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Testo Times 

サーモグラフィ

赤外放射温度計 スポット比とは測定距離 : 測定視野の比率です。
testo 835 シリーズのスポット比は 50 : 1で、5m 離れた場所から直径 約10cmの範囲をピンポイントで安全に測定します。 

testo 835-T2
赤外放射温度計
型番: 0560 8355
価格: ¥81,000（税別）

testo 835-T1
赤外放射温度計
型番: 0560 8354
価格: ¥50,000（税別）

株式会社テストー 2022年7月1日発行

可視カメラ付・スマホ対応
• 画素数: 160×120

(SR時: 320×240)

testo 868
型番: 0560 8681
価格: ¥240,000（税別）

+650 ℃まで

可視カメラ付・スマホ対応
・画素数: 320×240
　(SR時: 640×480)
・タッチスクリーン
・場所認識機能

testo 883
型番: 0560 8834
価格: ¥580,000（税別）

testo 883　望遠セット
型番: 0563 8834
価格: ¥750,000（税別）

・気象条件が安定していること
・天候がくもりであること（雨や雪、直射日光の影響をを受けない）
・測定対象物の表面が乾いていて、付着物がないこと
　（例:表面 に落ち葉や木ぎれなどが残っていないこと） 
・風が吹いていない状態（対象物の表面に対流が発生しない）
・サーモグラフィ装置の周辺や視野の範囲に光の乱反射がないこと 
・測定対象物表面の放射率が高く、その値が正確に分かっていること 
・建物診断などで建物の断熱性能を確認する場合、建物内部と屋外との

温度差があること（少なくとも 15 ℃以上が望ましい）

屋外でのサーモグラフィの理想的な測定条件

+600 ℃まで +1,500 ℃まで

放射温度計は温度を測定できる範囲があります。
testo 835は4点レーザー付きで、4点の内側の対象物の温度を測
定します。

4点レーザー

+1,200 ℃まで

testo 890　
型番: 0563 0890 X1～ 
価格: ¥1,500,000 ～（税別）

testo 890 高温オプション　
※本体と一緒にご購入の場合
価格: ￥50,000（税別）

ハイエンドサーモグラフィ
･画素数: 640 ×480
  (SR時: 1,280×960)
･タッチスクリーン 
･動画･インターバル記録機能
 (オプション)

testo 868: FW 1.23以降の改善ポイント!
・温度分解能が 0.1 ℃以下から 0.08 ℃以下に向上
・可視カメラ画像数が 3.1 MPから 5.0 MPにアップ
・測定レンジの切換がなくなり -30 ～ +650 ℃までをカバー

測定範囲: -30 ～ +650 ℃ 
（868/883/890 共通）

測定範囲:
-30 ～ +600 ℃

測定範囲:
-10 ～ +1,500 ℃

testo 835シリーズはK熱電対プローブを接続して接触式での表面温度測定も可能です。

SR（SuperResolution）機能: 
SuperResolution （ 超 解 像）と は、
サーモグラフィ撮影時のわずかな画
角のズレを利用することでより正確に
温度をとらえるテストーの技術です。

testo 890は高温測定オプションで +1200 ℃まで対応。
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乾燥炉･塗装炉などの温度チェックに

高温対応湿度計×乾燥工程

高温対応 温度データロガー×乾燥炉・塗装炉

testo 890
型番: 0563 0890 X1 ～ 
価格: ¥1,500,000 ～（税別）

testo 440 本体
型番: 0560 4401
価格: ¥42,000（税別）

高温対応の温湿度プローブは＋180 ℃までの湿度測定が可能。
乾燥工程の温湿度のスポットチェックに。

乾燥炉や塗装炉の温度ムラ防止の確認や、炉壁に温度
センサをを取り付けて安全確認ができます。
プローブ接続口は汎用性の高いミニプラグを採用して
います。

サーモグラフィ×電子部品
小型化・高密度化する電子部品の発熱箇所の温度分布に。温度
分解能 0.04 ℃以下・SR機能・マニュアルフォーカスでクリアな
熱画像が得られます。

+650 ℃までピトー管風速計×ダクト
+600 ℃まで

測定範囲:
1 ～ 30 m/s
※自動温度補正機能付き

testo 440dP 本体
（差圧センサ内蔵）
型番: 0560 4402
価格: ¥57,000（税別）

熱ボール径: 
3 mm

測定範囲:
0 ～ 10 m/s
-20 ～ +70 ℃
700 ～ 1,100 hPa

熱式ボールプローブ
型番: 0635 1051
価格: ¥74,000（税別）

+180 ℃まで

測定範囲:
-20 ～ +180 ℃
0 ～ 100 %RH

testo 400 本体
型番: 0560 0400
価格: ¥180,000（税別）

testo 440 本体
型番: 0560 4401
価格: ¥42,000（税別）

testo 440dP 本体
（差圧センサ内蔵）
型番: 0560 4402
価格: ¥57,000（税別）

NTCサーミスタ
高温対応温湿度プローブ
型番: 0636 9775
価格: ¥73,000（税別）

先端はステン
レス鋼製焼結
キャップ付き

高温対応気体温度計
+400 ℃まで乾燥工程の温湿度環境の

スポットチェックに。

測定範囲:
-100 ～ +400 ℃

Pt100 高温対応
気体温度プローブ
型番: 0618 0072
価格: ¥38,000（税別）

中空で
高速応答

+1,000 ℃まで +400 ℃まで

測定範囲:
-40 ～ +1,000 ℃
プローブ長 0.5 m
径1.5 mm

測定範囲:
-40 ～ +1,000 ℃
プローブ長 1 m
径3.0 mm

測定範囲:
-50 ～ +400 ℃
プローブ長 1.47 m

サーモグラフィを併用すると素
早く確実に温度分布による温度
チェックができます。

熱電対温度ロガー
testo 176 T4 本体
型番: 0572 1764
価格: ¥58,000（税別）

熱電対温度ロガー
testo 175 T3 本体
型番: 0572 1753
価格: ¥30,000（税別）

プローブ×4本まで

プローブ×2本まで

K 熱電対シース
温度プローブ
型番: 0602 5792
価格: ¥5,200（税別）

K 熱電対シース
温度プローブ
型番: 0602 5693
価格: ¥8,400（税別）

K 熱電対マグネット
温度プローブ（10N）
型番: 0602 4892
価格: ¥30,000（税別）

testo 868
型番: 0560 8681
価格: ¥240,000（税別）

実際の温度
サーモグラフィ
測定値解像度が不足し、

背景の温度で平
均化されて、本来
より低い温度を
表示

温度 通常
ピーク温度

●SuperResolution による高解像度画像でピーク温度をキャッチ

電子部品や基板用冷却ファンの性能確認に熱式ボール風速計

testo 400 本体
型番: 0560 0400
価格: ¥180,000（税別）

温度センサ付
ストレートピトー管 （360 mm）
型番: 0635 2043
価格: ¥42,000（税別）

500 mm / 
1,000 mm
のピトー管もあります。

testo 440 本体
型番: 0560 4401
価格: ¥42,000（税別）

testo 440dP 本体
（差圧センサ内蔵）
型番: 0560 4402
価格: ¥57,000（税別）
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testo 440
熱線式風速計セット

（プローブ・ケース付）
型番: 0563 4400
価格: ¥77,000（税別）

労働安全衛生法は、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及
び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進す
ることにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の
形成を促進することを目的として1972年に制定されました。

労働安全衛生法には作業場や事務所に応じて規則が定められており、作業環境測定士に
よる測定が義務付けられている指定作業場と、作業環境評価基準が適用される作業場が
あります。

（このページ下の資料をご参照ください。）　

換気量　有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則、鉛中毒予防規則において
換気装置の吸排気能力確認には熱線式等直読式風速計を用いて測定することが必須になっています。

testo 440
ベーン式風速計セット

（プローブ・ケース付）
型番: 0563 4401
価格: ¥85,000（税別）

アラーム付CO計
testo 315-4
型番: 0632 3155
価格: ¥65,000（税別）

測定範囲: 0 ～ 100 ppm

労働安全衛生特集①　テストーの製品ラインナップより労働安全衛生をサポートする測定器をご紹介します。

労働安全衛生法と各種規則

★ ○印（1・6ロハ・7・8・10）は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。（作業環境測定法施行令第1条「指定作業場」）
★ ※印（1・7・8・10）は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。 公益社団法人日本作業環境測定協会 ウェブサイトより

資料: 労働安全衛生法で求められている作業環境測定を行うべき作業場 測　　定
作業場の種類（労働安全衛生法施行令第21条） 関係規則 測定の種類 測定回数 記録の保存年数

※① 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有
率 6月以内ごとに1回 7

2 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590、591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回（注1） 3

4 坑内の作業場
イ 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
ロ 28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3
ハ 通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3

5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温およ
び外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回（注2） 3

6 放射線業務を行う作業場

イ 放射線業務を行う管理区域（注3） 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回（注4） 5
ロ 放射性物質取扱作業室

電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5ハ 事故由来廃棄物等取扱施設（注5）
ニ 坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場

※⑦

特定化学物質（第 1類物質または第 2類物質）を製造し、または取り扱う屋内作業場等
（注6） 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回

3
(特別管理物質につ

いては30年間)
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場（注6） 特化則36条の5 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3
石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため、または石綿分析用試料等を製造する屋
内作業場（注6） 石綿則36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40

※⑧ 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3

9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場（注7） 酸欠則3条

第 1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあって
は、空気中の酸素の濃度 作業開始前等ごと 3第 2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあって
は、空気中の酸素および硫化水素の濃度

※⑩ 有機溶剤（第 1種有機溶剤または第 2種有機溶剤）を製造し、または取り扱う一定の業
務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

測定範囲:
0 ～ 30 m/s

局所排気
・空気・気体を吸い込む換気装置

例）グローブボックス、ドラフトチャンバ
プッシュプル換気

・吹出し口から吸込み口に向かい一定方向で空気
を送り込むことで換気する装置
例）塗装や溶接作業、グラビア印刷での換気

全体換気
・換気装置による建屋全体の換気
・窓やドアを開放した自然対流による換気

測定範囲:
0.6 ～ 50 m/s

大気CO濃度　

騒音

大気CO・CO₂濃度　

振動・回転

アラーム付CO/CO₂計
testo 315-3
型番: 0632 3153
価格: ¥130,000（税別）

測定範囲: 
0 ～ 100 ppm (CO)
0 ～ 10,000 ppm (CO₂)

testo 440
IAQセット
温度・湿度・CO₂・気圧

（プローブ・ケース付）
型番: 0563 4405
価格: ¥116,000（税別）

COプローブヘッド
型番: 0632 1270
価格: ¥44,000（税別）

測定範囲: 
0 ～ 10,000 ppm
 (CO₂)

測定範囲: 
0 ～ 500 ppm
 (CO)

プローブヘッドを
取り換えて使用

普通騒音計
testo 816-1
型番: 0563 8170
価格: ¥86,000（税別）

測定範囲: 30 ～ 130 dB

IEC 61672-1ク ラス2お よ び
ANSI S1.4タイプ2に適合（JIS
適合）

振動や回転を伴う機械装置は装置固有の振動レベルや回転数を把握し、振動の度合いの変化・異音などを
感知した場合は装置の点検を行い、安全を心がけましょう。

デジタル振動計
OH-580A
型番: 503070 1010
価格: ¥158,000（税別）

測定範囲: 
ACC1加速度: Hi 1.0 ～199.9 m/s²

Lo 0.1～19.99 m/s²
ACC2加速度: Hi 1.0 ～199.9 m/s²

VEL速度: 

DIS変位: 

Lo 0.1～19.99 m/s² 
Hi 1.0 ～199.9 m/s² 
Lo 0.1～19.99 m/s² 
Hi 10 ～ 1999 μm 
Lo 1.0 ～ 199.9 μm

接触・非接触式回転計
testo 470
型番: 0563 0470
価格: ¥49,000（税別）

測定範囲:
光学式: 1 ～ 99,999 rpm
接触式: 0.1 ～ 19,999 rpm

労働安全衛生法で定義されている
換気方法および主な換気装置
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高温・高湿度環境での測定器の取扱いは取扱説明書の記載事項に従ってください。＊本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。＊掲載されている価格は2022年7月現在のものです。

お問い合わせは

（2022.07）

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F  TEL.045-476-2544（代表）
● セールス   　 TEL.045-476-2288  FAX.045-476-2277
● サービスセンター（修理・校正） 　 TEL.045-476-2266  FAX.045-393-1863

ヘルプデスク   TEL.045-476-2547
ホームページ  https://www.testo.com　e-mail  info@testo.co.jp

www.testo.com

労働安全衛生特集②

温度・温湿度　
ポータブル温湿度計 & 卓上温湿度計
熱源などの温度の影響を受けやすい場所のスポットチェックや、機器
調整前後の確認などに適しています。

testo 440 
温湿度計セット
型番: 0563 4404
価格: ¥70,000（税別）

測定範囲:
-20 ～ +70 ℃
0 ～ 100% RH 卓上温湿度計

testo 608-H1
型番: 0560 6081
価格: ¥11,000（税別）

測定範囲:
0 ～ +50 ℃
10 ～ 95% RH

精度±2%RHの608 H2もあります。

温湿度データロガー
testo 175 H1
型番: 0572 1754
価格: ¥42,000（税別）

測定範囲:
-20 ～ +55 ℃
0 ～ 100% RH

温度 & 温湿度データロガー
一定間隔でデータを記録します。設置後手動でデータを回収す
るタイプと、定期的にクラウドへデータを自動転送するタイプが
あります。いずれも履歴データの文書化に対応しています。

クラウドモニタリング
温度ロガー
testo Saveris 2-T1
型番: 0572 2031
価格: ¥21,000（税別）

クラウドモニタリング
温湿度ロガー
testo Saveris 2-H1
型番: 0572 2034
価格: ¥42,000（税別）

測定範囲:
-30 ～ +50 ℃

（温度のみ）

測定範囲:
-30 ～ +50 ℃
0 ～ 100% RH

WBGT　
testo 400 ＋ WBGT プローブセットは乾球温度・自
然湿球温度・黒球温度の測定値からWBGT（屋内）と 
WBGTs  （ 屋 外）を 演 算しま す。 ISO 7243 （=JIS 
Z8504 ）に基づく測定が可能で、熱にさらされる現場（例:
鉄鋼業、鋳造業、ガラス工業、高炉など）での作業環境に
おける暑さ指数の評価や検証に使用されます。

測定したデータは testo 400本体に保存され、測定結果
をPDFレポートやCSVデータとしてエクスポートするこ
とができます。

testo 400 本体
型番: 0560 0400
価格: ¥180,000（税別）

WBGTプローブセット
型番: 0618 7220
価格: ¥360,000（税別）

PMV / PPD　
testo 400 PMVセットは、オフィスの快適性を評価するための環境測定器です。PMV 
(予測平均温冷感申告) とPPD (予測不満足者率) はISO 7730で規定されている温熱
指標の国際基準で、環境側要素 (温度・湿度・気流・放射) と人体側要素 (代謝量・着衣量) 
の温熱6要素によって演算されます。

シンプルな操作で簡単に測定を開始でき、測定後は測定結果をPDFレポートやCSVデー
タとしてエクスポートすることができます。記録した測定デー
タをもとに、代謝量（メッツ値）と着衣量（クロー値）を変更し
てPMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。

testo 400 PMVセット
型番: 0563 0401
価格: ¥510,000（税別）

照度

testo 440
照度計セット
型番: 0563 4402
価格: ¥87,000（税別）

testo 540 
照度計
型番: 0560 0540
価格: ¥20,000（税別）

測定範囲:
0 ～ 100,000 lux (440)
0 ～ 99,999 lux （540）

取引証明には
使用できません。 

事務所の照度基準が変わります。
（事務所衛生基準規則第10条第１項: 2022年12月1日施行）

事務作業における作業面の照度の作業区分が3区分から２区分に変更、基準が引き上げられます。

改正前
・精密な作業 300ルクス以上
・普通の作業 150ルクス以上
・粗な作業 70ルクス以上

改正後
・一般的な事務作業 300ルクス以上 
・付随的な事務作業 150ルクス以上

※個々の事務作業に応じた適切な照度については作業ごとにJIS Z 9110などの基準をご参照ください。

Web ブラウザで設定･閲覧




