
 
■■━━物性評価ソリューションマガジン vol.12━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■ 
 
    ハイエンドテスラメータのご紹介と 
        ホール素子・ガウス/テスラメータを使用した磁場測定入門オンラインセミナーのご案内 
 
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【株式会社東陽テクニカ 理化学計測部】━■■ 
 
平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 
理化学計測部 物性チーム メールマガジン担当です。 
 
コロナ禍でお祭りや花火大会など、夏らしいイベントも中止となる中、 
みなさまはどのような夏を過ごす予定でしょうか。 
近頃はマイクロツーリズムという聞きなれない言葉も耳にするようになり、 
働き方だけでなく生活全体が変化していることを感じる日々です。 
 
さて、今月号はサマーキャンペーン対象製品のテスラメータのご案内と 
8月 27日に開催するホール素子・ガウス/テスラメータを使用した 
磁場測定入門オンラインセミナーの先行案内をさせていただきます。 
また、大好評実施中のサマーキャンペーン情報についても紹介しておりますので、 
ぜひ最後までご一読ください！ 
 
 
▼ 物性評価ソリューションマガジンバックナンバーはこちらから 
  https://www.toyo.co.jp/material/contents/detail/backnumber.html  
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                     磁場測定入門 オンラインセミナーのご案内 
[３] オンラインストア サマーキャンペーンのご案内 
[４] 過去開催オンラインセミナー動画閲覧方法のご案内 
[５] あとがき 
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
 
┌─┐ 
│１│ ハイエンド 3軸テスラメータ F71型のご紹介 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
▼ 本製品の詳細はこちら 
⇒ https://www.toyo.co.jp/material/products/detail/F71.html  
 
ホール素子をセンサに用いるテスラメータ/ガウスメータは測定レンジが広く 
測定が容易なため多くの方々に多くの現場でご使用いただいています。 
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磁場測定は非接触な測定なためいろいろな測定誤差要因がありますが、 
その 1つに測定環境の温度変化が挙げることが出来ます。 
一般的にホール素子は温度係数を持っているため、 
温度変化があった場合、テスラメータ上の測定値は変化してしまいます。 
これを温度ドリフトと呼びます。 
 
さて、今回ご紹介する F71型では「TruZero（TM）テクノロジー」という最新技術を搭載した、 
センサを標準採用しており測定誤差要因の温度ドリフトを無視できるようになりました！ 
 
□ TruZero（TM）テクノロジーのメカニズム 
・新採用 2Dex（TM）ホールセンサの高い対称性・均一性 
・2つの測定系（電流・電圧）を切り替えるスピニング技術 
・最適な誘電性を持つ絶縁体採用ケーブル 
・連続した測定値を組み合わせるオンボードアルゴリズムにより、熱電効果によるオフセットを除去 
 
この 4つのメカニズムによって実現されたのが TruZero（TM）テクノロジーです。 
この機能により、従来のゼロ点調整は不要となり、常に正確な測定が可能となりました。 
さらに温度補償機能を組み合わせることで、読み値の温度ドリフトはとても小さくなりました。 
 
▼ 本製品をオンラインストアで購入する：サマーキャンペーン実施中♪ 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/product.php?id=136  
 
なお、今回ご紹介した F71型の詳細や磁場測定の注意点をご紹介するとともに、 
装置使用のデモンストレーションをご覧いただけるオンラインセミナーの開催が決定しました。 
本メールマガジンご購読いただいているみなさまに 
先行案内を差し上げますので、ご興味のある方は是非お気軽にご参加ください！ 
 
 
┌─┐ 
│２│ ホール素子・ガウス/テスラメータを使用した磁場測定入門 オンラインセミナーのご案内 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
ホール素子・ガウス/テスラメータを使用した磁場測定入門 オンラインセミナーを 
本メールマガジン読者の方に先行してご案内いたします。 
ホール素子やガウス/テスラメータを使用した磁場測定は基本的な測定ではありますが、 
測定対象物との距離、角度の変化により大きな測定誤差を生じる場合が多々あります。 
今回のセミナーではガウス/テスラメータの基本や測定の注意点について、 
デモンストレーションを交えて紹介いたします。 
 
-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴-∴-∵-∴-∵-∴-∵-∴- 
           ホール素子・ガウス/テスラメータを使用した磁場測定入門 
■ 開催日時：2020年 8月 27日（木) 13：30～14：30予定 
■ 開催形式：Zoomによるオンライン会議にて講演します 

https://www.material-store.toyo.co.jp/product.php?id=136


■ 講演内容 
・磁場について 
・ホール素子の基本 
・ガウス/テスラメータ機器選定 
・磁場測定の注意点 
・ガウス/テスラメータ実演 
■ 参加費 
  無料 ※事前の参加登録が必要です 
 
      ★ 受講をご希望される方は以下 URL からお申込みください ★ 
     https://www.toyo.co.jp/material/seminar/detail/seminar2020-7.html  
 
 
┌─┐ 
│３│ オンラインストア サマーキャンペーンのご案内 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
今年もオンラインストア サマーキャンペーンを実施しております。 
メールマガジンをご愛読いただいているみなさまに先行して対象製品をご案内いたします。 
＜キャンペーン対象期間：2020年 9月末日ご発注分まで＞ 
 
○ LakeShore社 高精度 I/Vソース 155-DC / AC型 【最大約 52%OFF！】 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/product.php?id=99  
 
○ LakeShore社 校正付き温度センサ各種 【1本から最大約 14%OFF！】 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/list.php?c_id=5  
 
○ LakeShore社 温度モニタ 211型 / 218S型 /224型 【最大約 15%OFF！】 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/list.php?c_id=13  
 
○ LakeShore社 ハイエンドテスラメータ F41 / F71 【最大約 22%OFF！】 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/product.php?id=136  
 
○ OECO（F.W.BELL）社 ハンディガウスメータ 5180型 【最大約 24%OFF！】 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/product.php?id=6  
 
○ Tabor Electronics社 1ch/2ch/4ch 高電圧アンプ 【最大約 20%OFF！】 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/product.php?id=79  
 
▼ キャンペーン・製品詳細はこちらから 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/page.php?pId=7  
▼ 会員登録はこちらから 
  https://www.material-store.toyo.co.jp/regist.php  
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┌─┐ 
│４│ 【最新動画 UP！】過去開催オンラインセミナー動画閲覧方法のご案内 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
【ご利用方法】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1. オンラインストアに会員登録 
（ https://www.material-store.toyo.co.jp/regist.php ） 
2. カテゴリ内の「オンラインセミナー動画」をクリック 
3. ご希望のセミナーをカートに入れる 
4. 注文確定 
  ※ オンラインストアに記載されている通り単価￥0ですので、費用は一切発生いたしません 
※ 商品の性質上、納品書や請求書の伝票は発行されません 
5. ご注文をいただき次第、動画 URL をお送りいたします 
  ※ お送りした URLを社外へ転送することはご遠慮ください 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
7月 29日に開催し大好評をいただきました 
「半導体特性評価 比抵抗/ホール効果の測定ノウハウとホール測定手法のご紹介」 
オンラインセミナーの動画の公開を開始いたしました！ 
残念ながらセミナーを受講いただけなかったお客様や 
復習としてもう一度見たい、というお客様のお役に立てますと幸いです！ 
 
 
┌─┐ 
│５│ あとがき 
└─┼────────────────────────────────────────────── 
前月号で「7月の終わりには各所で梅雨が明けていることと思いますが…」と記しましたが 
今年は梅雨明けが沖縄を除く各地域で平年よりも約 10日前後遅く 
私の住む東京も 8月に入ってから梅雨明けの宣言がありました。 
今年は制限のある中の夏季休暇となりますがみなさまがいかが過ごされる予定でしょうか？ 
私は 15分の地獄のダンスを続けつつ（しかし減量しないのはなぜなのか…） 
スマートフォン向けアプリを製作する勉強を始めようと思っています！ 
みなさまにとって有意義な夏になることを心から願っております☆ミ 
 
それでは、また来月号（9月 10日配信予定）でお会いしましょう！ 
─────────────────────────────────────────────── 
◎ 本メールは、以下のお客様にお送りしております。 
・弊社製品のユーザー様 
・弊社オンラインストアの会員様 
・過去に弊社セミナーへお申し込み・ご参加をいただいた方 
・弊社展示会ブースにお立ち寄りくださった方 
・各種アンケートにご回答くださった方 
・Webサイトより会員登録やお問い合わせ、各種お申し込みをいただいた方 
・弊社の担当者と名刺交換いただいた方 

https://www.material-store.toyo.co.jp/regist.php


 
◎ 弊社の個人情報の取扱いについて 
  https://www.toyo.co.jp/privacy.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
◎ 今後、メール配信の停止をご希望のお客様はお手数ですが下記より 
  お手続きをお願いいたします。 
  https://www.toyo.co.jp/bussei/mail_kaijo  
 
◎ メールの配信先変更をご希望のお客様は 
  material-dm@toyo.co.jp （担当：伊豫田、立石）までご連絡ください。 
 
◎ 本メールの内容に関するご意見・お問い合わせは下記メールアドレス 
  または電話番号までご連絡ください。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ■発行：株式会社東陽テクニカ 理化学計測部 
 ■URL： https://www.toyo.co.jp/material/  
 ■公式オンラインストア： https://www.material-store.toyo.co.jp/  
 ■お問い合わせ先 
  TEL：03-3245-1103（直通） FAX：03-3246-0645 
  E-mail： material-dm@toyo.co.jp  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 (C) 2020 TOYO Corporation. 

https://www.toyo.co.jp/privacy.html
https://www.toyo.co.jp/bussei/mail_kaijo
mailto:material-dm@toyo.co.jp
https://www.toyo.co.jp/material/
https://www.material-store.toyo.co.jp/
mailto:material-dm@toyo.co.jp

