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compan y  p r o fi l e

徳山計量器株式会社 校正室 は国際MRA対応 JCSS 認定事業者です。

JCSS 0326 は当校正室の認定番号です。
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会社概要

” 誠実に、丁寧に「はかる」”

お客様の信用と品質をお守りする「ハカリ屋」としての強い使命を抱き、初代社長山本幸三は 1947年 12月、焼
け跡だらけの徳山の街に「徳山衡機株式会社」を興しました。戦後復興の波に乗り周南コンビナートを中心に地域
のお客様や取引先メーカー様に支えて頂きながら 1956年に「徳山計量器株式会社」に改称し今日に至っております。
この間、順風のときも逆風のときもひたすら前を向き地道に社業に取り組んだ歴代社長は五代を数えます。

令和の時代にそのバトンを受け取った私どもは、社業を支え続けてきた先人達に恥じぬよう引き続きお客様に愛さ
れ社員とその家族の幸せを守る企業作りを使命と受け止め、尚一層の精進を重ねていく所存でございます。

2027年には創立 80周年を迎えます。
この先も末長いご愛顧を賜りますよう心よりお願いを申し上げます。

取締役　社長　水戸 弘和
代表取締役　専務　山本 晶彦

ごあいさつ

企業概要

会社名

所在地

連絡先

設　立

資本金

代表者

従業員数

主な事業内容

主要取引銀行

徳山計量器株式会社

[本　社 ]
〒745-0056 山口県周南市新宿通 3丁目 20番地
[ 光オフィス ] 
〒743-0011 山口県光市光井 武田薬品工業株式会社 光工場構内
キャリブレーション・サービス 光オフィス

[本　社 ]
TEL 0834-21-2890
FAX 0834-31-6458

昭和 22年 12月 16日

1000万円

取締役社長　水戸 弘和
代表取締役専務　山本 晶彦

15人

計量器販売・修理  ／ メンテナンス（検査・校正）

山口銀行徳山駅前支店

Corporate phi losophy

CCCOOOMMMPPPAAAAANNNNYYY
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徳山計量器株式会社 校正室 は国際MRA対応 JCSS 認定事業者です。
JCSS 0326 は当校正室の認定番号です。

主な業務

主要設備

業 務 内 容 WWOORRKKSSSSS

E2 級・F1 級標準分銅、1 級基準分銅、1 ～ 3 級実用基準分銅、
コンパレータ（電子天秤）、52g、220g、2100g、10100g、26kg、300kg 他

営業登録

計量器販売事業届出 質量計／山口県知事

計量器修理事業届出 山口県知事

計量器製造事業届出 経済産業大臣

建設業許可  ( 般 -25) 第 20185 号 機械器具設置工事業 山口県知事

JCSS 校正事業登録  0326 独立行政法人製品評価技術基盤機構

トラックスケールの据付トラックスケールの据付 トラックスケール検査トラックスケール検査 校正室校正室

販売・修理・製造（改造）
産業用計量器・一般用計量器・電子天びん・分銅・計量器周辺機器・秤量システムなど、製造・
販売・据付をはじめ、お客様のニーズに合わせて対応いたします。

修理・保守メンテナンス
トラックスケールなど大型はかりの保守・定期点検・計量士による代行検査等に迅速に対応い
たします。

検査・校正サービス
分銅及びはかりの校正・法定代行検査、JCSS 校正（質量）を行っております。保守・定期検
査や校正などに、弊社は永年の経験と実績があります。



天びん

トラックスケール

吊りはかり

産業用はかり

分 銅 はかり

主な取扱い製品

主な取引先メーカー

製 品 情 報 PPRROODDUUUUCCCCTTTTSS

弊社の取扱製品をご紹介いたします。ご紹介以外の製品についても対応可能なものも多くありますので、
お気軽にご相談ください。

・大和製衡株式会社
・株式会社クボタ
・新光電子株式会社
・株式会社田中衡機工業所
・メトラー・トレド株式会社

・株式会社エー・アンド・デイ
・株式会社宝計機製作所
・鎌長製衡株式会社
・ユニパルス株式会社
・ザルトリウス・ジャパン株式会社

・ミネベアミツミ株式会社
・株式会社村上衡器製作所

電子天びん ( 汎用 )
ラボ用電子天びん
特殊用途天びん

大型分銅
円筒形分銅
枕型分銅
板状分銅
線状分銅

機械式台はかり
電子式台はかり
防爆型台はかり

機械式台はかり
電子式台はかり
防爆型台はかり

デジタル吊はかり
( ホイストスケール )

コンベアスケール
コンスタント・フィード・ウェア
定量充填機
ホッパースケール
タンクスケール
オートチェッカ

ピットタイプ
ピットレスタイプ
超薄型フラットタイプ
トラックスケール計量システム

etc.

※上記以外のメーカーも対応可能です。お気軽にお問い合せ下さい。



JCSS( 校正事業者登録制度 ) とは

徳山計量器株式会社 校正室は国際MRA対応 JCSS認定事業者です。
JCSS 0326 は当校正室の認定番号です。 

JCSSとは、Ｊapan　Ｃalibration　Ｓervice　Ｓystem　の略称であり、計量法に基づく計量法トレーサビリティ
制度を表しています。JCSSは、「計量標準供給制度」と「校正事業者登録制度」の 2本柱から成り立っています。
「校正事業者登録制度」は、校正事業者を対象とした任意の制度であり、計量法関係法規及び ISO/IEC 17025 の
要求事項に適合しているかどうか等が、登録基準とされています。 

JCSSは、1999年 12月にAPAC（アジア太平洋認定協力機構）の相互承認協定、2000年 11月に ILAC（国際
試験所認定協力機構）の相互承認（MRA）協定への参加の署名を行いました。これら国際MRAに加盟したこと
により、JCSSは一度の校正で世界中どこでも受入れられる状況（One-Stop-Testing）の達成に、更に一歩近づ
いたものとなりました。 

弊社では F1クラスまでの 1mg～ 20kg の分銅及び精密天秤から 200kg までのはかりにおいて上掲の ILAC 
MRA付き JCSS認定シンボルの入った校正証明書を発行することができます。
（おもりにつきましてはM1クラス相当で承ることができるものございますのでご相談ください。）

JCSS標章やJCSS認定シンボル付き校正証明書は、そのマークによって日本の国家計量標準へのトレーサビリティ
が確保され、かつ校正事業者に技術能力のあることが一目でわかるというメリットがあります。

JCSS について

弊社では、質量の JCSS校正サービスを行っております。
国際MRA対応の JCSS校正証明書の発行が可能です。

JCSS 校正サービス

J C S S 校 正
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AACCCESSSSSSS

〒745-0056 山口県周南市新宿通3丁目20番地
TEL 0834-21-2890 / FAX 0834-31-6458

徳山計量器株式会社

ACCESS MAP

https://www.t-scale.jp/

347

徳山計量器(株)

周南市役所

徳山税務署

山口銀行中央消防署

山陽本線 山陽新幹線
JR徳山駅労働金庫

美術博物館

2

ハローワーク

至 下松

至 広島

至 下松

至 防府

至 下関

住吉中

今宿小

徳山小

徳山高校

アクセス


