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K4タイプ（スタンダード仕様）

K5タイプ（シールドタップ仕様）

永年培われた実績とノウハウにより、さらに進化
した高剛性・高ダンピングのスチールハニカム定
盤です。上面板には、マグネットスタンドの使用
可能なSUS430を採用。さらに光学機器を固定
するためのM6タップ穴25mmマトリクスが標準
加工されています。（50mmマトリクスも対応可
能。）

K4タイプをペースとし、M6タップ穴（25mmマト
リクスが標準加工。50mmマトリクスも対応可
能。）に裏面からキャップを取付け密閉構造化。
ハニカム定盤内部への水や薬品の流入、空気
の対流を防止。さまざまな場所、用途に余裕を
もって対応できる定盤です。またK5タイプの空
気ばね式除振装置（AYA、AYシリーズ）は集
中排気のできるクリーンルーム用自動レベル維持
センサーを標準装備。
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シールドタップ仕様スタンダード仕様

0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、φ6mm×5mチューブ、ワンタッチ継手 PT1/4オス×1付属

0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、φ6mm×5mチューブ、ワンタッチ継手 PT1/4オス×1付属

0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、φ6mm×5mチューブ、ワンタッチ継手 PT1/4オス×1付属

0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、φ6mm×5mチューブ、ワンタッチ継手 PT1/4オス×1付属

●M6のタップ穴25mmマトリクスが標準加工されて
います。（50mmマトリクスも対応可能。）

●貫通穴および特殊タップ加工可能（オプション）。
●ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントする

ことも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。

●M6のタップ穴裏面からキャップを取付け密封構造
化、自動レベル維持センサーは集中排気タイプを
標準装備。

●M6のタップ穴25mmマトリクスが標準加工されて
います。（50mmマトリクスも対応可能。）

●ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントする
ことも可能（オプション）。

●マグネットスタンドの使用が可能。

215 280 335 375 360 425 400 450 545 425

480 580 520 625 735 900 855 1040 935 1145

220 310 375 420 400 480 455 515 625 485

550 665 595 725 785 920 915 1075 1005 1180

AYA-Type K4
●M6 tapped holes on 25 mm grid are 

manufactured as standard.  
（Can also manufacture 50 mm grid）

●Through hole and special tapping work 
available. （Optional）

●Can join honeycomb tables with no 
deterioration of stiffness. （Optional）

●Can use a magnet stand.

AYA-Type K5
●Caps are attached to the back of M6 tapped 

holes to seal the holes. Equipped with the 
concentrated exhaust type of automatic leveler 
sensor as standard.

●M6 tapped holes on 25 mm grid are 
manufactured as standard.   

（Can also manufacture 50 mm grid）
●Can join honeycomb tables with no 

deterioration of stiffness. （Optional）
●Can use a magnet stand.
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シールドタップ仕様スタンダード仕様

AY：0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、φ6mm×5mチューブ、ワンタッチ継手 PT1/4オス×1 付属

AY：0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、φ6mm×5mチューブ、ワンタッチ継手 PT1/4オス×1 付属

AY：0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、φ6mm×5mチューブ、ワンタッチ継手 PT1/4オス×1 付属

AY：0.35～0.70MPa（フィルター付減圧弁付属）、φ6mm×5mチューブ、ワンタッチ継手 PT1/4オス×1 付属

●M6のタップ穴25mmマトリクスが標準加工されて
います。（50mmマトリクスも対応可能。）

●貫通穴および特殊タップ加工可能（オプション）。
●ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントする

ことも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。

AY/AYN-Type K4
●M6 tapped holes on 25 mm grid are 

manufactured as standard.  
（Can also manufacture 50 mm grid）

●Through hole and special tapping work 
available. （Optional）

●Can join honeycomb tables with no 
deterioration of stiffness. （Optional）

●Can use a magnet stand.

●M6のタップ穴裏面からキャップを取付け密封構造
化、自動レベル維持センサーは集中排気タイプを
標準装備。

●M6のタップ穴25mmマトリクスが標準加工されて
います。（50mmマトリクスも対応可能。）

●ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントする
ことも可能（オプション）。

●マグネットスタンドの使用が可能。

AY/AYN-Type K5
●Caps are attached to the back of M6 tapped 

holes to seal the holes. Equipped with the 
concentrated exhaust type of automatic leveler 
sensor as standard.

●M6 tapped holes on 25 mm grid are 
manufactured as standard.   

（Can also manufacture 50 mm grid）
●Can join honeycomb tables with no 

deterioration of stiffness. （Optional）
●Can use a magnet stand.



架台付スチールハニカム光学定盤

架台付の光学定盤
除振台の設計で培った振動解析技術を利用
した架台は光学定盤の特性を活かす最適設
計。アジャスターフット・キャスタ一付きなので設
置場所の変更が容易です。
用途に応じて下記の2つのシリーズを用意いた
しました。

ＲＨＳシリーズ
定盤と架台との間に防振ゴムを使い、簡易的
な除振効果のある光学実験台。

ＬＨＳシリーズ
定盤と架台との間に防振ゴムを使わないリジッ
ドな光学実験台。



防振ゴムタイプ（スタンダード仕様） 防振ゴムタイプ（シールドタップ仕様）

●M6のタップ穴25mmマトリクスが標準加工されて
います。（50mmマトリクスも対応可能。）

●貫通穴および特殊タップ加工可能（オプション）。
●ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントする

ことも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。

RHS-Type K4（Rubber cushion type）
●M6 tapped holes on 25 mm grid are 

manufactured as standard.  
（Can also manufacture 50 mm grid）

●Through hole and special tapping work 
available. （Optional）

●Can join honeycomb tables with no 
deterioration of stiffness. （Optional）

●Can use a magnet stand.

●M6のタップ穴裏面からキャップを取付け密封構造化。
●M6のタップ穴25mmマトリクスが標準加工されて

います。（50mmマトリクスも対応可能。）
●ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントする

ことも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。

RHS-Type K5（Rubber cushion type）
●Caps are attached to the back of M6 tapped 

holes to seal the holes.
●M6 tapped holes on 25 mm grid are 

manufactured as standard.   
（Can also manufacture 50 mm grid）

●Can join honeycomb tables with no 
deterioration of stiffness. （Optional）

●Can use a magnet stand.



リジットタイプ（スタンダード仕様） リジットタイプ（シールドタップ仕様）
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LHS-K4 type LHS-K5 type
●M6のタップ穴25mmマトリクスが標準加工されて

います。（50mmマトリクスも対応可能。）
●貫通穴および特殊タップ加工可能（オプション）。
●ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントする

ことも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。

LHS-Type K4（Rigid type without rubber cushion）
●M6 tapped holes on 25 mm grid are 

manufactured as standard.  
（Can also manufacture 50 mm grid）

●Through hole and special tapping work 
available. （Optional）

●Can join honeycomb tables with no 
deterioration of stiffness. （Optional）

●Can use a magnet stand.

●M6のタップ穴裏面からキャップを取付け密封構造化。
●M6のタップ穴25mmマトリクスが標準加工されて

います。（50mmマトリクスも対応可能。）
●ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントする

ことも可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。

LHS-Type K5（Rigid type without rubber cushion）
●Caps are attached to the back of M6 tapped 

holes to seal the holes.
●M6 tapped holes on 25 mm grid are 

manufactured as standard.   
（Can also manufacture 50 mm grid）

●Can join honeycomb tables with no 
deterioration of stiffness. （Optional）

●Can use a magnet stand.



スチールハニカム光学定盤

21

シールドタップ仕様

スタンダード仕様

L
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●M6のタップ穴25mmマトリクスが標 準 加 工されています。
（50mmマトリクスも対応可能。）

●貫通穴および特殊タップ加工可能（オプション）。
●ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントすることも可

能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。
●ゴム板4枚付属。

HS-Type K4
●M6 tapped holes on 25 mm grid are manufactured as standard
（Can also manufacture 50 mm grid）

●Through hole and special tapping work available. （Optional）
●Can join honeycomb tables with no deterioration of stiffness. 
（Optional）

●Can use a magnet stand.
●4 rubber plates are attached.

●M6のタップ穴裏面からキャップを取付け密封構造化。
●M6のタップ穴25mmマトリクスが標 準 加 工されています。

（50mmマトリクスも対応可能。）
●ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントすることも可

能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。
●ゴム板4枚付属。

RHS-Type K5
●Caps are attached to the back of M6 tapped holes to seal the holes.
●M6 tapped holes on 25 mm grid are manufactured as standard.  
（Can also manufacture 50 mm grid）

●Can join honeycomb tables with no deterioration of stiffness.  
（Optional）

●Can use a magnet stand.
●4 rubber plates are attached.
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HSB-K4 type
小型スチールハニカム光学定盤

ＬＨＳＢシリーズ
薄型スチールハニカム光学定盤（架台付）

HSBシリーズで実績のある薄型スチール
ハニカム定盤を採用した架台付定盤。

HSBシリーズで実績のある薄型スチールハニカム定盤に溶接構造の架
台を追加、低コスト・高剛性を実現しました。

※貫通穴等の特別な仕様にも対応可能です。その他製作可能な寸法・
仕様についてはお問い合わせください。

適用分野
●顕微鏡システム
●光学・レーザ実験
●計測・計量機器

Business Fields
●For Microscopy 
●For Optical & Laser 
●For Measurement

寸 法 A × B　（mm）
dimensions

厚 　 　 　 み　（mm）
thickness

定 盤 材 質　（mm）
materials

上 面 タ ッ プ
mounting hole type

質 　 　 　 量　（kg）
weight

●M6のタップ穴25mmマトリクスが標 準 加 工されています。
（50mmマトリクスも対応可能。）

●貫通穴および特殊タップ加工可能（オプション）。
●マグネットスタンドの使用が可能。
●ゴム板4枚付属。
●シールドタップ仕様も対応可能（オプション）。

HSB-Type K4
●M6 tapped holes on 25 mm grid are manufactured as standard.  

（Can also manufacture 50 mm grid）
●Through hole and special tapping work available. （Optional）
●Can use a magnet stand.
●4 rubber plates are attached.
●M6 tapped holes canpe sealed by caps. （Optional）

The welding structure stand has been added to the thin steel 
honeycomb table, a time-proven model from the HSB Series, to 
achieve low cost and high stiffness. 

※Through holes with special specifications can be manufactured 
on request. Please contact us for available dimensions and 
specifications.



♦クランプ機構付の型式はAET-××××SCとなります。（型式の最後にCを付けてください。）

AET-0405S-H AET-0506S-H AET-0605S-H

2.7Hz ±0.3Hz

AET-0806S-H AET-1007S-H

26
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●高荷重仕様のHタイプ

より重量のある搭載機器に対応するため、
搭載可能質量200kg仕様を新たにライン
アップ。

（サイズ0405については搭載可能質量100kg）

AET-0405S AET-0506S AET-0605S AET-0806S AET-1007S

♦クランプ機構付の型式はAET-××××NCとなります。（型式の最後にCを付けて下さい。）

AET-0405N AET-0506N AET-0605N AET-0806N AET-1007N

♦H（高荷重）タイプはSタイプ（自動レベル維持機構方式）のみとなります。

AET-S type 自動レベル維持機構式　Automatic Leveling

AET-N type 手動レベル調整式　Manual Leveling

AET-H type 自動レベル維持機構式（高荷重タイプ）　Automatic Leveling（High load type）

●H Type with high load specifications
Specifications of a load weight of up to 
200 kg have been added to the lineup 
to deal with heavier devices.

（Size 0405 can load up to 100 kg）
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Ｋ6シリ－ズ
スチールハニカム光学定盤（高ダンピング仕様）

高剛性の他に光学定盤に重要なもうひとつの要素、それはダ
ンピング性能が優れていること。すなわち、定盤に振動が加
えられた時に瞬時に減衰することが大切です。今回、新たに
提案する定盤は、従来から定評のある明立精機スチールハ
ニカム定盤のダンピング性能をより一層向上させた光学定盤
です。

The other critical element for an optical table, besides 
high stiffness, is high damping performance. In other 
words, it is important to damp the vibrations as soon as 
they are received by the table. Meiritz Seiki offers a 
new optical table that offers even higher damping 
performance than its tried and tested steel honeycomb 
table. 

Flexible combination with stands
The Steel Honeycomb Table K6 Type enables flexible 
combination with a stand equipped with an air spring 
vibration isolation mechanism from the AYA and AY 
Series or with an RHS stand with vibration isolation 
rubbers. 

（※Tables of the same size as the K4 Type or of special 
sizes can be manufactured on request.）

The granite table offers outstanding features such as 
high surface accuracy and little secular distortion and, 
moreover, it is barely influenced by changes in 
environmental conditions such as temperature and 
humidity. It is suitable for precision machinery and 
precision measurement that places particular emphasis 
on the mechanical and physical characteristics of the 
table. 

Main features of granite table
●High surface accuracy is obtained.
●The thermal conductivity is low, and there is little 

impact from surrounding temperature changes.
●The absorption rate is low and the table is not 

susceptible to humidity. 
●Even if the table is scratched by mistake, the surface 

will not become burred and the surface flatness will 
be maintained. 

●Granite is rarely worn out because it is twice or two 
and a half times as hard as cast iron.

●The elastic coefficient is high, offering excellent 
deflection stiffness.

Outline and features
●high stiffness, is high damping performance. In other 

words, it is important to damp the vibrations as soon 
as they are received by the table. Meiritz Seiki offers 
a new optical table that offers even higher damping 
performance than its tried and tested steel 
honeycomb table. 

Business Fields
●For Optical & Laser

Gシリーズ
石定盤

石定盤は高い面精度が得られる上に、経年変化が少なく、しか
も温度や湿度などの環境変化にも影響されにくいという高級定盤
の要素を備えています。定盤の機械的・物理的性質を特に重
視する精密機械や精密測定に適した定盤です。

石定盤の主な特長
●高い面精度が得られます。
●熱伝導率が低く、周囲の温度変化による影響が殆どありません。
●吸収率が低いので湿度による影響が殆どありません。
●誤って定盤に傷をつけても、まくれが生じず平面度を維持します。
●鋳鉄に比べ、硬度が２～ 2.5倍と高くラップ摩耗を防ぎます。
●弾性係数が高く、撓み剛性に優れています。

概要・特徴
●優れたダンピング性能

内部ダンピング材とハニカムコアを全面的に改良し、高ダン
ピング・高剛性を両立した優れた光学定盤へと進化しまし
た。

適用分野
●光学レーザー実験

定盤タイプ

■コンプライアス曲線

※使用光学定盤／スチールハニカム（定盤サイズ：W1800×D900×t200mm）

■時間軸減衰データ

 

  

架台との組合せ自由
スチールハニカム定盤K6タイプは、AYA、AYシリーズの空気
ばね式除振機構を備えた架台及び防振ゴム付RHS架台など
と自由に組み合わせることができます。

（※定盤サイズもK4タイプと同一サイズにも特注サイズにも対
応可能です。）

空気ばね式除振装置
Air spring vibration

isolator

AYA Series

空気ばね式除振装置
Air spring vibration

isolator

AY Series

防振ゴム付き架台
Stand with vibration

isolation rubber

RHS Series



外形寸法

質量

供給圧力

空気タンク容積

騒音レベル

（w）300×（d）285×（h）405mm

13kg、100V電源

0.5～0.65MPa

5.5ℓ

［Aスケール・距離1.5m］54dB

■用途

耐震固定金具 TP series

29 30

LEDライト

●強い粘着性を持ってますので強固に対象物を固定できます。
●粘着性が長期間落ちず、繰り返し使用できます。
●アンカー施行する必要がないので、フロアーを傷つけません。
●除振装置のアジャスターフットに簡単に取付できます。

※冷却ファンへの指入れ防止対策済みです。
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