
「気軽に」「正確な」測定 
お応えするのは、ジョイスティック機です。

X
ザイザックス

YZAX  mju NEX J
従来のマニュアル機で諦めていた精度を実現！
簡単操作で高精度にマニュアル測定できる
ジョイスティック三次元座標測定機

* 国内向け・海外向けともにパソコンラック仕様となります

専用カタログを準備しています。

ザイザックス mju NEX J-S2*

三次元座標測定機 XYZAX mju NEX J

新型ジョイスティック操作ボックスが正確な測定を実現

XYZAX mju NEX の優れた特長を継承　――コンパクト・省エネルギー・高耐環境性――

「気軽に」を追求した
シンプルな操作性

オートプロービングによる
「正確な」測定

手におさまるほどにコンパクトで、ダブルサムスティック
により自在に操作できる新開発の操作ボックスを採用。
従来の手動操作では測定位置がズレやすく正確な
測定が難しい場合がありましたが、XYZAX mju NEX J
であれば、位置決めしやすいジョイスティック操作により
正確な測定が可能です。

クラス最小レベルのフットプリントや、高剛性リニアガイドを X 軸・Y 軸（右）・Z 軸に、エアべリングを Y 軸（左）に搭載したハイブリッドガイド構造に
よるエア消費量・消費電力量の大幅な低減、X 軸・Y 軸への防塵カバー搭載や Z 軸スケールの Z 軸コラム内への取り付けによる耐環境性など、発売
以来ご好評をいただいてきた XYZAX mju NEX の優れた特長を継承しています。
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手動機（従来のマニュアル機）

プロービング時の測定速度、
測定力、位置決めにバラつ
きが発生。

ジョイスティック機

オートプロービング機能によ
り位置決めをして、ジョイス
ティックを傾ければ、一定の
測定速度、測定力で安定した
プロ―ビングが可能。

手動機にもCNC 機にもなく、ジョイスティック機のみが持つ 
高精度なマニュアル測定を可能にする「オートプロービング機能」
オートプロービング機能は、ジョイスティックを傾けると一定の測定速度・測定力でプロービングを行える機能です。
プローブを手で持ちながら行う従来のマニュアル測定で生じることの多かった、測定位置のズレや測定速度・測定力のバラつきを抑え、
精度良く安定した測定を行うことができます。

現地で CNC 機へのアップグレードが可能
現地で操作ボックスやコントローラなどの交換やソフトウェアのバージョンアップを行い、CNC 機にアップグレードできます。
将来的なワークの量産化や、ロット数の多いワークの検査が必要となった際にも、アップグレードしておくことで測定プランの作成と
自動測定による効率的な対応が可能です。勿論、CNC 機に新たに買い替える必要もないため経済的です。

現地でアップグレード

XYZAX
  mju NEX J

ジョイスティック

ジョイスティック三次元座標測定機 XYZAX mju NEX J は

従来のマニュアル三次元座標測定機は

CNC

XYZAX
     mju NEX

ザ
イ
ザ
ッ
ク
ス 

シ
リ
ー
ズ
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■オプション（別売）
・A4 インクジェットカラープリンタ
・モジュール各種
・エクステンション各種
・スタイラス各種
・オプションソフトウェア各種

仕 様

型式
XYZAX mju NEX J

5/5/4 5/8/4

測定範囲

X 軸  （mm） 510

Y 軸  （mm） 460 760

Z 軸  （mm） 410

測長方式 リニアスケールシステム

最小表示  （μm） 0.01

測定精度 *1 PH1+
TP20 最大許容長さ測定誤差： E0, MPE （μm） 2.9 + L/250

各軸案内方式 リニアガイド、エアベアリング併用

テーブル

材質 はんれい岩

使用可能幅（X） （mm） 700

使用可能奥行（Y） （mm） 900 1150

床からの高さ （mm） 725

平面度 JIS 1 級

被測定物取付ねじ M10 ねじ穴

被測定物
最大高さ （mm） 520

最大質量 （kg） 200

駆動速度

最大加速度 （mm/sec2） 加速時：606、減速時：1039

速度可変範囲  （mm/sec） マニュアルモード：0.5 ～ 121

測定速度 （mm/sec） マニュアルモード：5

精度保証環境

環境温度 （℃） 18 ～ 22

温度変化
 （℃/hour） 1.0

 （℃/day） 2.0

温度勾配 （℃/m） 1.0

空気源
供給圧力 / 使用圧力 （MPa） 0.49 ～ 0.69 / 0.30

空気消費量 （NL/min） 10

電源
電圧 （V/%） AC100 ±10（アース接地を要す）

消費電力 （W） 550

外径寸法・質量

本体寸法

幅 （mm）
1080

1805（データ処理部含む）

奥行 （mm）
1052 1332

1920（データ処理部含む） 2200（データ処理部含む）

高さ （mm） 2170

本体質量 （kg） 620（データ処理部含む） 880（データ処理部含む）

最小天井高さ （mm） 2320

本体搬入時高さ*2 （mm） 2112

*1  E0, MPE の試験及び評価方法は、JIS B 7440-2: 2013 （ISO 10360-2: 2009）に準拠します。 
上記測定精度は下記仕様で測定した場合の数値です。 
・ LF モジュールおよび基準スタイラス 

基準スタイラス仕様　先端φ4 mm、L20 mm、レニショー製特注スタイラス
*2  測定機搬入の際は、搬入経路の高さ、特に入り口などの開口高さの確認をお願いいたします。 

開口高さは、各測定機の搬入時高さに搬入台などの高さ約 200 mm を加えた高さが必要です。

三次元座標測定機 XYZAX mju NEX J
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外観図　寸法図　XYZAX mju NEX J

■XYZAX mju NEX J 5/5/4

■XYZAX mju NEX J 5/8/4
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