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ベ リージョンソン ラボラ トリー アクレデ ィテーション インクは、

下尭の試験所 を窓査 しました。

デルタトラックジャパン泳式会社 混友枝工室
〒559-0034 大卜え府大「え市住走江医由落ヨヒ2丁目 1-10 ATCビ ル H洵[椋

ことに本紐紋が、以下の認タロされた固際規格に基づき、盤定 されたことを証 しますぅ

■己0ガβσ′/θ2J∫ 2θ′7

木記定により、以下の範囲友び試験所品質マネプメントシステムの垂普における技術的稔ヒカを

突証 す る もの と します。 (2017午 4月 アをイ
=ISO‐

ILAC‐ IAF共 同 コ ミュニ ケ に準 ず る)

Polyscおnce製温度構とOmega製標準温度針によるデジタル温度針の枝工えび

准体宣煮・PA・ 精製水媒体えび均熱釦プロックを用いたデジタル温度計の棋工友び、

惇混構と内部センサー用均熱釦プロックえび外部センサー用均熱釦プロックを用いた

デジタル温度針の枝エ

(弁鮨は付属きに記述)

上盈試験及び/えは狡エサービスに対する舞定ヤ
i径格は本記定猛内で吉次された住所のみを対象とすろ。ネ記定は、

上盈規格の霊定を管理するシステム去え定に従い授与され、組織はその猛定を蓬守し、盤定法関の任務を率立する

ことをとこに誓率々する。

PJLA

勢 狂
トレーシー サーツェン

ブレジデント

Perry Johnson Laboratory

Accrcditation,Inc.(PJLA)

755ヽV.Big Beaver Rd.,Suite 1325

Troy,トッlichigan 48084
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文j工 す,''lLは 、1キ 班された盟tに なわ (4イ 究募t=竜 し‐(4着 Iれ てⅢよ|

PJしAウ 【ブ サ イ ト (、、、VWIガ labS COm)(l`ti4 1ヽ たた 1)i→

b、 本記定:に は日本罪割よ版ぐあり、井火の記定れを正式のものとする
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繋 定 証 付 癌 書

t rttA
デルタトラックジャパン株式会れ 温度校工室

〒559‐0034 大阪着大阪市住t江区由落北 2丁 目 1‐10 ATCビルITM株
岸内廉祥 Tel:o6‐ 6616‐S900

木記定を、上記撤紋の実施する下記枚工について掟与する。

温度皓校正

校正を受けた計量機器

または計測器

範囲 (ま たは必要に

応じて基準装置サイズ)

不確かさとして

表現された校正澳l定

能力 (± )

使用される校正機器

および参照、規格

デジタル温度計
F

(Digital Thcrmometer)

プ庫―ブ付指示計器温度計

外部センサー付き指示計器

温度計

リユーザブルデータロガー

PDFデータロガー

-30℃ -5℃ ±0.09℃ 恒温循環槽

Polyscicnce PD15R-40-AllB
-30℃ ～ 5℃ (IPA)

白金測温抵抗体データロガー (参照標準 )

OMECA HH376  Data  Logger
-100 官C - 400 R3

」IS Z 87101こ 墓:ノづく
「TCL温度校正手順書」 (QP 50)

5℃ ～ 30℃ ±0.07℃ 恒温循環槽

Polysciencc PD15R-40-AllB

5℃ ～ 30℃ (精製水 )

白金淑1温抵抗体データロガー (参照標準 )

OMECA HH376  Data  Logger
-100 qC ′- 400 ℃

JIS Z 87101こ基づく
「TCL温度校正手順書J(QP 50)

2019年 11月 発行 本付属書は、認定証番号 L19581R2の 認定証を補足するものである。 2/4頁



諷 定 証 付 雇 書

Pどこれ
デルタトラックジャパン株式会社 温魔校工室

〒559-0034 大阪府大阪市住t江区由港北 2丁 目1-10 ATCビ ルITM林
岸内康祥 T仇 06‐6616‐5900

木記定を、上記社綻の実施する下記校工について猿与する。

温度的校正

校正を受けた計量機器

または計測器

範囲 (ま たは必要に

応 して基準装置サイズ)

不確かさとして

表現 された校正測定

能力 (± )

使用される校正機器

および参照、規格

Cryo PDF デ ジ タ ル温 度 計
F -196 魚3 ± 0.06℃ 標準温度計 FLUKE 1524/5609

ステンレスタト千釘書壁テ
゛
ュアーフラスコ  SS333

液体窒素媒体及び均熱銅ブロック

」IS Z 8710及 び 産業技術総合研究所
「計量標準報告 Vol,8/Nolこ に基づ く

「TCL Cryo PDFデ ータロガー校正手順
垂」 (QP-64)

-30℃ ～ 5℃ ± 0.06(C 標準温度計 FLUKE 1524/5609

恒温循環槽

Polyscicncc  PD15R-40-AllB

IPA媒体及び均熱銅ブロック

」IS Z 8710 1こ 基づく  「TCL―Cryo― PDFデ

ータロガー校正手順書J(Q卜 64)

5℃ ～ 30℃ ± 0,06℃ 標準温度計 FLUKE 1524/5609

恒温循環槽

Polyscience  PD15R-40-AllB

精製水及び均熱銅ブロック

」IS Z 8710 1こ 宏彗ノづく  「TcL―Cryo―PDFラド

ータロガー校正手順書」 (QP 64)
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認 定 鉦 付 癌 書

I

「
JLれ

デルタトラックジャパン株式会社 温度枝工室
〒559‐0034 大阪府大阪市住走江区由港北 2丁 目 1‐10 ATCビルITM林

岸内康祥 Tel:o6-6616‐ 5900

木記定を、上盈紐彼の実施する下記複工について猿与するЭ

温度的校正

校正を受けた計量機器

または計測器

範囲 (ま たは必要に

応 して基準装置サイ対

不確かさとして

表現された

校正測定能力 (圭 )

使用される校正機器

および参照、規格

デジタル温度計
F

(Digital Thermomctor)

リユーザブルデータロガー

PDFデータロガー

-80 氣D to +40 qc ±0,12℃ 標準温度計 FLUKE 5623

恒温槽 MC 812
内部センサー屈均熱銅ブロック

JIS Z 8710 1こ 基夕づく 「Espocたと書壁

MC812恒温循環槽内均熱銅プロックを

用いた温度校正手順書」 (Q卜65)

デジタル温度計
F

(Digital Thcrmometer)

外部センサー付きリユーザ

ブルデータロガー

プローブ付指示計器温度計

外部センサー付き指示計器

温度計

Cryo― PDF デジタル温度計

-80 kD to +40 R3 ±0.09℃ 標準温度計 FLUKE 5623

恒温槽 MC 812
外部センサー周均熱銅ブロック

JIS Z 8710 1こ 基′づく  「Especイ上ウ壁

MC812恒温循環槽内均熱銅ブロックを

用いた温度校正手順書」 (QP 65)

1 この認定範囲を含む校正に対して記哉された CMC(校 正測定能力)は、ほぼ理想的な条件下でほぼ理想的なヽ lt器をおおよそ定められた方法で校正している試験所であれば、

達成しうる最小測定不確かさを表している。それは、包含係数 k=2を用いて 95%の信頼水準で表される。校正されている機器の能力や性能及び校正に関連する条件は、適度にある

程度理想から逸脱しうるので、試験所が行つている特定の校正に関する実際の測定不確かさは、通常同じ校正に対するCMCよ り大きい。

2  校正を認定する場合、校正機関の校正能力の範囲は校正を実施する際に用いる参照標準、標準物質等の最小値から最大値に起因される。従って、校正範囲の最低下限

は校正機関が入手できる最低到達可能値でなければならない。

標準がない場合、手順や方法によつて校正された0(ゼ ロ)の値を検証することによつて、“0点は校正ではない"と する定義を除けば、校正方法は手順に起因する。

ただし、この場合 0点の校正が全くできないとする定義は成立しないこともある。

3 上付き文字“F"は 、試験所が固定された位置で示されたパラメータの校正を実行することを意味している。 (例 :“ OutSdo Mに rometerF"は 、試験所が固定された位置でこの校正を行

うことを明確にしている。)
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