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マルチ環境計測機 & Pt100 デジタル温度プローブ
Pt100 センサを用いた高精度な温度プローブは、品質管理、試薬品の温度測定、バリデー
ション業務などの用途で使用されています。±0.05 ℃の精度を持つ超高精度温度プローブ
は、温度計の校正のための基準温度計として最適なオプションです。

超高精度
温度プローブ
型番 : 0618 0275
価格 : ¥72,000（税別）

高精度温度ロガー & Pt100 温度プローブ／据置タイプ
データロガーは一定間隔で測定データを記録するため、省人化に有効なアイテムです。中でもtesto 176は高精度のPt100センサに対応しており、0.01 ℃の分解能での測定が可能です。
フラットコードプローブとの組み合わせなら、測定のために冷蔵庫や冷凍庫のドアを開閉することなく温度データの確認・収集ができます。（冷蔵庫の仕様は要確認）

testo 176 T1
型番 : 0572 1761
価格 : ¥51,000（税別）
プローブ接続不可

testo 176 T2
型番 : 0572 1762
価格 : ¥51,000（税別）
プローブ必須

フラットコード
温度プローブ
型番 : 0572 7001
価格 : ¥16,000（税別）

低温用フラットコード
温度プローブ
型番 : 8711 0002
価格 : ¥48,000（税別）

ラボ用温度プローブ
（腐食防止用ガラス管付き）
型番 : 0609 7072
価格 : ¥20,000（税別）

Pt100 センサ
内蔵（1ch）
測定範囲：
-35 ～ +70 ℃
精度：± 0.4 ℃

完全防水 IP68

Pt100 センサ
外付け（2ch）
測定範囲：
-100 ～ +400 ℃
本体精度 :±0.2 ℃
本体精度にプローブ精度
を加えたものがシステム
精度です。

測定範囲：
-85 ～ +150 ℃
精度：±0.15 ℃（Class A）
ケーブル長：2.0m

測定範囲：
-200 ～ +250 ℃
精度：±0.15 ℃（Class A）
ケーブル長：2.0m
※ testo 176 接続時の測定範囲
は -100 ～ +250 ℃です。

測定範囲：
-50 ～ +400 ℃
精度：± 0.15 ℃（Class A）
ケーブル長：1.5m

株式会社テストー 2022年4月1日発行

デジタルプローブとは?
従来のアナログの温度計と異なり、センサが検知した温度はプローブ内部でデジタル信
号に変換されてから測定器本体に転送・表示されるため、測定器本体の表示誤差を加味
せず高精度の測定結果が得られます。
デジタルプローブ対応の測定器であれば、プローブのみをメーカー校正に出すことがで
き、複数のプローブを持つことで校正によるダウンタイムがなく、測定器本体を継続的に
使用することも可能です。

ケーブル長4.0mタイプもあります。

高精度
温度プローブ
型番 : 0618 0073
価格 : ¥38,000（税別）

ラボ用
浸漬温度プローブ
（腐食防止用ガラス管付き）
型番 : 0618 7072
価格 : ¥38,000（税別）

フレキシブル
温度プローブ
型番 : 0618 0071
価格 : ¥74,000（税別）

testo 440 対応  Pt100 デジタル温度プローブ

測定範囲：
-80～+300 ℃
分解能：0.001 ℃
精度：±0.05 ℃

測定範囲：
-100～+400 ℃
分解能：0.01 ℃
精度：±0.15 ℃

測定範囲：
-50～+400 ℃
分解能：0.01 ℃
精度：±0.3 ℃

測定範囲：
-100～+260 ℃
分解能：0.01 ℃
精度：±0.3 ℃

本体接続口
・K熱電対用（左）
・TUC*用（右）
*Testo Universal Connection

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）

温度管理特集！
高精度温度計 & データロガー
放射温度計 & サーモグラフィ
排ガス計
環境測定器 

温度管理による食品安全について
●冷凍庫・冷蔵庫
●調理現場
●殺菌プロセス

このページに記載されている測定器またはプローブの精度は代表値です。

温度管理特集！
高精度温度計 & データロガー
放射温度計 & サーモグラフィ
排ガス計
環境測定器 

温度管理による食品安全について
●冷凍庫・冷蔵庫
●調理現場
●殺菌プロセス

低温低温
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お探しの温度計は？
温度測定の対象物や温度帯によりおすすめする測定器
が異なります。

テストーの温度計に採用されている温度センサはNTC
サーミスタ・T熱電対・K熱電対・Pt100があり、測定
範囲・精度・応答速度など特性が異なります。
さらに可搬型か（可搬型ならセンサ一体型かセンサ交
換式か）、一定期間記録した後で履歴を確認するのか、
温度分布を確認するのかでもお勧めする機種が変わり
ます。
詳しくはWebをご参照ください。

放射温度計

赤外線サーモグラフィ

燃焼排ガス分析計 & ガス漏れ検知器

testo 810
型番: 0560 0811
価格: ¥17,000（税別）

放射温度計の選定は、測定対象の大きさや測定距離を考慮して選びます。スポット比により、同じ距離からの測定でも測定範囲が異なります。

testo 300
O₂/CO/180mm プローブセット
型番: 0564 3002 70
価格: ¥172,000（税別）

望遠レンズセットも
あります。

testo 865
型番: 0560 8650
価格: ¥160,000（税別）

可視カメラ付・スマホ対応
• 画素数: 160×120（SuperResolution 時 320×240）

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

マニュアルフォーカス&高画素モデル
• 画素数: 320×240（SuperResolution 時640×480）

testo 830-T1
型番: 0560 8305
価格: ¥16,000（税別）

testo 830-T2
型番: 0560 8306
価格: ¥19,000（税別）

testo 835-T1
型番: 0560 8354
価格: ¥50,000（税別）

testo 835-T2
（+1,500 ℃まで測定可）
型番: 0560 8355
価格: ¥81,000（税別）

testo 835-H1
（気体温湿度センサ付き）
型番: 0560 8356
価格: ¥68,000（税別）

testo 317-2 
ガス漏れ検知器
（メタン･プロパン）
型番: 0632 3172
価格: ¥23,000（税別）

testo 316-2 
ガス漏れ検知器
（メタン･プロパン･水素）
型番: 0632 3162
価格: ¥52,000（税別）

testo 317-3 
アラーム付CO計
型番: 0632 3173
価格: ¥27,000（税別）

スポット比： 6:1 T1スポット比 10:1 T2スポット比 12:1

testo 868 ・testo883はいずれもモバイルアプリ対応です。

testo 868 バージョンアップのご案内
温度分解能（NETD）が0.1 ℃以下から0.08 ℃以下になります。
※FW.1.23以降より／2022年5月頃より切り換え予定

A 棟

配電盤①

モーター①

ステップ ①
あらかじめ、専用ソフトウェ
アでPC内にツリー形式のフォ
ルダと測定場所を作成

ステップ ②
専用ソフトウェアで二次元コ
ードシールを作成し、定期点
検をする場所に貼付

ステップ ③
サーモグラフィで二次元コー
ドを読み取り、場所が認識さ
れたら熱画像を撮影

ステップ④
専用ソフトウェアにより熱画
像をPCにインポートすると所
定フォルダに自動的に格納

接触式温度計
（液体・気体・表面
 など）

食品の中心温度、気体温度、金
属の表面温度を測定

データロガー 室内や冷蔵庫・冷凍庫の温度を
長時間・一定間隔で測定・記録

放射温度計
サーモグラフィ
（表面）

離れた場所からでも非接触で安
全に表面温度を測定

場所認識機能 : 二次元コード （QR 等） を活用して定期点検と熱画像管理の効率化 !

テストーの排ガス分析計はガスセンサの種類・プローブのシャフト長をお選びいただけます。
排ガスセンサには調整データが内蔵されており、お客様ご自身で交換することが可能です。

testo 300
O₂/CO （H₂補償） /300mm プローブセット
型番: 0564 3002 87
価格: ¥199,000（税別）

その他のセットもあります。詳しくはお問い合わせください。 測定イメージ交換可能な排ガスセンサ

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、5 m離れた場所から
直径 約10 cmの範囲をピンポイントで測定します。

5インチ大型カラーディスプレイとタッチパネルにより操作性アップ! 
複数の項目を同時測定

測定項目
・排ガス濃度 （ガス成分と測定範囲は搭載センサにより異なります）
・排ガス温度
・ドラフト圧
・圧力
演算
・CO₂、O₂換算、空気比、燃焼効率、排ガス損失、CO/CO₂比

ルーティンでの設備点検の効率アップ
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室内換気空調

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）

温湿度計 & 温湿度データロガー CO₂ 濃度計

testo 605-H1
型番: 0560 6053
価格: ¥15,000（税別）

testo 610
型番: 0560 0610
価格: ¥20,000（税別）

testo 625
型番: 0563 6251
価格: ¥34,000（税別）

testo 608-H1
卓上温湿度計
（精度±3%RH）
型番: 0560 6081
価格: ¥11,000（税別）

testo 174H
温湿度データロガー
セット（USB I/F 付）
型番 : 0572 0566
価格 : ¥24,000（税別）

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

静電容量式湿度センサを採用し、長期安定性に優れています。

春・秋は冷暖房の切換えにより空調機器の調整やメンテナンス業務が増える時期です。風速や風量に応じて適切な機種をお選びいただけます。

スマートプローブ

testo 405i
スマートプローブ
熱線式風速計
型番: 0560 1405
価格: ¥16,000（税別）

testo 410i
スマートプローブ
ベーン式風速計
型番: 0560 1410
価格: ¥13,000（税別）

testo 605i
スマートプローブ
温湿度計
型番: 0560 2605 55
価格: ¥14,000（税別）

• 風速・風量、温度、湿度・露点、差圧、冷媒圧、真空の測定に対応する8モデル
• 専用モバイルアプリ testo Smart はダウンロード無料（Android / iOS）
• 測定だけでなく記録と文書化までサポート

testo 915i-3
スマートプローブ
気体温度計
型番: 0563 3915 08
価格: ¥15,000（税別）

testo 915i-4
スマートプローブ
被覆熱電対温度計
型番: 0563 4915 08
価格: ¥15,000（税別）

testo 915i-1
スマートプローブ
浸漬温度計
型番: 0563 1915 08
価格: ¥15,000（税別）

testo 915i-2
スマートプローブ
表面温度計
型番: 0563 2915 08
価格: ¥15,000（税別）

測定範囲：-50～+400 ℃
-50～+350 ℃（915-2）

測定範囲：0～30 m/s
-20 ～ +60 ℃

測定範囲：-20～+60 ℃
0～100％RH

測定範囲：0.4～30 m/s
-20 ～ +60 ℃

専用モバイルアプリ
testo Smart GET IT ON

Available on the

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）

testo 417
風量ファンネル&
フローストレーナー
セット
型番: 0563 4172
価格: ¥93,000（税別）

testo 425
型番: 0560 4251
価格: ¥68,000（税別）

CO₂ 測定範囲：0～5,000 ppm

CO₂濃度から換気のタイミングを判断するのに適しています。
CO₂の他、温度・湿度・気圧を同時測定します。

testo 160 IAQ
クラウドモニタリングロガー
型番 : 0572 2014
価格 : ¥78,000（税別）

testo 440 IAQ セット
（無線プローブ・ケース付）
型番 : 0563 4405
価格 : ¥116,000（税別）

CO₂ 測定範囲：
0～10,000 ppm

測定範囲：
0～20 m/s

測定範囲：
0～30 m/s

測定範囲：
0.6～40 m/s

testo 416
型番: 0560 4160
価格: ¥75,000（税別）

testo 417
型番: 0560 4170
価格: ¥55,000（税別）

風速測定範囲：
0.3 ～ 20 m/s
風量測定範囲：
0 ～ 99,999 m³/h

測定範囲：
0.6～ 50 m/s

セット使用時
推奨風量測定範囲：
0.1～100 m³/h

5 m/s までの低風速域や排気装置の点検など熱線式風速計 ベーン式風速計 5 m/s 以上の中風速域のダクト風量測定や吹出口・吸込口の風量測定など 

風量

testo 915i-1

ダクト

厚生労働省より良好な換気状態の基準として1,000 ppm 以下
が推奨されています。

915i-2 915i-3 915i-4

実測値・演算値はスマホで閲覧
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＊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4月現在のものです。

お問い合わせは

（2022.04）

〒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

食品安全特集①　冷蔵庫・冷凍庫の温度管理
2021年6月1日から原則としてすべての食品等事業者（食品の製造・加工、調理、販売等）はHACCPに沿った衛生管理

が義務づけられるようになりました。中でも食品の温度管理は細菌の繁殖を抑える有効な手段です。その一方で温度管理
のための記録作業は人手を伴い、忙しい現場では転記ミスなども発生しがちです。

食品保管時の温度管理には温度データを自動で記録するデータロガーがおすすめです。設置後、定期的にデータの回収・
分析をする機種から常設でWi-Fi経由で測定データをクラウドに送信する機種、輸送に特化した機種まで、テストーのデー
タロガーはラインナップが豊富です。

testo 174T
温度データロガーセット
（USB I/F 付）
型番 : 0572 0561
価格 : ¥19,000（税別）

testo 184 T3
温度データロガー
型番 : 0572 1843
価格 : ¥17,000（税別）

設定が手軽で簡単閲覧
輸送時のデータ管理に

ミニサイズで冷蔵・冷凍ショーケー
スにも設置可

testo 175 T2
温度データロガー &
プローブ
本体型番 : 0572 1752
価格 : ¥25,000（税別）
プローブ型番：0572 1001
価格 : ¥12,000（税別） 

内蔵 & 外付けセンサで
室温と庫内の温度を同時測定

testo Saveris 2-T2
クラウドモニタリングロガー &
プローブ
本体型番 : 0572 2032
価格 : ¥26,000（税別）
プローブ型番：0572 1001
価格 : ¥12,000（税別） 

外付けセンサで2か所までの温度を
測定、Wi-Fi対応

食品安全特集③　食品の殺菌工程
食品の長期保存を目的とした殺菌方法には加圧加熱殺菌やボイル殺菌などがあります。
レトルト食品には専用の殺菌装置（加圧釜）による加圧加熱殺菌が採用されています。缶詰やびん詰には湯せんによるボイル殺

菌や加圧加熱殺菌が採用されています。
ボツリヌス菌は一般的に+115 ℃の温度で16分加熱すると死滅するとされており、加圧加熱式の殺菌方法が採用されています。

加圧釜の内部温度を+120 ℃に設定した場合の内部気圧は約 2気圧となりますが、殺菌対象の品温の温度値が設定値まで上昇して
いるかは据え付けの温度計では測定できません。これにはパウチ等の容器内に設置できる防水型（IP68）専用データロガーがおすす
めです。

テストーの耐熱・耐圧データロガー「testo 191」シリーズは最大耐圧4気圧・+140 ℃までの対応が可能ですので、温度記録やマッ
ピングに適しています。殺菌プロセス終了後はソフトウェアを介してPC上で温度変化やF値*による評価などを確認できます。この
シリーズには圧力値を確認できる機種もあります。testo 191シリーズにつきましては弊社担当営業にお問い合わせください。

食品安全特集②　調理時の温度管理
食品調理にも細心の注意が必要です。食品衛生法では「HACCPに沿った衛生管理」の制度化が謳われており、食品の調理温度

は厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいて定められているケースもあります。
食品の中心温度が既定の温度を維持できているかの確認の際、テストーの食品用温度計はプローブの先端が細くなっており食材

に突き刺しやすい形状をしています。テストーの食品用測定器は国際認証である「HACCP International 」を取得しています。

湿度管理も忘れずに
大量調理施設衛生管理マニュアルでは

調理場は湿度 80%以下、温度は+25 ℃
以下に保つことが望ましいとされています。

湿度と温度の値が大きく表示される卓上
温湿度計がおすすめです。

testo 608-H1
卓上温湿度計
（精度±3%RH）
型番: 0560 6081
価格: ¥11,000（税別）

testo 106
IP67（プロテクタ使用時）
型番 : 0563 1063 08
価格 : ¥8,500（税別）

スリムタイプながら
丈夫なボディ
ロングセラー

testo 108
IP67（プロテクタ使用時）
型番 : 0563 1080 08
価格 : ¥16,000（税別）

見やすい大画面 &
熱電対プローブで
素早く温度測定

testo 104-IR BT
中心温度&表面温度
型番 : 0560 1046
価格 : ¥21,000（税別）

折りたたみ式
中心温度と表面温度の
二刀流

菌 名 加熱温度（ ℃） 加熱時間（分）
病原大腸菌 60 15
サルモネラ 55 10
黄色ブドウ球菌 60 2.5
ビブリオ菌 60 15
ボツリヌス菌（芽胞） 115 16
カンピロバクター 60 20
ウエルシュ菌（芽胞） 100 4 時間以上
セレウス菌（芽胞）（嘔吐型）

　（下痢型）
95
95

3 ～ 36
20

代表的な細菌と死滅温度（株式会社東邦微生物病研究所 ウェブサイトより）

細菌の活動範囲

細菌死滅

ほとんどの細菌の
死滅温度

理想的な
冷凍温度

細菌増殖温度

125℃

100℃

5℃

3℃
0℃

-18℃
-20℃

-50℃

75℃

65℃

50℃

37℃

理想的な
冷蔵温度

細菌の繁殖イメージ

サンプルを加圧釜にセットしてから加圧加熱殺菌

缶詰のサンプルにtesto 191を装填

testo 191 と専用ケース（PC読取り用I/F付）

※本体のみでの販売もしています。

*Ｆ値: レトルト食品の殺菌強度の基準で、食品の中心温度が121℃、1分の加熱をF値=1としています。殺菌の強度はpH 値と水分活性の値も影響しますので、詳しくは専門機関にご確認ください。




