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ElcoMaster®
データ管理ソフトウェア
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塗装検査では、各塗装工程のさまざ
まなデータを収集する必要がありま
す。例えば、表面の粗さと清浄性、
気候条件、膜厚と付着性の測定デー
タを収集します。通常、これらのデ
ータは膨大な量になります。
Elcometerは、データの収集装置（測定機器）から直接データを
転送し、わかりやすい報告書を作成できる、データ管理ソフト
ウェアを開発しました。適用規格に従って、検査記録を管理す
る優れた機能が備わっています。

Elcometerのデータ管理ソフトウェア、ElcoMaster® は無料でご
利用いただけます。品質管理に必要な機能だけでなく、データ
を「プロジェクト」として管理する使いやすい機能が搭載され
ています。

報告書のテンプレートが組み込まれているので、見やすい報告
書を短時間で作成できます。さらに、独自の報告書を作成する
オプションもあります。 

データの転送と共有には、Bluetooth®とクラウドアプリケーショ
ンという最新技術を採用しています。大規模なプロジェクトの
報告書作成にも手間がかかりません。

ElcoMaster®では、あらゆる文書、例えば手書きのメモも、PDF
に変換してプロジェクトファイルとして保存できます。

測定データを別のソフトウェアに転送したい場合は、
ElcoMaster®でデータを直接エクスポートするように設定できま
す。ElcoMaster®のデータ管理機能を使う必要はありません。

Elcometerは、お客様のご要望を反映できるように、継続的に
ElcoMaster®をアップデートしています。最新のソフトウェア
は、インターネットから無料でダウンロードできます。

また、Elcometerの装置をElcoMaster®に接続したときに、装置
のファームウェアをアップグレードすることもできます。

ElcoMaster® の優れた機能をぜひお試しください。
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データ管理ソフトウェア

®

USB

データ管理ソフトウェア
データ管理ソフトウェア

ElcoMaster®は、PCやモバイルデバイスで測定データの管理と報告書作成を行
うための使いやすいソフトウェアです。

単に測定するだけではなく、測定データをどのように利用するかが大切です。

簡単に接続
ウィザードの手順に従っ
て、簡単に測定装置を接続
（Bluetooth®またはUSB）して
データをダウンロードできます

エクスポート、印刷、メール送信
PDF形式のファイルのエクスポー
トと印刷、メール送信をクリック1
つで行えます

既存のレポートのインポート
既存のレポートのデータをドラッグ＆
ドロップでElcoMaster®に取り込ん
で、保存、印刷できます

クラウドコンピューティング
複数の場所で検査を実施する
場合は、安全なクラウドコン
ピューティングが便利です

データをMicrosoft  Excel、 CSV、TXT、 
CQATK形式などに直接エクスポートでき
るので、時間を節約できるだけでなく、
入力ミスも防げます。

報告書に写真やコメントを付け加えま
す。

プロジェクトや検査別にデータをファイ
ルに保存できます。

ElcoMaster ®
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データ管理ソフトウェア

データ管理ソフトウェア

電子メールクラウド

ElcoMaster®の特長：
• Elcometerの次の測定装置から、Bluetooth®または

USB接続でデータをインポートして組み合わせる
ことができます。 
- 面の粗さ
- 塩分濃度
- 気候条件
- 炉内温度
- 膜厚
- 試料の厚さ・探傷
- 塗膜の付着性
- 光沢度

• Elcometerのどの測定装置でも同じプラットフォ
ームを採用しているので、装置ごとにソフトウェ
アの使い方が変わることはありません

• プロジェクトや検査別のデータファイルを、わか
りやすいツリー構造で保存します

• 測定データと統計値、グラフや図表、コメント、
写真などを画面上で簡単に組み合わせられます

• データをMicrosoft Excel、CSV、TXT、CQATK形
式などに直接エクスポートできるので、時間を節
約できるだけでなく、入力ミスも防げます

• テンプレートを使えば、面倒な入力作業は必要あ
りません。測定装置からデータをダウンロードし
てドラッグ＆ドロップするだけで、簡単に報告書
を作成できます

• さまざまな測定値（乾燥膜厚、表面の粗さ、気候
条件など）を1件の報告書にまとめられます。レ
イアウトを決めて、図表や写真、検査特有の情報
を加え、わかりやすい報告書に仕上げます

• 何箇所かの工場で原料や部品を加工してから、
最終的に1箇所で製品に仕上げることがよくあ
ります。最終製品の品質管理では、各工程の検
査データが必要になります。クラウド環境で
ElcoMaster®を使うと、複数の検査現場で収集さ
れたデータをリアルタイムで見ることができます

ElcoMaster®に組み込まれているReport 
Designerを使えば、読み取り値を図表で表
すのも簡単です。

複数の検査項目（乾燥膜厚、気候条件、
表面粗さ、付着力、光沢度及び塩分濃
度）を組み合わせたカスタムメードの報
告書が作成できます。

PDF形式の報告書の作成と、電子メールや
クラウド経由の送信がクリック数回で行え
ます。

報告書の作成にはかなりの時間がかかります。ElcoMaster®を使えばどこにいて
も短時間で専門的な報告書を作成でき、時間とコストが削減できます。

ElcoMaster ®
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検査作業を進めながらデータを確認できるだ
けでなく、PDFの作成ボタンを押すと、PDF
形式の報告書をその場で作成できます。作成
した報告書を電子メールで送信したり、クラ
ウドにアップロードして、いろいろな場所か
らアクセスできるようにします。

検査現場で測定装置からモバイルデバイスに
直接データを転送できるので、測定装置をオ
フィスに持ち帰ってデータをダウンロードす
る必要はありません。そのため、検査作業が
中断されることもありません。

ElcoMaster®モバイルアプリには、PC用の
ElcoMaster®と同じ機能が多数搭載されていま
す。
• ElcometerのBluetooth®対応機器からバッ

チデータをダウンロード
• 報告書に写真や図表、コメントを挿入
• 報告書をPDFに変換して電子メールで送

信
• 携帯電話のGPSを使って、位置情報をバ

ッチファイルに追加
• バッチデータの収集場所を写真や画像で

表示

データ管理ソフトウェア

□  面の粗さ 
□  塩分濃度
□  気候条件
□  膜厚
□  試料の厚さ・探傷
□  塗膜の付着性
□  光沢度

ElcoMaster®モバイルアプリで検査現場がオフィスに変わる。

ElcoMaster®モバイルアプリ（無料）をiPhone、iPad、iPod、Android™搭載携
帯電話やタブレットにインストールすると、ElcometerのBluetooth®対応装置と
直接接続できます。  

データ管理ソフトウェア
ElcoMaster ®

®
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データ管理ソフトウェア

接続
測定装置をBluetooth®

で携帯電話に接続しま
す。読み取った値を携
帯電話の画面に直接表
示して、バッチに保存
できます。

GPS
測定場所のGPS情
報をバッチに保存
し、Google Mapsで
表示します。

測定装置からモバイルデバイスに直接データを転送できるので、測定装置をオ
フィスに持ち帰ってデータをダウンロードする必要はありません。そのため、
検査作業が中断されることもありません。

データの管理と印刷
乾燥膜厚、表面の粗
さ、気候条件のデータ
と報告書をフォルダに
わかりやすく分類して
保存します。

写真とコメント
写真やコメントを追
加します。

値の確認
読み取り値の平均、
最大値と最小値を瞬
時に確認できます。

分析機能
統計値、各種グラフやヒスト
グラム、画像を表示。

送信
モバイルデバイスから測定デー
タをPCに電子メールで送信した
り、クラウド経由で転送したり
できます。

データ管理ソフトウェア
ElcoMaster ®

電子メールクラウド
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データ管理ソフトウェア - 炉内温度記録計用

炉内温度記録計Elcometer 215

ElcoMaster®は、炉内温度記録計用に特に設計された
使いやすいソフトウェアです。測定結果を分析して、
わかりやすい検査報告書をすばやく作成することがで
きます。主な特長は、次のとおりです。

炉内温度記録計の設定  - 測定条件を設
定して保存し、記録計に転送します。
これには、6つの測定箇所の名前、サン
プリング速度、バッチ測定回数、測定
を開始および停止する条件の設定が含
まれます。

塗料ライブラリ - 個々の塗料の硬化温
度（最高、中間、最低）や、焼き付け
の最高絶対温度と架橋点（最低温度）
の情報を含むライブラリを作成できま
す。  

データシートのインポート  - データシ
ートを永久保存用の報告書に組み込み
ます。

プローブの配置図の作成 - 炉に入れる
製品の写真や図に、6つのプローブマー
カーをドラッグ＆ドロップして、正確
な測定位置を表せます。

テンプレートの使用 - ライブラリから
測定条件、塗料の特性、プローブの配
置を選択するだけで、簡単に検査報告
書を仕上げられます。

合否の判定 - 焼付時に実際に記録され
たデータを業界標準の方法で計算し、
塗料の仕様と比較することにより、製
品の塗装の合否を判定します。

グラフの表示 - 炉内の温度変化、硬化
プロセス、個々の製品の硬化温度を表
すグラフやプローブの配置図を見るこ
とができます。

他の測定データと組み合わせ - 炉内温
度記録計で記録したデータ、膜厚計や
光沢度計、付着性試験機の測定データ
を1件の報告書にまとめることができま
す。

高温用断熱ケース 
長時間の使用に適した、放熱板付き断熱
ケース

標準断熱ケース
単発の測定に最適
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データ管理ソフトウェア - 炉内温度記録計用

炉内温度記録計

測定条件を設定して保存し、記録計に転
送。

プローブの正確な位置を製品の写真や図
にマーキング。

温度変化や硬化プロセスのグラフをいつ
でも表示可能。

個々の塗料の特性データを保管するライ
ブラリを作成。

Elcometer 215

3

1
2
4

測定値の統計解析。

炉内温度記録計用ElcoMaster®ソフトウェアの特長

炉内温度記録計の測定条件の設定 ■

塗料ライブラリ ■

プローブの配置図 ■

カスタマイズ可能な測定条件テンプレート ■

記録するプローブ（チャンネル）の選択 ■

測定値の統計解析
最大値、最小値、標準偏差、共分散 ■

炉内の温度変化、硬化プロセス、ヒストグラム、製品
の硬化温度のグラフ ■

一定温度保持時間、ピーク温度到達時間の差 ■

最高絶対温度と架橋点（最低温度）を超えた時間 ■

カスタマイズ可能な検査報告書 ■

膜厚、光沢度、付着性、面の粗さ、気象条件、表面の
清浄性データを組み合わせた報告書 ■

報告書作成ウィザードとPDFへの変換 ■

データのエクスポートと電子メールでの送信 ■

写真やデータシート、関連情報をインポートして検査
報告書に挿入 ■

クラウドコンピューティング：テキストメッセージで
他の検査現場と連絡 ■

複数のグラフを重ね合わせて、硬化プロセスを比較 ■

記録計を追加しての使用 ■
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データ管理ソフトウェア

ElcoMaster®を活用する

まず、測定現場でBluetooth®経由で携帯電話かタブ
レットにデータを転送して分析し、PDFの報告書を
作成¹します。次に、報告書を電子メールでオフィス
に送信し、承認と品質管理用に保存します。

1 iOSデバイスのみ

4.  クラウドにデータをアップロードし、別の場所か
らリアルタイムでアクセス

2.  測定装置からPCにデータを転送してElcoMaster®で管理

USB

®

Bluetooth®かUSB接続で測定装置からPCにデータを
転送し、ElcoMaster® を使ってデータを管理します。
報告書の作成もボタンのクリックだけで行えます。

ElcoMaster®モバイルアプリを使って、3Gか4G回線、また
はWiFi接続で、検査データや写真、コメント、GPSの位置
情報をクラウドアカウントに直接アップロードします。  

アップロードしたデータは、正しいアクセス権を持ってい
るユーザーが、コンピュータやモバイルデバイスから、ク
ラウドアカウントにログオンして見ることができます。  

ElcoMaster® を使うと、複数の検査現場で収集された
データをリアルタイムで見ることができます。  
それぞれの検査現場のデータの比較や、プロジェクト
特有の検査報告書の作成も簡単です。

ElcoMaster®を上手に使って能率アップ

1.  測定装置からPCのExcelにデータを転送

USB

®

3.  ElcoMaster®モバイルアプリを使って検査現場か
らオフィスにデータを送信

電子メール

5.  複数の検査現場のデータを管理 

Bluetooth®またはUSB接続で、測定装置からPCの
Microsoft Excelにデータを直接転送します。

ElcoMaster®は、さまざまな使い方ができ、専門的な報告書を作成できる有効な方法です。以下に、日常的な
使用方法のいくつかを紹介します。

データ管理ソフトウェア
ElcoMaster ®
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データ管理ソフトウェア

ElcoMaster®を活用する

FTP
server

円滑なコミュニケーション
ElcoMaster®モバイルアプリには、インスタントメッ
セージ機能が備わっています。検査中に上司や下請け
業者、取引先と連絡を取り合ったり、検査データやプ
ロジェクトファイル、作業手順書などを送付するとき
にコメントを加えたりするのに便利です。

下請け工場の検査
報告書

検査報告書の
承認

電子メール

本社工場の検査報
告書

B

A

C

複数の現場の共同作業とリアルタイム管理
何箇所かの下請け工場で部品を組み立ててから、本社
工場で最終製品を仕上げている場合は、ElcoMaster®

を使って、各工場の検査データとプロジェクトを1箇
所で共有できるようにします。このようにすると、次
のことを行えます。
• 下請け工場から部品を出荷する前に承認または却

下する。
• すべての下請け工場の検査データと本社工場の検

査データを組み合わせて、プロジェクトの進行中
と完了後に品質管理用のプロジェクト検査報告書
を作成する。

• プロジェクト全体の進行状況をリアルタイムで確
認する（下請け工場がどこに位置していても関係
ありません）。

• 工場間の連絡を密にし、互いに協力することによ
り、生産効率と品質を高める。

サービスプロバイダーの選択と安全性
ElcoMaster®で使用するクラウドサービスプロバイダ
ーを設定することができます。クラウドサービスへの
アクセス権を持っているユーザーしかデータにアクセ
スできません。
ElcoMaster®モバイルアプリは、次のプロバイダーお
よびFTPサーバーと共に使用できます。

6.  複数の現場の共同作業とリアルタイム管理

データ管理ソフトウェア
ElcoMaster ®
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英国
Elcometer Limited
Manchester M43 6BU
電話: +44 (0)161 371 6000
ファックス: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com 
www.elcometer.com

ベルギー
Elcometer SA
電話: +32 (0)4 379 96 10
ファックス: +32 (0)4 374 06 03
be_info@elcometer.com
www.elcometer.be

フランス
Elcometer Sarl
電話: +33 (0)2 38 86 33 44
ファックス: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com 
www.elcometer.fr

ドイツ
Elcometer Instruments GmbH
電話: +49(0)7361 52806 0
ファックス: +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

オランダ
Elcometer B.V.
電話: +31 (0)30 259 1818
ファックス: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

日本
Elcometer KK
電話: +81-(0)3-6869-0770
ファックス: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp

シンガポール共和国
Elcometer (Asia) Pte Ltd
電話: +65 6462 2822
ファックス: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg

アラブ首長国連邦
EL Inspection & Blasting 
Equipment LLC
電話: +971 4 295 0191
ファックス: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae 

米国 
MICHIGAN
Elcometer Inc
電話: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
ファックス: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

TEXAS
Elcometer of Houston
電話: +1 713 450 0631
フリーダイヤル(国内のみ): 800 
521 0635
ファックス: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

elcometer.be • elcometer.fr • elcometer.de
elcometer.nl • elcometer.jp • elcometer.com.sg

elcometer.be i elcometer.fr i elcometer.de i elcometer.nl
elcometer.jp i elcometer.ae i elcometer.com.sg

Elcometer 224 Model T, Elcometer 319 Model T, Elcometer 456 Models S & T, Elcometer 480 Model T, Elcometer 510 Model T: iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPhone 
4、iPad（第4世代）、iPad mini、iPad 2、iPod touch
（第4世代と第5世代）に対応しています。上記の「Made for」（対応）とは、Elcometerの装置をiPod、iPhone、またはiPadに接続するためのアクセサリーがあり、Appleによる性能
基準を満たしていることが開発者によって承認されているという意味です。Appleは、本製品の動作、および本製品が安全基準や規制に準拠しているかどうかについて一切責任を負
いません。iPod、iPhone、またはiPadと上述のアクセサリーの使用によって、無線通信が影響を受けることがあります。

iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の登録商標です。 本製品は、バージョン2.1
以上のAndroid™搭載モバイルデバイスに適しています。
その他の商標については、その旨が記されています。

Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。

© Elcometer Limited, 2015。All rights reserved. この文書の一部または全部を、Elcometer Limitedの事前の書面による許可なく、いかなる形式や方法によっても、複製、転送、保管（
検索可能なシステムかどうかを問わず）、または他の言語に翻訳することを禁じます。


