
工場の環境計測器活用ガイド 安心の

2年保証

testo industry application

テストーの測定器は現場のワークフローに基づいて設計されています。操作時に
便利な測定ガイド機能や演算機能、グラフィック表示機能だけではなく、測定後の
レポート作成やデータ管理にも配慮しています。
環境計測器専門メーカーならではの目線で設計された製品ですので、現場の皆様
にも安心してご利用いただけます。

CO2CO振動 気圧 差圧 排ガス照度風速熱画像湿度温度

測定器を活用して現場の効率をアップ!!

たとえば・・・
温度異常発生時に熱画像をすぐメールで送りたい  スマートサーモグラフィ
現場での測定値の手書きメモをやめたい   マルチ環境計測器・ロガー
巡回作業を止めてクラウドで温湿度を管理したい  Wi-Fiデータロガー
工業炉の燃焼排ガスを素早く安全に測定したい  燃焼排ガス分析計

効率化

Testo はドイツに本社を置く環境計測器のグローバル企業です。

測定

記録

分析

設備保全 望遠撮影・R&D

ハイエンドサーモグラフィスマートサーモグラフィ

ダクト風量局所排気装置・風速 給排気口風量恒温槽・ダクト

マルチ環境計測器・風速計

倉庫・防錆製造 輸送労働環境

データロガー

小型ボイラメンテナンス 労働環境 工業炉

排ガス計温熱環境測定放射温度計

騒音照度 温湿度校正振動

各種環境測定 測定器管理

testo 868
●  160×120
（SR 320×240）pix
●  MAX 650℃　
●  スマホ対応
●  可視カメラ付

￥234,000円（税別）

testo 440セット
●  熱線式セット
●  MAX 30m/s　
●  風量演算
●  メモリ内蔵

￥74,000円（税別）

testo 440セット
●  16mmベーン式セット
●  MAX 50m/s　
●  風量演算
●  メモリ内蔵

￥82,000円（税別）

testo 440&プローブ
●  温湿度（高温対応）
●  MAX 180℃　
●  0～100%rh
●  露点演算

￥110,000円（税別）

testo 420
●  軽量フード付風量計
●  61cm角フード　
●  キャリングカート付
●  微差圧測定

￥360,000円（税別）

testo 176T4（本体）
●  K/T/J熱電対4ch
●  ～1,000℃　
●  200万データ
●  I/F USB、SD

￥56,000円（税別）

testo Saveris 2 H1
●  温湿度2ch
●  Wi-Fi　
●  クラウド
●  アラーム

￥40,000円（税別）

testo 160 IAQ
●  温度 湿度 気圧 CO2
●  環境4ch　
●  MAX 70℃
●  Wi-Fi

￥75,000円（税別）

testo 184T3
●  温度1ch
●  40,0000データ　
●  I/F USB
●  航空機搭載可能基準

￥16,000円（税別）

testo 835-T1
●  MAX 600℃（非接触）
●  スポット比 50：1
4点レーザー

●  K熱センサ外付可

￥49,000円（税別）

testo 300セット
●  O2/CO/NO
●  （OP）H2補償　
●  タッチパネル
●  スマホ対応

￥165,000円（税別）

testo 350
●  最大6成分の排ガス測定
●  本体着脱式　
●  CO2実測
●  30秒で起動

お問い合わせ下さい

testo 400 WBGT
●  熱中症予防対策に
●  黒球/乾球/湿球　
温度プローブ

●  スタンド付

お問い合わせ下さい

testo 440セット
●  照度セット
●  ～100,000lux
●  メモリ内蔵

￥87,000円（税別）

testo 816-1
●  普通騒音計
●  JIS適合
●  メモリ内蔵

￥81,000円（税別）

OH-580A
●  速度モード3種類
●  直流/交流出力　
●  Hi/Loレンジ切換

￥158,000円（税別）

testo Huminator Ⅱ
●  高速スタートアップ
●  プログラム運転　
●  4本同時校正

￥３,800,000円（税別）

testo 872
●  320×240
（SR 640×480）pix
●  MAX 650℃　
●  スマホ対応
●  可視カメラ付

￥420,000円（税別）

testo 885
●  320×240
（SR 640×480）pix
●  MAX 650℃
（OP1,200℃）
●  動画
●  望遠（OP）

￥950,000円（税別）

testo 890
●  640×480
（SR 1280×960）pix
●  MAX 650℃
（OP1,200℃）
●  動画
●  望遠（OP）

￥1,880,000円（税別）

時短

 ＊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、2020年1月現在のものです。

お問い合わせは

（2020.01）

〒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



工場工程の保守・保全
テストーの測定器で一元管理
工場工程の保守・保全
テストーの測定器で一元管理

testo 420
換気空調の保守点検

testo 400/440
ダクト/局所排気風量測定

testo 400 WBGT
労働環境での熱ストレスを数値化し暑さ指数を
チェック

testo 872
サーモグラフィによる充填レベルの
チェック

testo 176-T4
性能試験時の環境測定

testo 885/890
樹脂・鋳造品の温度モニタリング 冷却時の温度変化やムラを捉える

testo 175-T3
冷温水空調の水温測定

testo 885/890
望遠レンズで
遠距離の赤外画像撮影

testo 868
非接触で安全に設備の異常箇所を測定

testo 350
高濃度還元雰囲気または酸化雰囲気の
燃焼管理
NOX、SO2の濃度管理

testo 300
燃焼設備の排ガス濃度を測定し、適切な燃焼効率と
空気比になるよう調整

工務/設備保全
測定器：サーモグラフィ、
温湿度計、風量計、データロガー

品質管理
測定器：サーモグラフィ―、データロガー、
排ガス分析計、温度発生装置

製造・生産技術
測定器：サーモグラフィ、排ガス分析計、
温湿度計、マルチ環境計測器

遠隔監視/労働安全衛生
測定器：データロガー、環境モニタリングシステム、

マルチ環境計測器

testo 184

物流
測定器：データロガー

荷物に同梱すれば最終地点まで
温湿度や振動をモニタリングでき
ます。データロガーのメモリ内に測定
履歴のpdfレポートを自動作成。
航空機搭載可能基準「RTCA DO
160 Section21Category H」
にも適合しています。

testo Saveris 2
Wi-Fi対応の温湿度モニタリング用
データロガー。測定データは無線
LANでTestoクラウド（オンライン
データベース）に直接送信されます。

testo Huminator Ⅱ
湿度プローブやデータロガーなどの
湿度校正がスピーディに行える小型の
湿度発生装置

testo Saveris
温湿度の影響を受けやすい製品を守る
ため、現場の環境モニタリングを遠隔
で管理できます。測定データを一つの
システムで一元管理が可能。

ダクト/局所排気
換気空調
冷温水空調
設備異常チェック
ハイプ熱

現場の作業環境
チェック
（温湿度、他社センサの
アナログ入力）

鉄プラスチックの冷却温度
基準計及び現場の測定器管理
環境試験
耐久性能試験

倉庫の温湿度

輸送時の温湿度

乾燥工程の風速風量
集塵機風速風量
タンクの液面レベル
現場の温熱環境測定

※testo Saverisにつきましては
お問い合わせください

testo industry application


