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　平成18年からは企画から検査、評価、対策・補修のご提案まで一貫した検査体制をすべて社内

スタッフで請負う「補修コンサルティング・マネジメント業務」を推進。社内には、非破壊検査員とし

て最高位の「検査技術管理者」、建設コンサルタント「技術士」をはじめ多くの有資格者を擁し、大

型構造物のライフサイクルマネジメント全般に渡る社会生活基盤保全に貢献しています。

　検査機器部門では、危険物タンクの漏洩検査機器を自社開発し、製造・販売・メンテナンスを

行っています。更にコンクリート検査用の機器も開発・販売しています。

富山検査からアイペックへと社名変更

補修コンサルタント業務・検査機器販売業務
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速道路の工事現場付近などで必要な測定です。
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機器販売

各種測定器、検査機器などは国家基準と照合する必要があります。
弊社では圧力、長さ、加速度、荷重等の機器のキャリブレーションを行います。
メンテナンス、販売、レンタルも行います。

構造物の維持管理、点検、調査、補修などに関する様々なご要望、
問題にお応えしています。

診断の事前調査・事前コンサルティング

構造物調査・診断実施

長寿命化コンサルティング（補修方法提案）

構造物詳細調査・診断法のコンサルティング

構造物診断結果判断（判定）

構造物診断人材派遣

特殊な計測器、検査機器の自社開発、販売を促進

補修コンサルティング 社会基盤診断にまつわる総合的なコンサルティング

校正事業 検査機器の設計、製造メンテナンスから販売まで

配管密閉加圧治具　PR-1226

機器校正

危険物地下タンク・移動貯蔵タンク漏洩検査
PR-2011（pascalⅢ）／PSR-3101（タンクリークテスタ）

危険物地下タンク液相部漏洩検査
LLT-2200液相部ペアリークテスタ 

危険物地下タンク気相部と埋設配管及び移動貯蔵タンクの漏洩検査
ができます。
消防法に基づく【微加圧法】【微加圧法】【加圧法】【微加圧法】に対応し
ます。
PR-2011は１チャンネルタイプでインクペン式により記録し、３電源方
式で乾電池動作もします。
PSR-3101は任意に最大10チャンネルの検査ができます。移動貯蔵タン
クにおいて最大10槽の検査ができます。

危険物地下タンクの液相部漏洩検
査のための検査機器で一般財団法
人全国危険物安全協会の性能評価
に合格した機器です。（全危協評第
10-2号）
特許第3749908号・4589665号

アンカーボルト引張り試験器
LT-20　20kN（オプションで50kN）

コンクリート鉄筋探査レーダー
NJJ-200／NJJ-105RCレーダー

弊社はJRCのコンクリート鉄筋探査装置の正規代理店です。
NJJ-200はスマートホンを用いて表示及びデータ保存できます。

アンカー引張り試験器は軽
量で高精度です。20kN対応
は2.3kgですから天井に楽
に取り付けられます。50kN
対応でジャッキがついても
重量は4.5kg程度です。
精度も±0.5%以内で校正試
験も可能です。

漏洩検査において、配管を簡単に密閉できます。
密閉・加圧減圧・配管内への落下防止の特徴があります。
特許4421554号・特許庁長官奨励賞受賞品

自然電位測定器　HM-31P+CSE120P
コンクリート内鉄筋の自然電位
測定器です。飽和硫酸銅電極を
使用します。

PR-2011 PSR-3101

NJJ-200 NJJ-105

PR-1226 PR-1226W PR-1226L 50kN追加ジャッキLT-20

測定点

放射線照射室
工業用X線装置 200KVP　理学
 250KVP　理学
 250KVP（全角）　理学
自動現像器 富士フィルム
暗室車 

超音波探傷器 クラウトクレーマー
デジタル探傷器 パナメトリクス
 GE
 菱電湘南エレクトロニクス
超音波厚み計 帝通電子
 パナメトリクス
 クラウトクレーマー

ビデオ内視鏡 φ6.9/3m アールエフ 
IPREX-MX ビデオスコープシステム 3m　オリンパス　
ファイバースコープ 1.5m 4.2φ オリンパス
 3m 6φ オリンパス
Gラインスコープ φ28/30m レッキス
ハンディサーチ NJJ-95A

 NJJ-200
NJJ-105
NJJ-95B

日本無線
日本無線
日本無線
日本無線

シュミットハンマー スイスプロセク

フェロースキャン ヒルティ

アンカー引張試験記録計 アイペック
タイル引張試験器 サンコーテクノ　
レーザー距離計 ヒルティ
TICO スイスプロセク

プロフォーメーター5 スイスプロセク

衝撃弾性波試験器 コスモプランニング
コンタクトストレンゲージ　丸東

ディジシュミット スイスプロセク

ストラクチャスキャン  応用地質
アイゼンプロスペクタ 計測技術サービス

デジタルオシロスコープ 2CH　岩通
FFTアナライザー 2CH　小野測器
ワイヤーロープテスター SCIENTIFIC TECNOLOGES
 三井三池
ピンホール試験器 サンコウ電子
鉄管ケーブル検知器 フジテコム
周波数シンセサイザー 東亜DKK
イオンメーター 東亜DKK
ORPメーター 東亜DKK
PH計 東亜DKK
自動滴定装置 東亜DKK
プログラマブルAC/DC電圧発生器 NF回路　松定プレシジョン
ΔV変換器 日計電測
パワーハイテスタ 3334 日置電機
 3331 日置電機

圧力変換器 東京測器、共和電業、長野計器
孔内水位計 HUBA、GE
変位変換器 共和電業、東京測器
加速度変換器 RION、富士セラミックス、共和電業
荷重変換器 共和電業、NEC三栄、東京測器、ユニパルス
熱電対、白金抵抗体　チノー
風向風速計 佐藤計量、小松製作所

標準圧力発生器 横河
高精密圧力コントローラ（校正器）　GE
重垂型圧力試験器　長野計器
ポーダブル多機能校正器 GE
ゲージブロック ミツトヨ
ひずみ校正器 東京測器
加速度センサー校正器 富士セラミック
6ダイヤル可変抵抗器　横河
高精度温度計 テストー
デジタルハイテスタ 3239 日置電機

地下タンクリークテスタ アイペック　
タンクローリー漏洩検査装置　アイペック
液相部ペアリークテスタ アイペック
気相部圧力レコーダ アイペック

■ RT機器

■ UT機器

■ VT・MT機器

■ 振動騒音機器

■ 金属調査機器

■ 温度

■ 歪

■ 記録機器

■ 診断機器

■ 電子機器

■ センサー

■ 標準校正器

■ 地下タンク　移動タンク

■ その他

真空漏洩試験装置
（バキュームテスター）
ハンドマグナー 電子磁気工業
 栄進化学

マークテック

膜厚計 サンコウ電子
硬度計
亀裂深度計
金属組織検査装置　理学電機
顕微鏡 オリンパス
渦流探傷器 アクチューニ
 SCIENTIFIC TECNOLOGES

デジタル温度計 佐藤計量、テストー

動歪増幅器 1CH 共和電業
4CH 東京測器
　　　 共和電業メモリーレコーダアナライザ

データーロガー（静歪計） 10CH 東京測器
 5CH 東京測器

50CH 東京測器
ロードセル増幅器 1CH ユニパルス

メモリハイコーダ
 8841（16CH）　　 日置電機

 8430（10CH） 　　日置電機

 8807（4CH） 　　　日置電機
 8870（2CH） 　　　日置電機

 MR8847（16CH）　日置電機
メモリハイロガー
 8808（4CH） 　　　日置電機
 ＬR8400（10CH） 日置電機
PCMレコーダ
 4CH  SONY
 16CH  SONY
ペンレコーダ
 2CH　　日置電機
 1CH　　日置電機

マシーンチェッカー（FFT付）アンリツ
オートマチェッカー

振動計 IMV、リオン
振動レベル計 小野測器、リオン
レベルレコーダー リオン

 リオンチャージアンプ
騒音計 リオン
オクターブ分析器　リオン

　日鉄エレックス

サーモトレーサー NEC、Avio

傾斜計　　 共和電業
亀裂変位計 東京測器、共和電業

測定器、検査機器、センサー　各種

64CH

放射線透過試験技術者（RT） レベル3
 レベル2
超音波探傷試験技術者（UT） レベル3
 レベル2
磁粉探傷試験技術者（MT） レベル3
 レベル2
浸透探傷試験技術者（PT） レベル3
 レベル2
渦流探傷試験技術者（ET） レベル3
 レベル2
ひずみ試験技術者（SM） レベル3
 レベル2

WES8103 溶接管理技術者  特別級
  1級
  2級
WES8701によるCIW非破壊検査技術者
  検査技術管理者
  上級検査技術者

8名
22名
13名

4名

6名

4名
16名
4名
16名

1名

21名

8名

【 一般社団法人 日本非破壊検査協会 認証 】

【 社団法人 日本溶接協会 認証 】

【 社団法人 日本鋼構造協会 認証 】

技術士(建設・鋼構造及びコンクリート)
技術士(建設・総合技術監理)
技術士補（建設部門）
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士
測量士
測量士補
一級建築士
二級建築士
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士
建築仕上診断技術者
コンクリート診断士
コンクリート主任技士
コンクリート技士
配筋探査技術者
特殊建築物等定期調査資格者
あと施工アンカー技術管理士
環境計量士

2名
1名
2名
4名
3名

2名
1名
2名
2名
6名
3名
1名
6名

1名
6名
2名

エックス線作業主任者
ガンマー線透過写真撮影作業主任者
第2種放射線取扱主任者
危険物取扱者　丙種,乙種第四類
地下タンク等定期点検技術者
移動貯蔵タンク等定期点検技術者

14名

2名

8名
7名

鉄筋継手管理技士
鉄筋継手部検査技術者 3種
熱間押抜検査技術者

1名
10名

【 公益社団法人 日本鉄筋継手協会 認証 】

建築鉄骨超音波検査技術者
建築鉄骨製品検査技術者

9名
8名

高圧ガス製造保安責任者 乙種機械
 丙種液石
電気主任技術者 ３種
電気工事士 １種
 ２種

3名
5名
1名
1名

4名

13名

3名

20名

6名

29名

27名

38名

6名

24名

（2014年 3月現在）

4名

3名
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機器販売
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校正事業 検査機器の設計、製造メンテナンスから販売まで
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PR-2011（pascalⅢ）／PSR-3101（タンクリークテスタ）
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に合格した機器です。（全危協評第
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特許第3749908号・4589665号

アンカーボルト引張り試験器
LT-20　20kN（オプションで50kN）

コンクリート鉄筋探査レーダー
NJJ-200／NJJ-105RCレーダー

弊社はJRCのコンクリート鉄筋探査装置の正規代理店です。
NJJ-200はスマートホンを用いて表示及びデータ保存できます。

アンカー引張り試験器は軽
量で高精度です。20kN対応
は2.3kgですから天井に楽
に取り付けられます。50kN
対応でジャッキがついても
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自然電位測定器　HM-31P+CSE120P
コンクリート内鉄筋の自然電位
測定器です。飽和硫酸銅電極を
使用します。

PR-2011 PSR-3101

NJJ-200 NJJ-105
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測定点

放射線照射室
工業用X線装置 200KVP　理学
 250KVP　理学
 250KVP（全角）　理学
自動現像器 富士フィルム
暗室車 

超音波探傷器 クラウトクレーマー
デジタル探傷器 パナメトリクス
 GE
 菱電湘南エレクトロニクス
超音波厚み計 帝通電子
 パナメトリクス
 クラウトクレーマー

ビデオ内視鏡 φ6.9/3m アールエフ 
IPREX-MX ビデオスコープシステム 3m　オリンパス　
ファイバースコープ 1.5m 4.2φ オリンパス
 3m 6φ オリンパス
Gラインスコープ φ28/30m レッキス
ハンディサーチ NJJ-95A

 NJJ-200
NJJ-105
NJJ-95B

日本無線
日本無線
日本無線
日本無線

シュミットハンマー スイスプロセク

フェロースキャン ヒルティ

アンカー引張試験記録計 アイペック
タイル引張試験器 サンコーテクノ　
レーザー距離計 ヒルティ
TICO スイスプロセク

プロフォーメーター5 スイスプロセク

衝撃弾性波試験器 コスモプランニング
コンタクトストレンゲージ　丸東

ディジシュミット スイスプロセク

ストラクチャスキャン  応用地質
アイゼンプロスペクタ 計測技術サービス

デジタルオシロスコープ 2CH　岩通
FFTアナライザー 2CH　小野測器
ワイヤーロープテスター SCIENTIFIC TECNOLOGES
 三井三池
ピンホール試験器 サンコウ電子
鉄管ケーブル検知器 フジテコム
周波数シンセサイザー 東亜DKK
イオンメーター 東亜DKK
ORPメーター 東亜DKK
PH計 東亜DKK
自動滴定装置 東亜DKK
プログラマブルAC/DC電圧発生器 NF回路　松定プレシジョン
ΔV変換器 日計電測
パワーハイテスタ 3334 日置電機
 3331 日置電機

圧力変換器 東京測器、共和電業、長野計器
孔内水位計 HUBA、GE
変位変換器 共和電業、東京測器
加速度変換器 RION、富士セラミックス、共和電業
荷重変換器 共和電業、NEC三栄、東京測器、ユニパルス
熱電対、白金抵抗体　チノー
風向風速計 佐藤計量、小松製作所

標準圧力発生器 横河
高精密圧力コントローラ（校正器）　GE
重垂型圧力試験器　長野計器
ポーダブル多機能校正器 GE
ゲージブロック ミツトヨ
ひずみ校正器 東京測器
加速度センサー校正器 富士セラミック
6ダイヤル可変抵抗器　横河
高精度温度計 テストー
デジタルハイテスタ 3239 日置電機

地下タンクリークテスタ アイペック　
タンクローリー漏洩検査装置　アイペック
液相部ペアリークテスタ アイペック
気相部圧力レコーダ アイペック

■ RT機器

■ UT機器

■ VT・MT機器

■ 振動騒音機器

■ 金属調査機器

■ 温度

■ 歪

■ 記録機器

■ 診断機器

■ 電子機器

■ センサー

■ 標準校正器

■ 地下タンク　移動タンク

■ その他

真空漏洩試験装置
（バキュームテスター）
ハンドマグナー 電子磁気工業
 栄進化学

マークテック

膜厚計 サンコウ電子
硬度計
亀裂深度計
金属組織検査装置　理学電機
顕微鏡 オリンパス
渦流探傷器 アクチューニ
 SCIENTIFIC TECNOLOGES

デジタル温度計 佐藤計量、テストー

動歪増幅器 1CH 共和電業
4CH 東京測器
　　　 共和電業メモリーレコーダアナライザ

データーロガー（静歪計） 10CH 東京測器
 5CH 東京測器

50CH 東京測器
ロードセル増幅器 1CH ユニパルス

メモリハイコーダ
 8841（16CH）　　 日置電機

 8430（10CH） 　　日置電機

 8807（4CH） 　　　日置電機
 8870（2CH） 　　　日置電機

 MR8847（16CH）　日置電機
メモリハイロガー
 8808（4CH） 　　　日置電機
 ＬR8400（10CH） 日置電機
PCMレコーダ
 4CH  SONY
 16CH  SONY
ペンレコーダ
 2CH　　日置電機
 1CH　　日置電機

マシーンチェッカー（FFT付）アンリツ
オートマチェッカー

振動計 IMV、リオン
振動レベル計 小野測器、リオン
レベルレコーダー リオン

 リオンチャージアンプ
騒音計 リオン
オクターブ分析器　リオン

　日鉄エレックス

サーモトレーサー NEC、Avio

傾斜計　　 共和電業
亀裂変位計 東京測器、共和電業

測定器、検査機器、センサー　各種

64CH

放射線透過試験技術者（RT） レベル3
 レベル2
超音波探傷試験技術者（UT） レベル3
 レベル2
磁粉探傷試験技術者（MT） レベル3
 レベル2
浸透探傷試験技術者（PT） レベル3
 レベル2
渦流探傷試験技術者（ET） レベル3
 レベル2
ひずみ試験技術者（SM） レベル3
 レベル2

WES8103 溶接管理技術者  特別級
  1級
  2級
WES8701によるCIW非破壊検査技術者
  検査技術管理者
  上級検査技術者

8名
22名
13名

4名

6名

4名
16名
4名
16名

1名

21名

8名

【 一般社団法人 日本非破壊検査協会 認証 】

【 社団法人 日本溶接協会 認証 】

【 社団法人 日本鋼構造協会 認証 】

技術士(建設・鋼構造及びコンクリート)
技術士(建設・総合技術監理)
技術士補（建設部門）
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士
測量士
測量士補
一級建築士
二級建築士
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士
建築仕上診断技術者
コンクリート診断士
コンクリート主任技士
コンクリート技士
配筋探査技術者
特殊建築物等定期調査資格者
あと施工アンカー技術管理士
環境計量士

2名
1名
2名
4名
3名

2名
1名
2名
2名
6名
3名
1名
6名

1名
6名
2名

エックス線作業主任者
ガンマー線透過写真撮影作業主任者
第2種放射線取扱主任者
危険物取扱者　丙種,乙種第四類
地下タンク等定期点検技術者
移動貯蔵タンク等定期点検技術者

14名

2名

8名
7名

鉄筋継手管理技士
鉄筋継手部検査技術者 3種
熱間押抜検査技術者

1名
10名

【 公益社団法人 日本鉄筋継手協会 認証 】

建築鉄骨超音波検査技術者
建築鉄骨製品検査技術者

9名
8名

高圧ガス製造保安責任者 乙種機械
 丙種液石
電気主任技術者 ３種
電気工事士 １種
 ２種

3名
5名
1名
1名

4名

13名

3名

20名

6名

29名

27名

38名

6名

24名

（2014年 3月現在）

4名

3名
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