ファシリティマネジメントのパートナー
計測技術とサービスでサポートします
操作性、効率性、信頼性 - ファシリティマネジメントに不可欠なもの
Testo の計測テクノロジーで実現してください
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冷房の効きすぎ、すきま風、蒸し暑い?
testo 400なら苦情の対象を快適度
で評価可能です。
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Testo – ファシリティマネジメントの強い味方です

運用コスト、ユーザーの利便性、省エネ：ファシリティマネージャ

デジタルテクノロジーがあれば、ISO 9001に準拠した測定を

ーはさまざまなことに目を配らなくてはなりません。そのうえ、施

実行し、測定結果をデジタルで保存し、
レポートに作成するという

設のシステムとプロセスの効率性を高めることも求められます。

一連のワークフローを確かなものにすることができます。用途に

デジタル計測テクノロジーがあれば、
これら多くの課題をもっと

応じたアプリと最適化された計測メニューによって、あなたの業

容易に解決することができます。施設をスムーズに管理するため

務はたやすく、よりスピーディーに、そしてよりコストがかからな

には、換気、空調、冷暖房などが電気システムなどと同様、適正に

い方法で実現できるのです。測定中のセンサとBluetooth接続

維持・調整できることが必要です。

ができれば、
どこであろうと、確かで正確な測定が可能です。す
べての計測テクノロジーが直感的に操作できるようになったた

テストーは、あなたのファシリティマネージメントに必要な計測器

めに、計測の手順に早く慣れることができるようになったばかり

をご用意しています。さらに、コンサルティングや特注プローブ

か、
ミスするおそれもなくなりました。測定結果も、グラフ表示や

の製作、修理や校正といったトータルサービスもご提供していま

画像イメージも含めて簡単にレポートに作成することができま

す。つまり、コストをかけずに最新の技術を入手し、日々の業務に

す。ファシリティマネージメントにおけるスマートな設定システム

ご利用いただけます。

とより効率的なワークフローをお約束します。

Testo のアドバンテージ
デジタル、スマート、そしてフレキシブル

ワンストップサービス

多くの計測機器がBluetoothで接続できるようになったため、モ

修理・校正や特注プローブ等の製作、またセミナーやウェビナー

バイル端末での操作やアプリの使用が可能になりました。あなた

による情報の提供など、測定器の販売だけでないトータルサー

の業務をよりたやすく、そして正確にすることができます。

ビスを提供しています。

あらゆる設備管理のための計測テクノロジー

試験装置管理システム PRIMAS

テストーでは熱源システム、空調、換気、冷房、電気などの各設備

PRIMAS は、キャリブレーションとドキュメント管理を組み合わ

向けの測定機器を取り揃えています。

せたもので、特別なソフトウェアとロジスティクスおよび組織で
構成されるものです。モジュール式のセットアップにより個別の
適応が可能になります。

プロフェッショナル・マルチ環境測定器

電子文書化で作業時間を短縮

さまざまなプローブを接続できるマルチ環境測定器であれば、

自動レポート作成、
レポートへの画像追加、またeメールによるレ

標準に準拠した風速とIAQ、快適度の測定が可能になります。

ポート送信など、専用アプリ対応の測定器ならモバイル端末との
連携で実行可能です。
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快適性を保証
効率性をアップ
テストーの計測テクノロジーがあなたの課題を解決します。
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室内空気品質と快適度の評価
テストーの湿度計、照度計、騒音計などの測定器によって、職場
環境の評価が可能です。マルチ環境測定器testo 400 であれ
ば、PMD/PPDに準拠した方法で、客観的に室内空気環境を評
価することができます。データロガーを使って、簡単にカビの発
生原因を突き止めることができます。

電気設備の点検
電気設備や配電盤は定期的に点検する必要があります。testo
770 クランプメーターと testo 760 デジタルマルチメーター
に加え、testo 872 や 883 サーモグラフィを使えば、非接触
で過熱状態を可視化できます。ユーザー設定のアプリで点検業
務と文書化をたやすくします。

換気システムの効率的な調整
適正に調整された空気の循環が最大限の効率と最小のエネルギ
ー消費を実現できます。テストーは、ダクト内や空気吹き出し口
の計測に各種のポータブル計測器やスマートプローブを提供し
ています。用途に応じたアプリで一目で確認できるだけでなく、
レポート作成も簡単です。

暖房システムの効率的な調整
排ガス分析用の計測機器と同様、テストーでは風速や温度、差圧
などを測定するコンパクトな計測器を提供しています。無料でダ
ウンロードできるアプリで、モバイル端末からの操作もできま
す。故障知らずで無駄のない暖房システムの稼働を実現します。

冷房システムの効率的な調整
デジタルマニホールドと専用アプリを連動させれば、スマートフ
ォンで圧力と温度の値を確認すると共に、その結果をレポート化
し、メールで送信することも可能です。ソフトウェアの更新によ
り、常に最新の技術と法規制に適合した測定が実行できます。
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換気システムの効率的な調整
快適性を保証
設定が不適正な換気・空調システムでは、不必要に過大なエネルギー消費が発生します。テストーのスマート計測器が、あなたのシス
テムの精確で効率的な設定をお手伝いします。用途に応じた計測メニューやアプリ、Bluetooth接続されたセンサや直感的な操作が
業務を軽減するだけではありません。測定結果の精確さも保証します。最小のエネルギー消費で最大限の快適性を実現します。

New: マルチ環境計測器 testo 400

フレキシブルなプローブ・ラインナップ

コンパクトな testo 440

あなたは換気システム、それとも快適度評価のエ
キスパートですか？ クリーンルーム、ラボ、ある
いは産業プロセスで、高精度な測定が要求されて
いますか？ それなら testo 400 で複雑なタス
クをよりスマートに、より速く実行できます。シンプ
ルなスマートタッチ操作、現場でのデータ管理、イ
ンテリジェントな測定アシスタントが、あなたをお
手伝いします。

プローブはあらゆる空調/換気アプリケーションを
カバーし、testo 440 と testo 400 のどちら
でも使用できます。ハンドルとプローブには互換性
があり、必要に応じてプローブを交換できます。
デジタルプローブは、測定器とは別に校正できる
ため便利です。プローブを校正に出している間も、
他のプローブで測定器を引き続き使用することが
できます。
プローブの詳細は12ページをご参照ください。

あなたはプラントの空調や換気の機能テストを
するサービスエンジニアですか？ 測定結果をレ
ポートするのはごくたまにしかありませんが、デ
ータをPCに転送できれば便利ですね。それなら
testo 440 がぴったりです。見やすい結果表示、
簡単なボタン操作、機器へのデータ保存、csvデー
タでPCに転送 － 理想的な選択です。

型番：0560 0400

型番：0560 4401

testo 400用 IAQ データロガー
•室
 内空気品質 (IAQ) の長期測定に
• testo 400で長期ロギングの設定とデータ吸
出しが可能
• 最大6本のケーブル接続式プローブを同時接
続可能
• 快適度、乱流度、放射熱、CO2、CO、照度、風量、
温湿度など各プローブとの互換性
型番：0577 0400

testo 400 / testo 440 のプローブ / アクセサリは
12ページをご参照ください。
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無線データロガーシステム
testo 160 IAQ

温湿度データロガー
testo 175 H1

•	温度、湿度、CO2 、空気圧をリモートで継続モ
ニタリング
•	無線LANでTesto Cloudにデータ送信
• 限界値を超えた時の自動アラート

•	オフィスや保管庫の温湿度のモニタリング
• USB接続で簡単にPCへデータ送信
•	PCで測定データの評価とレポート作成

型番：0572 2014

型番：0572 1754

普通騒音計
testo 816-1
•	作業環境の騒音レベルの測定に適した騒音計
• メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフト
ウェアでのデータ解析が可能
型番：0563 8170

フード付き風量計
testo 420
•	内部にストレーナーがあり、回転式排気口でも
正確に風量測定
• 2.9 kg と軽量
•	Bluetooth 機能でモバイル端末との接続が可
能、測定がよりスムーズに

フローストレーナー
testovent 417
•	グリル（格子枠）付近の乱流や渦流に左右され
ない高精度の風量測定
•	回転式吹き出し口でも信頼性の高い測定結果
•	ファンネルセットと併用して使用可能
型番：0554 4172

型番：0563 4200

testo
Smart App
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電気設備の点検

電気設備や配電盤の点検は、ファシリティマネージメントの最も
重要な業務のひとつです。テストーのスマート計測機器を 使っ
て、電気系統の接続の点検や配電盤、
ヒートポンプ、空調・暖房設
備の能力などをチェックできます。テストーのサーモグラフィが
あれば、電子制御盤の問題点や過熱している部品などを見つけ
ることができるので、予防的保全も可能になります。テストーの
アプリで、対策を講じることも、それを文書化することも簡単にで
きます。

testo Smart
Probes App

クランプメーター
testo 770-3

デジタルマルチメーター
testo 760-2

•	ケーブルが密集した場所でも垂直スライドジョ
ーでスムーズにクランプ可能
•	優れた操作性
• 真の実効値型（TRMS）で、歪みを含んだ波形
でも正確に測定
•	突入電流の測定可能
•	Bluetooth接続でスマートプローブ・アプリと
連動すれば、測定対象物から離れた安全な位置
から測定値の確認が可能

•	電流/電圧を自動検出
•	真の実効値型（TRMS）で、歪みを含んだ波形
でも正確に測定
•	インバータなどの2次側電圧をより正しく測定
するため、ローパスフィルタを搭載
型番：0590 7602

型番：0590 7703

testo Thermo
graphy App

スマートサーモグラフィ
testo 872
•	320 x 240 画素の高画質。標準搭載の超解
像機能 SuperResolutionで640 x 480画
素にアップ
• 温度分解能 0.06 °
C で高精度な測定が可能
• 可視カメラ内蔵
•	testo サーモグラフィアプリに接続
• 別売りのクランプメーター testo 770-3
や温湿度スマートプローブ testo 605i と
Bluetoothで無線通信が可能
•	testo スケールアシスト機能搭載 (自動放射率
設定)

testo Thermography App
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型番：0560 8721

スマートサーモグラフィ
testo 883

NEW

•	320 x 240 画素の高画質。標準搭載の超解
像機能 SuperResolutionで640 x 480画
素にアップ
•	温度分解能 0.04 °
C で高精度な測定が可能
• 可視カメラ内蔵
•	testo サーモグラフィアプリに接続
• 別売りのクランプメーター testo 770-3
や温湿度スマートプローブ testo 605i と
Bluetoothで無線通信が可能
•	testo 場所認識機能(画像管理）、testo スケ
ールアシスト機能搭載 (自動放射率設定)
testo Thermography App

型番：0560 8830

エアコン・ヒートポンプの
効率的な調整

NEW

デジタルマニホールド
testo 550s / testo 557s

冷媒ガス検知器
testo 316-3

•	一般的に使用されているほとんどの冷媒を検
知可能：R22; R134a; R404A; R410A;
R507; R438A; CFC, HFC, HCFC
•	高感度 (< 4 g/year)
•	高濃度ガスを検知するとLEDとアラーム音で警
告

•	バックライト付き大型ディスプレイ
• 軽量コンパクト＆堅牢ボディ
• 防水・防塵（保護等級 IP 54）
•	過熱度/過冷却度演算、真空引きモード、気密試
験モードを搭載
•	モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポ
ートを実現

testo
Smart App
testo 550s セット
2方向バルブブロックを備えたtesto 550s デジタルマニホールド、スマー
トプローブ testo 115i クランプ温度計（Bluetooth, NTC) x 2本、専用
ケース

型番：0564 5571 55

型番：0564 5502 55

NEW

testo 557s セット
4方向バルブブロックを備えたtesto 557s デジタルマニホールド、スマ
ートプローブ testo 552i 真空計 x 1本、testo 115i クランプ温度計
（Bluetooth, NTC) x 2本、専用ケース

スマートマニホールド
testo 550i
•	測定からレポート作成まで、スマホの専用アプリ
で完了
•	市場最小のデジタルマニホールド
•	高い信頼性と IP54 の堅牢なハウジング
•	testo スマートプローブと接続して温湿度や真
空度も測定可能

オールインワン：testo Smart App
NEW

ダウンロード
無料
For Android
and IOS

testo
Smart App
testo 550i セット
2方向バルブブロックを備えたtesto 550i スマートマニホールド、スマート
プローブ testo 115i クランプ温度計（Bluetooth, NTC) x 2本、専用ケ
ース
型番：0564 3550 55

デジタルマニホールドのセット、プローブ、アクセサリの詳細は
ホームページ www.testo.com をご参照ください。

testo Smart App は、空調/冷凍システム、
ヒートポンプ用など すべての
testo のBluetooth 対応計測器用アプリです。多数のアプリケーションの
測定メニューは過熱/過冷却などの設定や測定をサポートし、測定結果を明
確にグラフィック表示します。写真を含むPDF/CSVファイルを現場でレポ
ート作成し、電子メールで送信できます。
このアプリは無料でダウンロードできます。
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暖房システムの効率的な調整

建物の中で最も省エネの可能性があるのは、地下のボイラー室かもしれません。テストーの計測器と用途に応じたアプリを使って、排
出ガスを正確に分析、風量や戻り温度を測定し、ガス漏れ箇所を突き止め、
ドロップテストを実行してください。このようにシステムの
効率を最適化すると同時に、弱点やユーザーによる誤操作も減らすことができます。

燃焼排ガス分析計
testo 300(LL)
•	暖房システムの設置やサービス業務に
• 直感的に操作できる測定メニュー、高速反応のタッチパネル、
現場でレポート作成してメール送信可能
•	最長6年の使用に耐える高品質センサ
基本構成:
•	testo 300 LL 排ガス分析計本体（ O₂ センサ、H₂ 補償
CO センサ：測定範囲最大 (8,000 ppm), NO センサ
•	USB 電源
•	専用ソフトEasyHeat (ダウンロード)
プローブ/アクセサリ(別売):
•	排ガスプローブ 180 mm, Ø 8 mm
• 排ガスプローブ用ダストフィルタ
•	アタッシュケース
• 赤外線プリンタ
• スペア感熱紙
型番：0633 3004 75

燃焼排ガス分析計セット testo 330i
•	燃焼システムの試験用として認定された分析計
•	スマート操作: スマートフォンの専用アプリで操作、表示、
レポ
ート作成が可能
•	センサは最長6年使用可能なロングライフ仕様
セットの内容:
•	testo 330i 本体（ H₂ 補償 CO センサ、Bluetooth対応）
•	USB 電源
• 排ガスプローブ
• 燃焼用空気温度プローブ
型番：0563 3000 73

10

差圧スマートプローブ
testo 510i

K熱電対温度計（2ch）
testo 922

• ガスヒーターのガス流量の測定(0 ～ 150 hPa)
•	気密試験や減圧試験での差圧測定
•	背面マグネットで、設備機械に手軽に取り付け

• 無線プローブ接続可能な計測機器、2チャンネル
•	温度差表示
•	最高/最低値を連続表示

型番：0560 1510

型番：0560 9221

testo
Smart App

ポケットライン差圧計
testo 510
•	ガスヒーターのガス流圧や空調システムのフィルタの
目詰まりの把握に
（測定範囲 0～100 hPa)
• L字型ピトー管を使いダクト内の風速測定が可能

型番：0563 0510

赤外放射温度計
testo 810
•	非接触で気体温度と表面温度を同時に測定可能
•	気体温度と表面温度の温度差も自動的に表示
•	放射率を設定可能(0.20～1.00)
型番：0560 0810
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testo 400 / testo 440 専用プローブ/アクセサリ

プローブ

型番

プローブ

型番

湿度

風速
マルチプローブ
90°屈折タイプ

0635 1571
0635 1572

温湿度プローブ

0636 9731
0636 9732

ベーン式風速プローブ (Ø 16
mm),

0635 9571
0635 9572

高精度温湿度プローブ

0636 9771
0636 9772

高感度ベーン式プローブ
(Ø 100 mm), 温度センサ付き

0635 9371
0635 9372

高速応答表面温度プローブ

0602 0393

ベーン式プローブ (Ø 100 mm),
温度センサ付き

0635 9431
0635 9432
堅牢タイプ温湿度プローブ

0602 1793

温度

快適度
快適度プローブ

0628 0152

CO₂ プローブ、温湿度センサ付き

0632 1551
0632 1552

CO プローブ

0632 1271
0632 1272

照度プローブ、固定ケーブル

0635 0551

輻射熱プローブ Ø 150 mm

WBGT プローブセット（輻射熱プ
ローブ、気体温度プローブ、湿球温
度プローブ、測定スタンド、ケース）

Bluetooth機能

0602 0743

Bluetooth機能

固定ケーブル

アクセサリ

型番

快適度測定用
測定スタンド、計測器・プローブ設置
用 (ケース付き)

0554 1591

デジタル風速プローブ用

0618 7220

固定ケーブル

風速計用伸縮式ロッド (最大 100
cm、直角アダプタ付き)

0554 0960

伸縮式ロッド用非伸縮延長ロッド
(45 cm x 2 本)

0554 0990

100 mmベーン用 直角アダプタ

0554 0991

風速計接続用ハンドルアダプター

0554 2160

その他のプローブ/アクセサリについてはホームページ www.testo.com をご参照ください。
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