Intecは、産業用計量と検査技術のトップメーカーとして、製造と包装
ラインの信頼性、安全、効率を高めるための高度な製品、ソリューション、サー
ビスを業界に幅広く提供しています。 

これを成し遂げるための基盤となっているのが、高品質な製品とサービス、150
年近くにわたる実績および関連技術開発への継続的な投資です。  

当社の製品は、ライフサイクル全体にわたり、世界中でサービスとソリューショ
ンをご利用いただけます。デザインインに適切な装置の選定支援や、設置サポ
ート、校正、メンテナンス、修理などのサービスから、装置のアップグレードやユ
ーザートレーニングセッションの実施まで、その範囲は多岐にわたります。

市場における製品とソリューションの主要グローバルプロバイダとしての地位、
およびビジネスのあらゆる分野に高い基準を設定するという目標は、当社のモ
ットー「“the true measure”」に反映されています。

 
当社の製品とソリューションは、正確な測定を要する
さまざまな分野で使用されています：
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Minebea Intec販売・サービス拠点
Minebea Intec生産・販売・サービス拠点
流通パートナー（マークの大きさはパートナー数の規模を表す）artners (size r
 5社以下   20社以下  20社超

MinebeaMitsumiグループ

MinebeaMitsumiグループは、さまざまな業界に
製品を提供している、グローバルな精密電気機械
部品メーカーです。Minebeaは1951年、Mitsumi
は1954年に、ともに日本で創立され、両社の経営
統合によりMinebeaMitsumiが誕生しました。現
在は78,000人以上の従業員を擁し、世界16カ国
に生産および販売・サービス拠点を有していま
す。MinebeaMitsumiグループは、多数の製品で世
界一のシェアを占めています。

Puro® のご紹介

Puroは、当社の高度な品質基準とトップクラ
スの技術を価格を抑えた産業用はかりに活
用する方針をもとに開発された画期的な計
量ソリューションです。
直感的に扱える優れた操作性、独自の優れ
た機能を提供いたします。 

あらゆるニーズに対応できる完璧な産業用
はかりを、すべての場所に最短時間で提供す
ること、それが当社の目標です。Puro® のすべ
ての製品には、お客様中心主義という重要
機能が標準装備されているのです。

特徴
     簡単な操作

     スマートで洗練された製品シリーズ

      1回のバッテリー充電で最大500時間動作

     産業用はかり初のUSB-C充電標準装備

     世界各地に数日で配送



最適なPuro® を選択するには

Puro® は、さまざまな業界と多彩な用途で、生産性を最大限に高めるよう特別
に設計されています。ご要望に合わせて、適切な産業用はかりをお選びくださ
い。 

以下は製品シリーズオの概要です。ご不明の点は、販売店までお問い合わせく
ださい。

コンパクトスケール（小） コンパクトスケール（大） ベンチスケール台はかりと 
フロアースケール台はかり

指示計 ベンチスケールプラットフォームと
フロアースケールプラットフォーム

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

ディスプレイ フロアースケール

前面

前面および背面

ひょう量

1.5 kg

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

300 kg

1,500 kg

3,000 kg

分解能

30,000 d

6,000 d

3,000 d
アプリケーションパ
ッケージ
ベーシック 

アドバンスト 
カウンティング 
プロフェッショナル
指示計

//6 miPuro Selector



«  豊富なラインナップから 
最適な1台を »

コンパクトスケール（小） コンパクトスケール（大） ベンチスケール台はかりと 
フロアースケール台はかり

指示計 ベンチスケールプラットフォームと
フロアースケールプラットフォーム

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

ディスプレイ フロアースケール

前面

前面および背面

ひょう量

1.5 kg

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

300 kg

1,500 kg

3,000 kg

分解能

30,000 d

6,000 d

3,000 d
アプリケーションパ
ッケージ
ベーシック 

アドバンスト 
カウンティング 
プロフェッショナル
指示計



コンパクトスケール
Puro®

コンパクトスケールPuro® は、丈夫でコンパクトなマルチ機能の計量ソリュー 
ション。高輝度大型ディスプレイ、触覚キー、トラフィックライト機能を搭載し、直 
観的なナビゲーションであらゆる状況の産業計量に対応できる、使い勝手抜 
群のはかりです。マルチ機能モデルと特別カウンティングモデルをご用意しています。 
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特長
  あらゆる用途に対応できる豊富な製品群

  大型ディスプレイとトラフィックライト機能で、操作は楽々

  頻繁な使用に耐えられる頑丈な設計

  瞬時に安定

  長時間動作する高性能バッテリー

  USB-Cによる簡単充電

  スマート接続とアプリケーションパッケージ

  コンパクトスケール（大）のCountモデルに、プロフェッショナ
ル用アプリケーションを搭載

  簡単かつ安全に運搬できる内蔵ハンドル

アプリケーション

計量

パーセント計量 平均

カウンティング 重量検査 合計

表示固定

«  小型フラットモデルから
大型トールモデルまで
豊富なラインナップ »



      高輝度大型ディスプレイとトラフィッ
クライト機能による、簡単快適計量

      瞬時に安定

      頻繁な使用に耐えられる頑丈な設計

      長時間動作する高性能バッテリー

      USB-Cによる簡単充電

技術仕様

使い勝手抜群のフラットな多目的コンパクトスケール

コンパクトスケールPuro®  

SmallFlat

モデル EF-SF-1/2-P1 EF-SF-1/2-P3 EF-SF-1/2-P6 EF-SF-1/2-P15 EF-SF-1/2-P30

ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性

分解能 30,000 d

1.5 kg 0.00005 kg 3 kg 0.0001 kg 6 kg 0.0002 kg 15 kg 0.0005 kg 30 kg 0.001 kg

3 lb 0.0001 lb 6 lb 0.0002 lb 15 lb 0.0005 lb 30 lb 0.001lb 60 lb 0.002 lb

48 oz 0.002 oz 96 oz 0.005 oz 240 oz 0.01 oz 480 oz 0.02 oz 960 oz 0.05 oz

分解能 6,000 d

1.5 kg 0.0002 kg 3 kg 0.0005 kg 6 kg 0.001 kg 15 kg 0.002 kg 30 kg 0.005 kg

3 lb 0.0005 lb 6 lb 0.001 lb 15 lb 0.002 lb 30 lb 0.005 lb 60 lb 0.01 lb

48 oz 0.01 oz 96 oz 0.02 oz 240 oz 0.05 oz 480 oz 0.1 oz 960 oz 0.2 oz

アプリケーションパッ
ケージ
ベーシック 計量

アドバンスト 計量、パーセント計量、カウンティング、重量検査、パーセント検査、カウンティング検査、平均、合計、表示固定
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アプリケーション

計量単位 kg、g、lb、oz、lb:oz

材料 ABSハウジング/304ステンレススチール荷重プレート

保護等級 IP43

ディスプレイ 白色バックライト付きLCDディスプレイ（高さ35 mm、6桁表示、14セグメント）

重量検査インジケータ 動作と警告通知音を構成できる3つのLED（黄、緑、赤）

キーパッド 5つの操作キー

ゼロ範囲 はかりのひょう量の2 %または10 %

テアー範囲 ひょう量値にマイナス符号を付けた値

安定所要時間 1秒

自動ゼロトラッキング オフ、0.5、1、または3区分

安全過負荷 はかりのひょう量の150 %

レベリング装置 外部レベルインジケータと調整可能なレベリングフット

電源 ACアダプター（100～240V、50/60 Hz）または内蔵充電式リチウムバッテリー

バッテリー 1回の充電で連続最大500時間動作（充電時間12時間）

校正 外部、校正分銅使用

インターフェース USB-C、USB-Aポート

動作温度 -10 °C～40 °C

製品寸法 246 × 302 × 107 mm（幅 × 奥行 × 高さ）

プラットフォームサイズ 218 × 180 mm （幅 × 長さ）

電磁環境適合性 FCC Part 15 Class B, IEC 61326-1（エミッションクラスB、産業地域のイミュニティ要件）に準拠

技術仕様

アクセサリ
  リチウムバッテリーパック

  床下計量フック

  データプリンター

計量 カウンティング 重量検査 合計 パーセント計量 平均 表示固定



使い勝手抜群のトール型コンパクトスケール
2つのディスプレイで多彩な操作が可能

       大型ディスプレイ（前面及び背面）と 
分かりやすいトラフィックライト機能、お客様志向の操作性

       瞬時に安定

       堅牢なボディ

       長時間動作可能な高性能バッテリー

      USB-Cによる簡単充電 

モデル EF-ST-1/2-P1 EF-ST-1/2-P3 EF-ST-1/2-P6 EF-ST-1/2-P15 EF-ST-1/2-P30

ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性

分解能 30,000 d

1.5 kg 0.00005 kg 3 kg 0.0001 kg 6 kg 0.0002 kg 15 kg 0.0005 kg 30 kg 0.001 kg

3 lb 0.0001 lb 6 lb 0.0002 lb 15 lb 0.0005 lb 30 lb 0.001lb 60 lb 0.002 lb

48 oz 0.002 oz 96 oz 0.005 oz 240 oz 0.01 oz 480 oz 0.02 oz 960 oz 0.05 oz

分解能 6,000 d

1.5 kg 0.0002 kg 3 kg 0.0005 kg 6 kg 0.001 kg 15 kg 0.002 kg 30 kg 0.005 kg

3 lb 0.0005 lb 6 lb 0.001 lb 15 lb 0.002 lb 30 lb 0.005 lb 60 lb 0.01 lb

48 oz 0.01 oz 96 oz 0.02 oz 240 oz 0.05 oz 480 oz 0.1 oz 960 oz 0.2 oz

アプリケーションパッ
ケージ
ベーシック 計量 、合計

アドバンスト 計量、パーセント計量、カウンティング、重量検査、パーセント検査、カウンティング検査、平均、合計、表示固定

技術仕様

コンパクトスケールPuro®

SmallTall
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計量 カウンティング 重量検査 合計 パーセント計量 平均 表示固定

アプリケーション

計量単位 kg、g、lb、oz、lb:oz

材料 ABSハウジング/304ステンレススチール荷重プレート

保護等級 IP43

ディスプレイ 白色バックライト付きLCDディスプレイ（前面および背面、高さ35 mm、6桁表示、14セグメント）

重量検査インジケータ 動作と警告通知音を構成できる3つのLED（黄、緑、赤）

キーパッド 5つの操作キー

ゼロ範囲 はかりのひょう量の2 %または10 %

テアー範囲 ひょう量値にマイナス符号を付けた値

安定所要時間 1秒

自動ゼロトラッキング オフ、0.5、1、または3区分

安全過負荷 はかりのひょう量の150 %

レベリング装置 外部レベルインジケータと調整可能なレベリングフット

電源 ACアダプター（100～240V、50/60 Hz）または内蔵充電式リチウムバッテリー

バッテリー 1回の充電で連続最大500時間動作（充電時間12時間）

校正 外部、校正分銅使用

インターフェース USB-C、USB-Aポート

動作温度 -10 °C～40 °C

製品寸法 246 × 302 × 142 mm（幅 × 奥行 × 高さ）

プラットフォームサイズ 218 × 180 mm （幅 × 長さ）

電磁環境適合性 FCC Part 15 Class B, IEC 61326-1（エミッションクラスB、産業地域のイミュニティ要件）に準拠

技術仕様

アクセサリ
  リチウムバッテリーパック

  床下計量フック

  データプリンター



使い勝手抜群のフラットなコンパクトスケール
大型計量プラットフォームを搭載

       大型ディスプレイ（前面及び背面）と 
分かりやすいトラフィックライト機能、お客様志向の操作性

       瞬時に安定

       堅牢なボディ

       長時間動作可能な高性能バッテリー

      USB-Cによる簡単充電 

技術仕様

コンパクトスケールPuro® 
LargeFlat

モデル EF-LF-1/2-P1 EF-LF-1/2-P3 EF-LF-1/2-P6 EF-LF-1/2-P15 EF-LF-1/2-P30

ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性

分解能 30,000 d

1.5 kg 0.00005 kg 3 kg 0.0001 kg 6 kg 0.0002 kg 15 kg 0.0005 kg 30 kg 0.001 kg

3 lb 0.0001 lb 6 lb 0.0002 lb 15 lb 0.0005 lb 30 lb 0.001lb 60 lb 0.002 lb

48 oz 0.002 oz 96 oz 0.005 oz 240 oz 0.01 oz 480 oz 0.02 oz 960 oz 0.05 oz

分解能 6,000 d

1.5 kg 0.0002 kg 3 kg 0.0005 kg 6 kg 0.001 kg 15 kg 0.002 kg 30 kg 0.005 kg

3 lb 0.0005 lb 6 lb 0.001 lb 15 lb 0.002 lb 30 lb 0.005 lb 60 lb 0.01 lb

48 oz 0.01 oz 96 oz 0.02 oz 240 oz 0.05 oz 480 oz 0.1 oz 960 oz 0.2 oz

アプリケーションパッ
ケージ
ベーシック 計量 、合計

アドバンスト 計量、パーセント計量、カウンティング、重量検査、パーセント検査、カウンティング検査、平均、合計 、 表示固定
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計量 カウンティング 重量検査 合計 パーセント計量 平均 表示固定

アプリケーション

アクセサリ
  リチウムバッテリーパック

  床下計量フック

  データプリンター

計量単位 kg、g、lb、oz、lb:oz

材料 ABSハウジング/304ステンレススチール荷重プレート

保護等級 IP43

ディスプレイ 白色バックライト付きLCDディスプレイ（高さ35 mm、6桁表示、14セグメント）

重量検査インジケータ 動作と警告通知音を構成できる3つのLED（黄、緑、赤）

キーパッド 5つの操作キー

ゼロ範囲 はかりのひょう量の2 %または10 %

テアー範囲 ひょう量値にマイナス符号を付けた値

安定所要時間 1秒

自動ゼロトラッキング オフ、0.5、1、または3区分

安全過負荷 はかりのひょう量の150 %

レベリング装置 外部レベルインジケータと調整可能なレベリングフット

電源 ACアダプター（100～240V、50/60 Hz）または内蔵充電式リチウムバッテリー

バッテリー 1回の充電で連続最大500時間動作（充電時間12時間）

校正 外部、校正分銅使用

インターフェース USB-C、USB-A、RS232ポート 

動作温度 -10 °C～40 °C

製品寸法 310 × 302 × 85 mm（幅 × 奥行 × 高さ）

プラットフォームサイズ 280 × 180 mm （幅 × 長さ）

電磁環境適合性 FCC Part 15 Class B, IEC 61326-1（エミッションクラスB、産業地域のイミュニティ要件）に準拠

技術仕様



技術仕様
モデル EF-LT-1/2-P1 EF-LT-1/2-P3 EF-LT-1/2-P6 EF-LT-1/2-P15 EF-LT-1/2-P30

ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性

分解能 30,000 d

1.5 kg 0.00005 kg 3 kg 0.0001 kg 6 kg 0.0002 kg 15 kg 0.0005 kg 30 kg 0.001 kg

3 lb 0.0001 lb 6 lb 0.0002 lb 15 lb 0.0005 lb 30 lb 0.001 lb 60 lb 0.002 lb

48 oz 0.002 oz 96 oz 0.005 oz 240 oz 0.01 oz 480 oz 0.02 oz 960 oz 0.05 oz

分解能 6,000 d

1.5 kg 0.0002 kg 3 kg 0.0005 kg 6 kg 0.001 kg 15 kg 0.002 kg 30 kg 0.005 kg

3 lb 0.0005 lb 6 lb 0.001 lb 15 lb 0.002 lb 30 lb 0.005 lb 60 lb 0.01 lb

48 oz 0.01 oz 96 oz 0.02 oz 240 oz 0.05 oz 480 oz 0.1 oz 960 oz 0.2 oz

アプリケーションパッ
ケージ
ベーシック 計量 、合計

アドバンスト 計量、パーセント計量、カウンティング、重量検査、パーセント検査、カウンティング検査、平均、合計、表示固定

コンパクトスケールPuro®  

LargeTall

使い勝手抜群のトール型コンパクトスケール
大型計量プラットフォームと2つのディスプレイを搭載を搭載

       高輝度大型ディスプレイ（前面及び背面）とトラフィックライト機能  
お客様志向の操作性

       瞬時に安定

       堅牢なボディ

       長時間動作可能な高性能バッテリー

      USB-Cによる簡単充電 

       スマート接続とアプリケーションパッケージ

//16 コンパクトスケール



計量 カウンティング 重量検査 合計 パーセント計量 平均 表示固定

アプリケーション

アクセサリ
  リチウムバッテリーパック

  床下計量フック

  データプリンター

計量単位 kg、g、lb、oz、lb:oz

材料 ABSハウジング/304ステンレススチール荷重プレート

保護等級 IP43

ディスプレイ 白色バックライト付きLCDディスプレイ（前面および背面、高さ35 mm、6桁表示、14セグメント）

重量検査インジケータ 動作と警告通知音を構成できる3つのLED（黄、緑、赤）

キーパッド 5つの操作キー

ゼロ範囲 はかりのひょう量の2 %または10 %

テアー範囲 ひょう量値にマイナス符号を付けた値

安定所要時間 1秒

自動ゼロトラッキング オフ、0.5、1、または3区分

安全過負荷 はかりのひょう量の150 %

レベリング装置 外部レベルインジケータと調整可能なレベリングフット

電源 ACアダプター（100～240V、50/60 Hz）または内蔵充電式リチウムバッテリー

バッテリー 1回の充電で連続最大500時間動作（充電時間12時間）

校正 外部、校正分銅使用

インターフェース USB-C、USB-A、RS232ポート 

動作温度 -10 °C～40 °C

製品寸法 310 × 302 × 118 mm（幅 × 奥行 × 高さ）

プラットフォームサイズ 280 × 180 mm （幅 × 長さ）

電磁環境適合性 FCC Part 15 Class B, IEC 61326-1（エミッションクラスB、産業地域のイミュニティ要件）に準拠

技術仕様



使い勝手抜群のコンパクトスケール
カウンティングを効率化する画期的機能を搭載

技術仕様

コンパクトスケールPuro®  

Count

      高輝度大型ディスプレイ（前面及び背面）とトラフィックライト機能 
お客様志向の操作性

      瞬時に安定

      堅牢なボディ

      長時間動作可能な高性能バッテリー

      USB-Cによる簡単充電 

      スマート接続とアプリケーションパッケージ

モデル EF-LT-3-P1 EF-LT-3-P3 EF-LT-3-P6 EF-LT-3-P15 EF-LT-3-P30
ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性

分解能 30,000 d
1.5 kg 0,00005 kg 3 kg 0.0001 kg 6 kg 0.0002 kg 15 kg 0.0005 kg 30 kg 0.001 kg
3 lb 0,0001 lb 6 lb 0.0002 lb 15 lb 0.0005 lb 30 lb 0.001lb 60 lb 0.002 lb
48 oz 0,002 oz 96 oz 0.005 oz 240 oz 0.01 oz 480 oz 0.02 oz 960 oz 0.05 oz

分解能 6,000 d
1.5 kg 0,0002 kg 3 kg 0.0005 kg 6 kg 0.001 kg 15 kg 0.002 kg 30 kg 0.005 kg
3 lb 0,0005 lb 6 lb 0.001 lb 15 lb 0.002 lb 30 lb 0.005 lb 60 lb 0.01 lb
48 oz 0,01 oz 96 oz 0.02 oz 240 oz 0.05 oz 480 oz 0.1 oz 960 oz 0.2 oz

推奨される最小試料 
重量

1 g 2 g 4 g 10 g 20 g
0.002 lb 0.005 lb 0.009 lb 0.02 lb 0.005 lb
0.04 oz 0.07 g 0.14 oz 0.4 oz 0.7 oz

推奨される最小APW
0.005 g 0.01 g 0.02 g 0.05 g 0.1g 
0.00001 lb 0.00002 lb 0.00004 lb 0.0001 lb 0.0002 lb 
0.0002 oz 0.0004 oz 0.0007 oz 0.002 oz 0.004 oz 

最大内部カウンティング 
分解能 1:1,500,000（内部）/1:300,000（外部）

アプリケーションパッ 
ケージ
カウンティング 
プロフェッショナル 計量、カウンティング（APW最適化および低APWアラート使用）、重量検査、カウンティング検査、合計

//18 コンパクトスケール 



計量単位 kg、g、lb、oz、lb:oz

材料 ABSハウジング/304ステンレススチール荷重プレート

保護等級 IP43

ディスプレイ 白色バックライト付き3ウィンドウLCDディスプレイ（6桁表示、14セグメント、高さ最大35 mm）

重量検査インジケータ 動作と警告通知音を構成できる3つのLED（黄、緑、赤）

メモリ 30アイテムライブラリ

キーパッド 10の機能、10個の数字キー

ゼロ範囲 はかりのひょう量の2 %または10 %

テアー範囲 ひょう量値にマイナス符号を付けた値

安定所要時間 1秒

自動ゼロトラッキング オフ、0.5、1、または3区分

安全過負荷 はかりのひょう量の150 %

レベリング装置 外部レベルインジケータと調整可能なレベリングフット

電源 ACアダプター（100～240V、50/60 Hz）または内蔵充電式リチウムバッテリー

バッテリー 1回の充電で連続最大500時間動作（充電時間12時間）

校正 外部、校正分銅使用

インターフェース USB-C、USB-A、RS232ポート 

動作温度 -10 °C～40 °C

製品寸法 310 × 302 × 118 mm（幅 × 奥行 × 高さ）

プラットフォームサイズ 280 × 180 mm （幅 × 長さ）

電磁環境適合性 FCC Part 15 Class B, IEC 61326-1（エミッションクラスB、産業地域のイミュニティ要件）に準拠

技術仕様

アクセサリ
  リチウムバッテリーパック

  セカンドプラットフォームキット

  床下計量フック

  データプリンター

  バーコードスキャナー

アプリケーション

計量 カウンティング 重量検査 合計



ベンチスケール  
 フロアースケール 
Puro®

Puro®のベンチスケール台はかりとフロアースケール台はかりは、多彩な計量ニ
ーズに対応するマルチ機能の計量ソリューションです。必要んアプリケーション
を多目的インジケータ1つに統合しました。使い勝手の良い大型ディスプレイ
に、正確かつ高い信頼性の結果を瞬時に表示します。丈夫で耐久性のあるプラ
ットフォームを使用し、どんな環境にもぴったりフィットします。

//20 ベンチスケール台はかりとフロアースケール台はかり



特徴 
  産業用に最適な堅牢な設計

  大型ディスプレイとトラフィックライト機能 
お客様志向の操作性

  瞬時に安定

  長時間動作可能な高性能バッテリー

  USB-C経由の簡単充電

  滑り止め付き大型レベリングフット

アプリケーション

«   Pure  
innovations 
for industrial 
weighing »

計量 カウンティング 重量検査 合計



       産業用に最適な堅牢設計

       大型ディスプレイとトラフィックライト機能
お客様志向の操作性

       瞬時に安定

       長時間動作可能な高性能バッテリー

       滑り止め付き大型レベリングフット

技術仕様

頑丈で使い勝手抜群の産業用ベンチスケール

 
ベンチスケールPuro®  

モデル EF-4P-DD-P/S-30 EF-4P-DD/FE-P/S-60 EF-4P-FE/GF-P/S-150 EF-4P-GF-P/S-300

ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性

分解能 6,000 d

30 kg 0.005 kg 60 kg 0.01 kg 150 kg 0.02 kg 300 kg 0.05 kg

66 lb 0.01 lb 132 lb 0.02 lb 330 lb 0.05 lb 660 lb 0.1lb

1056 oz 0.2 oz 2112 oz 0.5 oz 5280 oz 1 oz 10576 oz 2 oz

寸法

DD 350 × 300 × 104 mm

FE 550 × 420 × 114 mm 

GF 650 × 500 × 114 mm

重量指示計の材料 P ABSハウジング

計量プラットフォームの材料
P 塗装カーボンスチール、304ステンレススチール荷重プレート

S 総304ステンレススチール構造

アプリケーションパッケージ

指示計 計量、カウンティング、重量検査、カウンティング検査、合計
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アクセサリ
  リチウムバッテリーパック

  データプリンター 

アプリケーション

指示計

計量単位 kg、g、lb、oz、lb:oz    

保護等級 IP43    

ディスプレイ 白色バックライト付きLCDディスプレイ（高さ35 mm、6桁表示、14セグメント）   

重量検査インジケータ 動作と警告通知音を構成できる3つのLED（黄、緑、赤）    

キーパッド 5つの操作キー    

ゼロ範囲 はかりのひょう量の2 %または10 %    

テアー範囲 ひょう量値にマイナス符号を付けた値    

安定所要時間 1秒    

自動ゼロトラッキング オフ、0.5、1、または3区分    

電源 ACアダプター（100～240V、50/60 Hz）または内蔵充電式リチウムバッテリー

バッテリー 1回の充電で最大500時間動作（充電時間12時間） 

校正 外部、校正分銅使用

インターフェース USB-C、USB-A、RS232ポート 

動作温度 -10°C～40°C    

製品寸法（mm） 230 × 128 × 57 mm（幅 × 奥行 × 高さ）

プラットフォーム

動作温度 -10°C～40°C    

安全過負荷 はかりのひょう量の150 %

レベリング装置 外部レベルインジケータと調整可能なレベリングフット

電磁環境適合性 FCC Part 15 Class B, IEC 61326-1（エミッションクラスB、産業地域のイミュニティ要件）に準拠  

技術仕様

計量 カウンティング 重量検査 合計



       大型ディスプレイとトラフィックライト機能 
お客様志向の操作性

       瞬時に安定

       長時間動作可能な高性能バッテリー

       USB-Cによる簡単充電

頑丈で使い勝手抜群の産業用フロアースケール台はかり

 
フロアスケールPuro® 

モデル EF-4P-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-4P-NN/RR-P/S-3000

ひょう量 可読性 ひょう量 可読性

分解能 3,000 d
1,500 kg 0.5 kg 3,000 kg 1 kg

3,000 lb 1 lb 6,000 lb 2 lb

寸法

LL 1,000 × 1,000 × 100 mm

NN 1,250 × 1,250 × 100 mm 

RR 1,500 × 1,500 × 100 mm

重量指示計の材料 P ABSハウジング

計量プラットフォームの材料
P 塗装カーボンスチール、塗装カーボンスチールとチェッカープレート

S 総304ステンレススチール構造

アプリケーションパッケージ

指示計 計量、カウンティング、重量検査、カウンティング検査、合計

技術仕様
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アクセサリ
  リチウムバッテリーパック

  データプリンター 

指示計

計量単位 kg、g、lb、oz、lb:oz

保護等級 IP43

ディスプレイ 白色バックライト付きLCDディスプレイ（高さ35 mm、6桁表示、14セグメント）

キーパッド 5つの操作キー

ゼロ範囲 はかりのひょう量の2 %または10 %

テアー範囲 ひょう量値にマイナス符号を付けた値

安定所要時間 1秒

自動ゼロトラッキング オフ、0.5、1、または3区分

電源 ACアダプター（100～240V、50/60 Hz）または内蔵充電式リチウムバッテリー

バッテリー 標準バッテリーの場合、1回の充電で最大500時間動作（充電時間12時間）

校正 外部、校正分銅使用

インターフェース USB-C、USB-A、RS232ポート、BluetoothまたはWiFi（オプション） 

動作温度 -10°C～40°C    

製品寸法（mm、w x d x h） 230 × 128 × 59.5 mm（幅 × 奥行 × 高さ）   

プラットフォーム

動作温度 -10°C～40°C    

安全過負荷 はかりのひょう量の150 %    

レベリング装置 外部レベルインジケータと調整可能なレベリングフット

電磁環境適合性 FCC Part 15 Class B, IEC 61326-1（エミッションクラスB、産業地域のイミュニティ要件）に準拠

技術仕様

計量 カウンティング 重量検査 合計

アプリケーション



重量指示計
Puro®

Puroの重量指示計は、様々な産業用計量作業に適応します。
高輝度大型ディスプレイ、トラフィック機能、および5つの触覚キーで、
アプリケーションを操作できます。
使いやすさに加え、充電や他危機への接続も簡単です。
充電式リチウムイオンバッテリーは簡単に交換でき、1回の充電で最大500時間動作します。
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特徴
   大型ディスプレイとトラフィックライト機能 

お客様志向の操作性

   瞬時に安定

   長時間動作可能な高性能バッテリー

   USB-Cによる簡単充電

アプリケーション

USB-Cを接続するだけ

計量 カウンティング 重量検査 合計



使い勝手抜群の重量指示計
多彩に操作できるアプリケーションを搭載

      高輝度大型ディスプレイとトラフィ
ックライト機能による、簡単快適計
量

      瞬時に安定

      長時間動作する高性能バッテリー

      USB-Cによる簡単充電

モデル EF-IN4P

測定可能範囲 5～20,000 lbまたはkg

表示分解能 最大1:30,000

アプリケーションパッケージ

指示計 計量、カウンティング、重量検査、カウンティング検査、合計

技術仕様

 
重量指示計Puro® 
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計量 カウンティング 重量検査 合計

計量単位 kg、g、lb、oz、lb:oz

材料 ABSプラスチックハウジング

保護等級 IP43

ディスプレイ 白色バックライト付きLCDディスプレイ（高さ35 mm、6桁表示、14セグメント）

キーパッド 5つの操作キー

ゼロ範囲 はかりのひょう量の2 %または10 %

テアー範囲 ひょう量値にマイナス符号を付けた値

安定所要時間 1秒

自動ゼロトラッキング オフ、0.5、1、または3区分

ロードセル励起/入力感度  5 V DC/最大3 mV/V (最小1 μV/d)  

ロードセル駆動 350 Ω ロードセル最大4個

電源 ACアダプター（100～240V、50/60 Hz）または内蔵充電式リチウムバッテリー

バッテリー 1回の充電で連続最大500時間動作（充電時間12時間）

校正 外部、校正分銅使用

インターフェース USB-C、USB-A、RS232ポート 

動作温度 -10 °C～40 °C

製品寸法 230 × 128 × 59.5 mm（幅 × 奥行 × 高さ）

電磁環境適合性 FCC Part 15 Class B, IEC 61326-1（エミッションクラスB、産業地域のイミュニティ要件）に準拠

アクセサリ
  リチウムバッテリーパック

  データプリンター 

技術仕様

アプリケーション



ベンチスケールプラットフォーム
フロアースケールプラットフォーム
Puro®

Puroのプラットフォームは、様々な産業計量ニーズに対応します。
堅牢なボディはあらゆる産業用に適しており、正確で高い信頼性の結果を瞬時に提供します。
様々な素材の多彩なモデルを取り揃えており、あらゆる環境に適応できます。
高品質・高信頼性・高付加価値の3拍子揃った製品です。
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特徴
   産業用に最適な堅牢設計

   高信頼性

   滑り止め付き大型レベリングフット

   温かみのある塗装スチールプラットフォームとチェッカープレート

   洗浄に強い304ステンレス合金プラットフォーム

アプリケーション

«  細部まで優れた
計量ソリューション »

計量 カウンティング 重量検査 合計

パーセント計量 平均 表示固定



       産業用に最適な堅牢設計

       高信頼性

       滑り止め付き大型レベリングフット

       塗装バージョンとステンレスバージョンをラインナップ

技術仕様

 
高い信頼性を有する堅牢なベンチスケールプラットフォーム

 
ベンチスケールプラットフォームPuro®  

モデル EF-DD-P/S-30 EF-DD/FE-P/S-60 EF-FE/GF-P/S-150 EF-GF-P/S-300

ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性 ひょう量 可読性

分解能 6,000 d

30 kg 0.005 kg 60 kg 0.01 kg 150 kg 0.02 kg 300 kg 0.05 kg

66 lb 0.01 lb 132 lb 0.02 lb 330 lb 0.05 lb 660 lb 0.1lb

1,056 oz 0.2 oz 2,112 oz 0.5 oz 5,280 oz 1 oz 10,576 oz 2 oz

寸法

DD 350 × 300 mm

FE 550 × 420 mm

GF 650 × 500 mm

計量プラットフォームの材料
P 塗装カーボンスチール、304ステンレススチール荷重プレート

S 総304ステンレススチール構造
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計量 カウンティング 重量検査 合計 パーセント計量 平均 表示固定

プラットフォーム

動作温度 -10°C～40°C    

安全過負荷 はかりのひょう量の125 %    

レベリング装置 外部レベルインジケータと調整可能なレベリングフット

ロードセル保護/クラス IP67/OIML C3

ロードセルケーブル長 0.4 m     
ロードセル定格出力 2 mV/V ± 10 %    

ロードセル励起電圧 最大20 V（AC/DC）/5～15 V推奨（AC/DC）    

ロードセル入力/出力抵抗 410 ± 10 Ω/350 ± 4 Ω

電磁環境適合性 FCC Part 15 Class B, IEC 61326-1 
（エミッションクラスB、産業地域のイミュニティ要件）に準拠

技術仕様

アクセサリ
  カラム

アプリケーション

«  次世代計量 
ソリューション
Puro®

 »



       高信頼性

      産業用に最適な堅牢設計

      塗装バージョンとステンレスバージョンをラインナップ

      塗装プラットフォームとチェッカープレート

技術仕様

高い信頼性を有する堅牢なフロアースケールプラットフォーム

 
フロアースケールプラットフォームPuro®  

モデル EF-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-NN/RR-P/S-3000

ひょう量 可読性 ひょう量 可読性

分解能 3,000 d
1,500 kg 0.5 kg 3,000 kg 1 kg

3,000 lb 1 lb 6,000 lb 2 lb

寸法

LL 1,000 × 1,000 mm

NN 1,250  × 1,250 mm

RR 1,500 × 1,500 mm

計量プラットフォームの材料
P塗装カーボンスチールとチェッカープレート

S オールステンレス（304）構造
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計量 カウンティング 重量検査 合計 パーセント計量 平均 表示固定

プラットフォーム

動作温度 -10°C～40°C    

安全過負荷 はかりのひょう量の150 %    

レベリング装置 外部レベルインジケータと調整可能なレベリングフット

ロードセル保護/クラス IP67/OIML C3    

ロードセルケーブル長 0.4 m   

ロードセル定格出力 2 mV/V ± 10 %    

ロードセル励起電圧 最大20V（AC/DC）/5～15V推奨（AC/DC）    

ロードセル入力/出力抵抗 410 ± 10 Ω/350 ± 4 Ω

電磁環境適合性 FCC Part 15 Class B, IEC 61326-1（エミッションクラスB、産業地域のイミュニティ要件）に準拠  

技術仕様

アクセサリ
 ピットフレーム

 ランプ

 カラム

アプリケーション



計量

パーセント計量 平均

カウンティングc 重量検査 合計

表示固定

計量 
試料の重量をlb、oz、lb:oz、kg、gのいず
れかで表示

自動テアー 
最初の総重量を自動でテアー

パーセント計量
重量を基準重量に対するパーセンテー
ジで表示

カウンティング 
基準試料の重量をもとにアイテムを 
カウンティング

重量検査
アイテムの重量を目標重量と比較

パーセント検査
アイテムのパーセンテージを目標値と比
較

カウンティング検査 
アイテムの数量を目標数量と比較

 
合計
連続した独立重量値を合計 

平均
不安定な試料（例：生きた動物）や、一定
でない環境条件下の重量を決定

表示固定
最初の安定重量値を保存して、試料を下
ろした後もその値をディスプレイに表示

アプリケーション概要

アプリケーション
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«  Puro® は、さまざまな 
アプリケーションに対応 »

製品 SmallFlat、SmallTall、LargeFlat、LargeTall Count

指示計、 
ベンチスケール
台はかり、 
フロアースケール 
台はかり

アプリケーションレ
ベル ベーシック アドバンスト カウンティング 

プロフェッショナル 指示計

計量
自動テアー
パーセント計量
カウンティング
重量検査
パーセント検査
カウンティング検査
合計
平均
表示固定



ご注文情報

ご要望にぴったりの製品をお求めいただけるよう、Puro® は幅広い選択肢をご用意しています。この
選択肢は、今後さらなる充実が見込まれます。Puro® は、常に展開を続ける計量ソリューションです。
ご不明点やご提案がございましたら、販売店までお知らせください。

Puro® SmallFlat / LargeFlat / SmallTall / LargeTall / Count
例: EF-LT1P30-30d-2D

プラットフォームPuro®

例: EF-DDS60-6d

指示計Puro®

例: EF-IN4P

ベンチスケール台はかりとフロアースケール台はかりPuro®

例: EF-4PDDP60-6d

  モデル設計
LargeTall

EF-LT

アプリケーション選択
レベル1

1

ハウジング材料
プラスチック

P

ひょう量
30 kg

30

分解能
30d

-30d

ツインディスプレイ
（Tallのみ）

-2D

  モデル設計

EF

アプリケーション選択
レベル4 

4

ハウジング材料
プラスチック

P

寸法 
DD

DD

プラットフォーム材料
塗装 

P

ひょう量
60 kg

60

分解能
6d

-6d

  モデル設計

EF

寸法
DD

DD

プラットフォーム材料 
ステンレススチール

S

ひょう量
60 kg

60

分解能  
6d

-6d

モデル設計 
指示計

EF-IN

アプリケーション選択
レベル4 

4

ハウジング材料
プラスチック

P
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 www.puroscales.com
Puro® Store «  ご注文は

お早めに！»

www.puroscales.com


Minebea Intec GmbH  |  Meiendorfer Strasse 205 A  |  22145 Hamburg, Germany
Phone +49.40.67960.303  |  Email info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com   

Discover our entire  
product portfolio

Please contact us for further information 

We provide products, solutions and services to the industry for increasing the reliability, safety 
and efficiency of production and packaging lines. Our portfolio covers applications from goods-in 
to goods-out, including automated as well as manual processes and filling and packaging.

Services
 Engineering Support

 Start-up

 Maintenance and Repair

 Upgrades

 Training

Quality Assurance
 Checkweighers

 Metal Detectors

 X-Ray Inspection Systems

 Statistical Process Control

Process Weighing and Automation
 Vessel and Silo Scales

 Truck Scale Components

 Bench and Floor Scales

 Batching and Formulation
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www.minebea-intec.com   

 www.puroscales.com

Puro® Store

Minebea Intecは業界に、製造と包装ラインの信頼性、安全、効率を高める製品、ソリュ
ーション、サービスを提供しています。当社のポートフォリオは、製造から出荷まで（自
動・手動のプロセス、充填、包装など）が対象です。 

業務内容

計量プロセスと自動化
 容器およびサイロはかり

 トラックスケール部品

  ベンチスケール台はかりと 
フロアースケール台はかり

 バッチングと調合

品質保証
 重量選別機

 金属検知器

 X線検査システム

 統計プロセス管理

サービス
 エンジニアリングサポート

 スタートアップ

 メンテナンスと修理

 アップグレード

 トレーニング
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