
医薬品のロジスティクスでは、日々課題に直面しています。医薬
品は常に、適切な量、高い品質、そして適切な場所で入手できる
ようにする必要があります。これに加え、製薬業界全体に適用さ
れる、国際的品質保証規制にも遵守することが求められていま
す。具体的には、厳格な温度管理が求められる医薬品の製造過程
だけでなく、保管、輸送、流通の際にも、定められた一定の管理が
遵守されることが不可欠です。

www.testo.com

全世界で多数の実績があるTesto社の環境モニタリングシステ
ム testo Saveris では、医薬品の保管における温湿度のモニ
タリングと 21 CFR Part 11 に準拠した文書化が可能です。 
GxP要件に対応したソリューションは、高精度の測定技術、直感
的な操作と検証が可能なソフトウェア、クオリフィケーション、バ
リデーションおよび校正などのサービスで構成されています。こ
の包括的なコンセプトのおかげで testo Saveris は、厳格に規
制された要件を常に確実に満たすことができ、 GxP コンプライ
アンスを遵守するだけでなく、それを実現します。

GDP要件に対応する医薬品の保管･輸送･流通管理: 
環境モニタリングシステム 
testo Saveris Pharma  

Testo
Application example
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 医薬品ロジスティクスの要件

グローバルな次元で、医薬品の保管・輸送・流通は、他のロジステ
ィクス市場と同じではありません。医薬品ロジスティクスは広範
で、ネットワーク化され、非常に厳格に規制されており、そのうえ、
その大部分の貨物には、人命救助という使命が課せられていま
す。そのため、医薬品ロジスティクス関連企業には、バランスのと
れた積載・発送、特別な輸送機器、および規制に準拠した保管条
件が必要になるばかりでなく、高度なコンプライアンス意識も要
求されます。そうして初めて、医薬品の有効性と品質、患者や消
費者の健康と安全が保証されるのです。

大きな成長市場
2019年の世界の医薬品ロジスティクス市場は、推定 690 億
USドルと評価されています。  2020 年から 2027年までの
平均年間成長率は、 7.3 % と見込まれています。この成長はと
りわけ、 COVID-19に起因する医薬品やワクチンの需要の大幅
な増加によって引き起こされています。慢性疾患や生活習慣病
と闘うための薬に対する需要増加もまた、市場の成長を促進しま
す。この成長を助長するものとして、研究開発の革新、新しい治
療法の導入、健康改革、ジェネリック医薬品の増加に加え、咳や風
邪の治療薬、胃腸薬、皮膚科系の薬などの非処方薬に対する消
費需要の高まりなどもその要因にあげられます。

市場動向に関しては、コールドチェーン・ロジスティクスが市場で
優勢になると予想されています。新しい治療法の要件、消費者の
意識の高まり、および温度依存製品への需要増加は、すべての輸
送ルートで、ガイドラインに準拠した温度制御を備えたコールド
チェーン・ロジスティクスへのパラダイム・シフトを推進する、3つ
の重要な要因です。1 

需要増加と要件の変化には、医薬品ロジスティクス関連企業が、
完璧な保管ロジスティクス関連企業が、完璧な保管ロジスティク
スと製品品質を実現することで、厳格な立法府のみならず GxP 
要件も包括的にカバーすることへの期待も含まれています。 

Testo example application GxP-compliant environmental monitoring in pharmaceutical storage

1 医薬品ロジスティクス市場 分析と予測 2020 ～ 2027年, Grand View Research, Inc., USA, 2020.
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WHO ガイドライン 
世界保健機関（WHO）によってリリースされた「Good Storage 
and Shipping Practices」（GSP）は、ラベルに特定の保管条
件（温度、湿度など）が記載されている医薬品の検査、モニタリン
グおよび記録を規定しています。 

特定のガイドラインでは、製品の安全性を保証するために、温度
の記録と測定器の定期的な校正を推奨しています。 特にワクチ
ンの場合、WHOは、すべてのバイアルを所定の条件下で保管
し、冷蔵、温度監視、およびデータ記録のシステムがアクティブで
あることを要求しています。2 

WHO によって規定されたガイドラインは、米国の保健当局（食
品医薬品局、FDA）および欧州医薬品庁（EMA）のガイドライン
に反映されており、これらの遵守が監視されています。 

連邦規則集 (CFR)
CFR - Title 213 は食品および医薬品の取り扱いに関して
FDAによって規定されたすべての条例を対象としています。 条
例は、1997年以来、医薬品およびその製造に必要な部品を保
管、輸送、製造、または卸売するすべての人に適用されています。  

21 CFR Part 11で、FDAは電子記録と署名の要件を定めて
います。 これらの要件は、医薬品の温度と湿度をモニタリングす
る自動環境監視システムによって満たされる必要があります。  

21 CFR Part 211 「完成医薬品の現在の適正製造基準」で
は、§211.42に医薬品保管施設の要件が記載されています。 
これらは、医薬品の同一性、強度、品質および純度が悪影響を受
けないように、適切な温度、湿度および光の条件下での医薬品の
保管を規定しています。 CFRの規定は複雑で時間がかかります
が、最も重要な要素も非常に基本的であるため、簡潔に言えば4
つの主要な領域に分けることができます。 それは、衛生、安全、
温度および文書化の遵守です。

21 CFR – The four main points

衛生
医薬品の保管施設は清潔でなければなりません。適切に清
掃するのに十分な広さが必要であり、汚れや液体などが集
まる可能性のあるデッドスペースはありません。害虫駆除対
策も講じられています。フロアの保管場所は明確に区別さ
れています。これらに加え、積載時に空気の循環が妨げられ
ないようにするため、最大積載制限を示す必要もあるかもし
れません。保管用の断熱材は仕様に対応していなければな
りません。隔離所では、回収品、苦情品、疑わしい製品や破損
した製品の保管についても規定されています。

安全
保管施設へのアクセスは注意深く監視されており、適切に
保護具/衣服を着用した担当者だけが許可されています。セ
キュリティ対策には、監視カメラ、照明設備、アクセス制御キ
ー、自動ドアロックなどが含まれます。関係するスタッフはす
べて、医薬品の取り扱いについて訓練されています。 

温度
保管施設内のコールドチェーンの完全性が保証されていま
す。製品に特定の保管温度が指定されていない場合、温度
は「制御された」周囲温度に維持する必要があります。これ
は、通常の作業環境でも極端な変動のない温度が保たれて
いることを意味します。制限値の遵守は製品の積み込みや
荷下ろしの際にも、保管領域にもあてはまります。 21 CFR 
Part 11 は、電子温度記録を管理する規制を定めていま
す。 

文書化
医薬品の出荷中、ほぼコンスタントに検査が行われます。 薬
が入った輸送用コンテナが配達されるとすぐに、徹底的な検
査が行われます。 スタッフは、壊れたパレット、破れたパッケ
ージ、または害虫の侵入などを特定するように訓練されて
います。そして商品の受け入れを拒否し、これを文書化しま
す。 すべての検査はレポートで完了します。 

2  WHO テクニカルレポートシリーズ No. 1025 – 附属書 7: 医薬品の適切な保管および流通 (2020年）

3  連邦規則集の電子コード, タイトル 21 食品および医薬品, https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=b534c3f869e4a7b2b24b7d-
739b4a11bb&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21tab_02.tpl, （2021年１月４日）
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USP 1079: 適切な保管および流通について
米国薬局方（USP）の第1079章の「医薬品の適正流通基準」で
は、医薬品、バイオテクノロジーおよび薬剤が保管される部屋の
環境管理システムが規定されています。  

保管されている製品の純度、品質、安全性に重大な影響を与える
可能性があるため、環境管理システムでは特に温度を監視する
必要があります。 パラメータが保管品の仕様の範囲内にあるこ
とを証明するには、測定値を文書化する必要があります。 環境条
件からの逸脱を記録し、その後修正されなければなりません。 

これに加え、温度分布調査（マッピング）を実行するために適切な
数の温度データロガーの使用、またそれに続き、その温度分布に
従って継続的に温度を記録することが規定されています。 

保管されている製品が仕様から逸脱した状態にさらされるのを
防ぐために、警告システムを使用する必要があります。 一般的に
は、環境条件の正確なプロファイルを維持するために、保管場所
を毎年再検証することも推奨されています。4

EU の適正流通基準 GDP 
欧州医薬品庁（EMA）が「適正流通基準」（GDP）のために策定し
たガイドラインの目的は、GMP（「適正製造基準」）で要求される
すべての医薬品の品質と完全性が、 ロジスティクスチェーンに
関与するすべての担当者によって守られることにあります。 

USP 1079 と同様、ヨーロッパのGDPは、環境モニタリングシ
ステムを設置する前に、信頼性の高い温度マッピングを実行し、
マッピング結果に従ってシステムコンポーネントを配置すること
を規定しています。 これとは別に、環境条件を調整および監視す
るための機器は、定義された頻度で定期的に校正する必要があ
ります。 規定のしきい値から逸脱した場合は、保管施設の責任者
に通知する必要があります。 5

医薬品のコールドチェーンは、患者や消費者の健康だけでなく、
非常に重要です。規制への違反は、例えば法廷闘争での補償請
求、あるいは影響を受けた医薬品が永久的に使用できなくなる
など、かなりの経済的損失を伴う可能性があります。

4 USP 39–NF 34, 医薬品の適切な保管および流通, ロックビル, 米国薬局方条約; 2016年

5 欧州医薬品庁, 適切な流通  
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/compliance/good-distribution-practice, 
07.01.2021.
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基本的には、次の３つの要因が保管中の医薬品の品質、有効性お
よび使用期限に影響を与えると考えられます。 

• 温度が高過ぎる、または低すぎる
• 高湿度 
• 強い光線

その理由は、主に多くの医薬品に含まれるタンパク質です。 これ
らのタンパク質は、環境の変化、特に温度変動に非常に敏感です。 
保管中に、たとえ一度でも規定のしきい値を逸脱すると、それは
製品の品質に悪影響を及ぼし、大幅に規定値を超えた場合、有効
性の喪失につながる可能性さえあります。 さらに、特に非経口剤
の場合、患者の安全を危険にさらす有毒な分解物が生成される可
能性もあります。 一定の温度と湿度の条件に加え、薬剤に光の保
護も必要な場合もありますが、これは通常、パッケージによってカ
バーされています。  

温度
医薬品倉庫における数多くのモニタリング項目の中で、温度は最
も監視されている測定パラメータのひとつです。 厳格な温度管
理が求められる医薬品のGxP準拠の監視では、3つの温度範囲
が区別されています。

•  周囲温度: 15 ～ 25 °C (まれに 30 °Cまで)
• 冷蔵温度: 2 ～ 8 °C
• 超低温度:  -18 °C またはそれ以下 

ほとんどの医薬品は、25°Cまでの周囲温度で保存できます。 　
一方、インスリンなどのバイオ医薬品は冷蔵が義務付けられてお
り、一定の温度レベルが必要です。 わずかな温度変動でも悪影
響を受ける可能性があります。 

ワクチンは、特に厳格な温度管理が求められる医薬品の1つで
す。 時間の経過とともに有効性が失われ、熱がそれを加速しま
す。 ワクチンの種類によって、熱に対する感受性と規定の保管温
度が異なります。 この範囲より低い温度は、反応原性の増加、つ
まり副作用の増加につながります。6 

GDP準拠の保管品モニタリング: 
安定した温度と湿度

許容温度範囲外で保管された場合に危険にさらされるのは、医
薬品またはその成分だけではありません。 保管容器やパッケー
ジも影響を受けます。 温度の急激な変動あるいは意図しない氷
点下の温度は、アンプルやガラス容器にヘアラインクラックを引
き起こしたり、包装材料から成分を溶解したりする可能性があり
ます。 これは汚染や無菌状態の喪失にさえ、つながる可能性が
あります。 

湿度 
温度に加え、空気中の湿度は常に温度との関係で、医薬品の安
全な保管における重要なファクタです。 医薬品の製造プロセス
全体の湿度の変動は最小限に抑え、監視し、文書化する必要があ
ります。 また保管においても、望ましい湿度条件からの逸脱を監
視する必要があります。 品質の低下を防ぐために、15～25°C
の保管条件では、相対湿度を60％RH以下の一定レベルに保つ
必要があります。 7 

湿度の高い保管条件は品質の低下につながり、医薬品が使用で
きなくなるかもしれません。 包装の溶解、ラベルの判読不能、箱
の内外でカビが発生する可能性もあります。 

6 WHO ワクチン管理ハンドブック, モジュール VMH-E2: ワクチンサプライチェーンの温度を監視する方法（2015年7月）

7 WHO 適切な保管および流通 （2019年５月）
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医薬品保管倉庫の温度帯 2 ～ 8 °C   
(例):

1. 窓および天窓付近: 8.1 °C
2. 空調から最も遠い場所: 6.5 °C
3. ドア付近: 一時的に最高 9.1 °C
4. 照明付近: 7.5°C
5. 空調直下: 2.4 °C

医薬品の保管条件は、ドアやゲートの開閉、対流、日射、製品の出
し入れ、HVACシステム（暖房、換気、空調）など、多くの外的要因
によって変化する可能性があります。 したがって、品質保証が機
能する条件として、温度、相対湿度、およびその経過を記録、監視
し、それを文書化することが必須なのです。 これは、保管条件の
逸脱を早期に発見し、医薬品への損傷を防ぐことができる唯一
の方法です。  

その場所に応じ、温度と湿度の偏差に対応するために、すべての
医薬品の保管場所には様々な空調と換気の対策が必要となりま
す。 保管場所の空調システムでも、むろん環境条件を調整する
ことはできますが、それでも常にいくつかの異なる温度ゾーンが
あります。 これらは重要な制御ポイントで、VACマッピングの条
件として検証され、環境モニタリングシステムの最適な配置のた
めの基本となります。 
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温度と湿度の分布の測定
温度と湿度の測定値の信頼性を確保するため、重要な場所は、
温湿度の分布調査の助けを借りて測定されます。 空調の性能
限界を特定するため、追加のストレステストも実施されます。 保
管されている医薬品の品質に影響を与える可能性のある場所、
温湿度の変動が大きい場所は、クリティカルコントロールポイント

（CCP）として識別されます。  

多くの保管倉庫で、温度分布は課題です。 フロアの冷たい空気
と天井近くの暖かい空気の間のハイラック・ストレージの温度差
に加え、建物の内外などその他の多くの要因が温度分布に影響
を与えます。

DQ, IQ, OQ, PQ

DQ Design Qualification　設計資格
IQ  Installation Qualification　インストール資格
OQ  Operational Qualification　運用資格
PQ  Performance Qualification　パフォーマンス認定

必要な品質要件と公的規制を確実に満たしリスクを最小限に抑
えるため ー Testoは、最新のガイドラインに準拠した測定技術
と信頼できるサービスでお客様をサポートします。 これらのテ
クノロジーは、この分野の専門家と共に共同開発されており、倉
庫や配送センター、入荷品、ハイラック倉庫、冷蔵室、超低温冷
凍庫、冷凍庫、冷蔵庫など個別の用途に対応させることができま
す。 

倉庫認定の計画と実施
Testoは、医薬品保管施設の要件を実装するため、リスクベース
の資格マネージメントの初期サポートを提供します。 ストレージ
エリア（DQ、IQ、OQ、PQ）のユーティリティは、対応するSOP（
標準操作手順）と一般的な品質保証手段を考慮して認定され
ています。 これは、技術対象が適切に構築され（DQ）、計画どお
りにインストールされ（IQ）、規定の機能（OQ）とパフォーマンス

（PQ）を満たしていることを証明するものです。

最新の測定技術と信頼できるサービスによる環境モニタリング 
これ以外にはありません 
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このため、倉庫内の温度と湿度の分布と保持性の検証中に、外
部の影響に対する保管施設の安定性と堅牢性も測定する必要が
あります。 

影響を与える要因には、倉庫のサイズ、積載量、設備備品、開口
部、入射光、およびHVAC（暖房、換気、空調）が含まれます。 世
界でも一部の気候帯域では、温度と湿度の分布を記録するとき
に、季節変動も考慮しなければなりません。 そのような場所で
は、保管施設内の環境条件とそれらが外気温によって影響を受
けるレベルを検証するために、夏と冬の測定が必要です。

温度分布の測定では、6ページの例に示すように、温度が逸脱
する可能性が高い保管領域に特に注意する必要があります。こ
れらの領域には、積載ラック、暖房装置、天窓、ドア、窓、外壁に加
え、特に建物の北側と南側の保管領域などが含まれます。  

マッピングの過程で、保管領域には、温度条件を継続的に記録・
文書化するGxPに準拠したデータロガーを、一定期間にわたっ
て配備します。 次に、記録されたデータを使用して、保管施設の
全体的な環境プロファイルが作成されます。 CCPが特定される
と、testo Saveris センサは、恒久的に監視および制御される
場所に正確に配置および設置できます。  

マッピングが的確に実行されると倉庫内の環境条件のプロファ
イルが作成されるため、長期的な環境モニタリングシステムの
インストール時間が大幅に短縮されるという追加の利点が得ら
れます。

環境モニタリングシステムの設置
次のステップでは、testo Saveris システムのプラニング、イン
ストール、および試運転について説明します。 これらは、温度と
湿度の分布で測定されたすべての重要な測定ポイントがカバー
され、永続的に監視されるように組み立てられています。 

ハイラック倉庫の設置では、保管領域の温度と湿度の値の3次
元の概要を取得するために、testo Saveris センサが棚の列に
斜め下から上に取り付けられます。 この配置により、ハイラック
倉庫のプロファイルが途切れることなく行われます。

ブロック保管や冷蔵および冷凍室では、医薬品はごくわずかに
異なる高さでしか保管されないことがよくあります。 この場
合、testo Saveris センサは同じ高さに取り付けられます。 無
線システムを使用する場合は、設置前に無線伝送距離を測定し
て、広範囲の保管場所でも確実に監視できるようにすることをお
勧めします。  

キャリブレーションとバリデーション
testo Saveris システムのインストール後、詳細なサイト受入
れテスト（SAT）により、使用されているシステムコンポーネント
の機能が確認されます。 testo Saveris プローブの初期校正
は、アプリケーションに典型的な校正ポイントを使用し、追跡可能
な校正証明書を使用して、認定された校正ラボで納品前に実行
されます。

21 CFR Part 11に準拠するため、システムはサイト受入れテ
スト(SAT)後に検証されます。 検証により、インストールされた
環境モニタリングシステムが、定義されたタスクを繰り返し再現
可能に実行することが確認されます。

アフターサービス
Testoは、サポートに加えて、プローブの再校正や、重要なシス
テム変更後の再検証も行います。 このサービスにより、システム
を必要に応じ、いつでも拡張いただけます。 
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testo Saveris は、高精度の測定技術、直感的に操作可能なソ
フトウェア、およびGxPサービスを使用した包括的なソリューシ
ョンで、医薬品の保管施設内の温湿度の自動モニタリングを行
います。 これに加えて、当システムには次のようなアドバンテー
ジがあります。 

アプリケーション固有のシステムコンポーネント
堅牢で高精度のtesto Saveris データロガーは、温度と相対湿
度のわずかな変化でも記録します。 さまざまなロガーモデルを、
ビルディング・ブロック方式に個々のモジュールからアプリケーシ
ョンに合わせて独自に組み立て、配置することができます。 

testo Saveris では、1つのデータロガーに最大4つのプロー
ブを接続できるため、効率的なモニタリングが可能です。 広範な
プローブラインナップで、ありとあらゆる温度と湿度のアプリケ
ーションに対応し、アクセスが困難なエリア、回転率の高い保管
環境や冷蔵/冷凍室を安全に監視します。

testo Saveris は、個々のシステムコンポーネントのおかげで、
柔軟に倉庫の建物の構造物として統合できます。保管設備の拡
張や測定場所の追加も簡単に行え、また将来を見据え、再検証を
伴う倉庫のリニューアルの過程での新しいプローブ配置もサポ
ートできます。 

コンプライアンス
GxP要件に関連する 

すべての基準と規制の
遵守

透明性
社内のすべての品質関連 

プロセスの透明性

効率性
GxP要件の対応とサポート

システム適用の効率化

信頼性
品質ガイドライン遵守に 

おける信頼性

医薬品の環境モニタリングにおける  
testo Saveris のメリット 

妥協のないデータセキュリティ
testo Saveris は、記録された測定値が3段階に冗長化され
た、最高レベルのデータセキュリティを提供します。 記録された
測定データはすべて、データロガーによって設定した通信間隔
ですぐにベースに送信され、そこで保管されます。 3つのレベル
の最後として、すべての測定値が一元的に保存され、検証可能な 
testo Saveris GxPソフトウェアに保存されます。 

testo Saverisを使用したデータ記録は、停電が発生した場合
でも中断することなく引き続き実行されます。 これに加えて、デ
ジタルプローブは、校正目的のプローブ交換を測定継続中に数
秒で実行できるため、文書にデータギャップを生じないという大
きな利点を提供します。 データロガーを取り外す必要はなく、測
定値にギャップはありません。 

低運用コストでの汎用性
testo Saveris システムでは、WLAN、イーサネット、または最
新の testo UltraRange 無線技術など、さまざまな通信が可
能になり、独自のネットワークで安全かつ効率的な長距離通信を
使用できます。 広範囲の保管領域も、無線システムコンポーネ
ントとイーサネットシステムコンポーネントの組み合わせで確実
に監視できます。 これに加えて、ケーブル、POE（Power over 
Ethernet）、またはバッテリによるさまざまな接続オプションも
利用可能であり、運用コストは低く抑えられます。 
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24時間リモートアラーム
優れた品質保証プログラムを確立し、保健当局によるGxP検査
に合格するには、広範なアラーム・システムと、環境条件の変動
としきい値逸脱時に対処するための手順が必要です。 testo 
Saveris システムは、保管施設内に緊密な監視ネットを形成し、
さまざまな通信チャネルを介して、たとえ停電であっても、リスク
をオペレータに直接通知します。 

データロガーの警告の赤いLED表示を見ていなくても、GxP準
拠のアラーム通知をSMSや電子メールなど、さまざまな方法で
受信することができます。 環境条件の逸脱やシステムの重大な
事故などの場合は、どこにいようと、あらゆる端末（スマートフォ
ン、タブレット、PC）の責任者に表示されます。 リモートアラーム
通知により、損傷が発生する前に迅速な対応が可能になります。

ドキュメントの自動化 
testo Saveris は、中断なく保護されたデジタルデータセット
を生成します。 最新の測定技術では、手動で測定データを読み
取ったり保存したりする必要はありません。 このソリューション
では、書面により証明するための作業負荷を軽減するだけでな
く、手作業による文書化に伴うエラーもなくします。 全自動レポ
ート（監査証跡）はGxP規制を満たし、検査時に提示することが
できます。 testo Saveris コックピットを使用すると、いつでも
どこからでも、アラームやそれに対応する測定曲線を表示、確認
およびコメントすることができます。 

データ分析の最適化
データのデジタル可用性と自動レポートにより、測定曲線の効率
的な分析と、責任者へのデジタル配信が可能になります。 

簡単に作成できる履歴レポートと傾向曲線は、監査プロセスの重
要な側面になる可能性があります。 レポートの内容は、それぞれ
の受信者に合わせて、たとえば監査証跡を含めるかどうかなど、
調整できます。 また、さらに分析するためにMicrosoftExcelに
エクスポートすることもできます。

testo Saveris はMKT（平均動態温度）も測定し、保存された
製品に対する温度変動の全体的な影響を示す特別なMKTレポ
ートを提供します。 

GxP準拠のサービスと完全なドキュメント
医薬品の保管施設の信頼性の高いGxP準拠のクオリフィ
ケーション、検証、および監視を効率的に確立するために、
専門家との協力が推奨されます。 迅速で簡単な認定文書

（DQ、IQ、OQ、PQ）と、現場での設置、校正、検証サービスによ
り、スムーズな試運転と完全な文書化が保証されます。 

医薬品の保管と中断のないデータ記録や
継続的な環境モニタリングに関してさらに詳しくお知り
になりたい方は　www.testo.com.　をご参照くださ
い。
またご質問および当社エキスパートへのご相談につい
ては  e-mail: info@testo.co.jp へお問い合わせく
ださい。



www.testo.com

Testo application example  
GxP-compliant environmental monitoring in pharmaceutical storage

Testoのグローバルネットワーク

 現地法人および関連会社
 パートナーネットワーク

Testo SE ＆Co.KGaA

1957年、ドイツののシュヴァルツヴァルト（Schwarzwald/黒
い森）一帯の自然環境とその地域のハイテク産業を背景に、 
Testoterm GmbH は レンツキルヒ（Lenzkirch）に設立され
ました。現在、 Testo SE & Co.KGaAに社名を変更し、ティテ
ィゼ（Titisee）で環境計測器の研究開発、製造を行っています。

Testo SE & Co.KGaA は、世界に34の現地法人および関連
会社を有し、その他の地域では代理店ネットワークを形成するド
イツのグローバル企業に成長しました。設立以来一貫してポータ
ブル環境計測器の研究開発に力を注いでおり、市場のニーズに
対応した製品をリリースしています。

Testo は、従来のスタンドアロンの測定器だけでなく、スマート
フォンやWi-Fi、Bluetooth等の無線に対応した環境計測器シリ
ーズもリリースしています。通信モジュールを測定器に搭載した
Testo の無線対応製品は、測定業務効率向上という点で世界
のお客様に高く評価されています。

株式会社テストー

株式会社テストーは、Testo SE & Co.KGaA の日本法人とし
て1987年に設立されました。横浜に本社、営業拠点、サービス
センターを設け、テストー製品の国内販売から、校正試験および
校正証明書の発行、測定器の修理・メンテナンス、マッピングサー
ビスを行っています。
日本国内では環境測定専門メーカーとして、換気空調、医薬&ヘ
ルスケア、食品安全、工業分野のセグメントに向けて、お客様の
測定業務を効率化するためのご提案をしています。


