0.079 inch
DIA. contact
point
(carbide)
(102825)
Inch holding
bar (L: 4 in)
Basic set

Spare 0.079 inch DIA.
contact point (carbide)

Basic set

Indicator

• S wivel clamps (See page F-75)
•H
 olding bars (See page F-75)
• S tems (See page F-75)
102824: ø1 mm contact point (carbide)
102825: ø2 mm contact point (carbide)
102826: ø3 mm contact point (carbide)
Full set

513-302-10E 513-302-10T 0.0005
0.03

Spanner
(102037)

Mitutoyo reserves the right to change any or all aspects of any product specification, including prices, designs and service content, without notice.

Order No.

Graduation Range
Dial
(in)
(in) reading

24

One
rev.

F-72

Hysteresis Repeatability

0-15-0 ±0.0005 0.0003 ±0.0003

Optional Accessories

Note: A slight difference may occur depending on the center of the
contact point, graduation plate, and stem fixing position, etc.
Maximum permissible error
(MPE)* (in)

Mass
(g)
Measuring
force
(N)

* We guarantee the accuracy of completed products by inspecting them with the dial face facing upward.
Note: 513-3XX-10 is indicated on the dial face. But the Order No. for the set provided with the stem etc. has a suffix (E or T) at the end.
71
0.3 or less

0.375 inch DIA. stem
防水（IP63）

連続目盛

4

全測定範囲にわたって連続
して読み取りができるタイプ
です。変位量の大きい測定に
便利です。
このマークは本文
中では省略しています。

ロングステム
通常のステムの長さと比べ
て約2倍の長さがありますの

水 や 油、ほこりの 浸 入を前
面、上面からガードします。

防塵・防滴

水や油の浸入をすべての方
向からガードし、スピンドル
などの可動部分もゴムジャバ
ラでしっかりシールしていま
す。

防水（IP64）

水や油の浸入をすべての方
向からガードし、スピンドル
などの可動部分もゴムジャバ
ラでしっかりシールしていま
す。

1回転未満

全測定範囲にわたって連続
スピンドルの変位量が前面

す。

です。変位量の大きい測定に
便利です。
このマークは本文
中では省略しています。

90 0からも後面からも読取れま
10 して読み取りができるタイプ

両面 連続目盛

比較測定に大変便利です。
無関係に指針位置を調整で
きます。

バランス目盛
指針調整式
目盛仕様が0を基準にして左
頭部ツマミを回すことによ

右均等になっていますので、
10 0り、
10スピンドルの上下動とは

逆目盛
バックプランジャー

れてる精度や寸法を満足し
ている商品です。

JIS相当品
商品に JIS マークの表示はあ
りませんが、JIS規格で規定さ

下死点ダンパ

ロングストロークタイプのダ
イヤルゲージにおいて、
スピ
ンドル上部にリング状のゴ
ムを取り付け、スピンドルが
下降し停止するときの衝撃
を緩和させることができま
す。

ショックプルーフ
スピンドルの急激な押し上
げから歯車を保護する緩衝
機構を採用。耐衝撃性に優
れています。
穴の底の深さや、段差を測
目盛に対して垂直にスピン
定する測定器。
デプスゲージ
ドルが移動します。
目盛板が
に便利なダイヤルゲージで
見えにくい場所での使用に
す。
適しています。

ロングステム
通常のステムの長さと比べ
て約2倍の長さがありますの

水 や 油、ほこりの 浸 入を前
面、上面からガードします。

防塵・防滴

水や油の浸入をすべての方
向からガードし、スピンドル
などの可動部分もゴムジャバ
ラでしっかりシールしていま
す。

防水（IP64）

水や油の浸入をすべての方
向からガードし、スピンドル
などの可動部分もゴムジャバ
ラでしっかりシールしていま
す。

防水（IP63）

置針式

スピンドルが押し込まれた
位置で指針が止まる特殊機
構により、最大値をいつもキ
ープできます。

JIS 規格の 15 µmをはるかに
超えた高精度です。

13 µm

全測定範囲指示誤差

倍目盛幅
通常のダイヤルゲージより
目盛幅が倍になっています
ので、数値が読み取り易く、
目の疲労から解消されます。

宝石入

各軸受部に宝石軸受を採用
していますので、耐久性に優
れています。

1 回 転 の 読 誤りを防ぐた め
に、指針の回転を1回転未満
に規制しています。

高精度化のニーズに応える、
低測定力なので弾性変形の
ハイグレード仕様。時代をリ
大きい測定物に最適です。
ードする先進性にあふれて
います。

高精度
低測定力

高精度、汎用性、使いやすさ
時計のように長針と短針の
を徹底追及したベーシックタ
回転中心を同じにして読み
イプです。
取りやすく
しています。

4

れてる精度や寸法を満足し
ている商品です。

JIS相当品
商品に JIS マークの表示はあ
りませんが、JIS規格で規定さ

ロングストロークタイプのダ
イヤルゲージにおいて、
スピ
ンドル上部にリング状のゴ
ムを取り付け、スピンドルが
下降し停止するときの衝撃
を緩和させることができま
す。

下死点ダンパ

バランス目盛

目盛仕様が0を基準にして左
右均等になっていますので、
比較測定に大変便利です。

Inch
中2針 スタンダード

71 0.3 or less

置針式

3

JIS 規格の 15 µmをはるかに
超えた高精度です。

4

スピンドルが押し込まれた
位置で指針が止まる特殊機
構により、最大値をいつもキ
ープできます。

5

ショックプルーフ
スピンドルの急激な押し上
げから歯車を保護する緩衝
機構を採用。耐衝撃性に優
れています。

—

穴の底の深さや、段差を測
定する測定器。デプスゲージ
に便利なダイヤルゲージで
す。

9

逆目盛

0.8 0-40-0
Measuring
force
(N)

13 µm

513-304 -10E 513-304-10T 0.01
Measuring One 10 scale Hysteresis Repeatability
range
rev. divisions
Mass
(g)

全測定範囲指示誤差

Full set
Graduation Range Dial
(mm) (mm) reading

90 0 10

0.118 inch
DIA.
contact point (carbide)
Basic set

Maximum permissible error (MPE)* (µm)

宝石入

Order No.

各軸受部に宝石軸受を採用
していますので、耐久性に優
れています。

両面

指針調整式

スピンドルの変位量が前面
からも後面からも読取れま
す。

頭部ツマミを回すことによ
り、スピンドルの上下動とは
無関係に指針位置を調整で
きます。

バックプランジャー

低測定力なので弾性変形の
大きい測定物に最適です。

目盛に対して垂直にスピン
ドルが移動します。目盛板が
見えにくい場所での使用に
適しています。

低測定力

時計のように長針と短針の
回転中心を同じにして読み
取りやすくしています。

中2針

Metric

倍目盛幅
通常のダイヤルゲージより
目盛幅が倍になっています
ので、数値が読み取り易く、
目の疲労から解消されます。

Set Configuration: Inch

1回転未満

0.039 inch DIA.
contact point (carbide)
(900322 for 0.157
inch DIA stem,
0.375 inch DIA.
stem, dovetail)

SPECIFICATIONS

1 回 転 の 読 誤りを防ぐた め
に、指針の回転を1回転未満
に規制しています。

Spanner
(102037)

高精度化のニーズに応える、
ハイグレード仕様。時代をリ
ードする先進性にあふれて
います。

Full set
Knurled
clamp ring

高精度

Indicator

高精度、汎用性、使いやすさ
を徹底追及したベーシックタ
イプです。

ø2 mm contact
point (carbide)
(102825)

10 0 10

Stem,
0.157 inch DIA.
Spare ø2 mm contact
point (carbide)

スタンダード

Stem,
ø4 mm

High accuracy
With revolution counter
Long contact point
Standard
Double scale spacing
Compact
Dustproof
Carbide contact point
(Slightly magnetic)
Ruby contact point

Metric
holding bar
(L: 100 mm)

High accuracy
With revolution counter
Long contact point
Standard
Double scale spacing
Compact
Dustproof
Carbide contact point
(Slightly magnetic)
Ruby contact point

ø1 mm
contact
point (carbide)

19
27.3

ø3 mm
contact
point
(carbide)

mm

Full set

6.5

An inspection certificate is supplied as standard.
Refer to page U-11 for details.

Dial Test Indicator
SERIES 513 — Universal Type

Set Configuration: Metric

Swivel clamp (900321
for ø4 mm stem, ø8
mm stem, dovetail)

• The direction of the probe movement can
be freely changed by rotating the contact
point section of the indicator.

Basic set

ø8 mm stem

513-304-10E

DIMENSIONS

Rotating part

Unit: mm

Knurled
clamp ring

49

ø40

513-304-10E

F

