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テストーのHACCPサポート関連製品ラインナップ

シンプル突き刺し型温度計で
簡単温度チェック

測定範囲
温度:　　　 -50～+275℃

型番 0563 1063
標準価格 7,700円（税別）

2ボタンだけのシンプルな
操作と見やすい大画面

測定範囲
温度:　　　 -50～+300℃

型番 0563 1080
標準価格 13,900円（税別）

防水型中心温度計

シンプル&リーズナブルな
温度計

測定範囲
温度:　　　 -20～+230℃

型番 0560 1113
標準価格 4,400円（税別）

非接触に加え中心温度センサで
接触式測定も

測定範囲（T2）
表面温度:　 -50～+300℃
型番 0563 8265
標準価格 14,800円（税別）

測定範囲（T4）
表面温度:　 -50～+300℃
中心温度:　 -50～+230℃
型番 0563 8266
標準価格 21,800円（税別）

1台で接触式・非接触式の
測定が可能。

測定範囲
表面温度:　 -30～+250℃
中心温度:　 -50～+250℃

型番 0560 1046
標準価格 19,900円（税別）

全長わずか8cmの
小型温度計

測定範囲
表面温度:　 -25～+250℃

型番 0560 8051
標準価格 6,100円（税別）
型番 0563 8051（プロテクタ付）
標準価格 7,700円（税別）

冷蔵庫・冷凍庫の
温度モニタリングに。
冷蔵庫内に常時設置が可能。

測定範囲
温度:　　　 -30～+70℃

型番 0572 1560
標準価格 7,700円（税別）
型番 0572 0561（IFセット）
標準価格 17,100円（税別）

専用ソフト不要の
輸送用温度ロガー

測定範囲（T3）
温度:　　　 -35～+70℃
型番 0572 1843
標準価格 15,500円（税別）

測定範囲（T4/低温用）
温度:　　　 -80～+70℃
型番 0572 1844
標準価格 26,500円（税別）

折りたたみ式の本体で
持ち運びに便利

測定範囲（103）
温度:　　　 -30～+220℃
型番 0560 0103
標準価格 7,000円（税別）

測定範囲（104）
温度:　　　 -50～+250℃
型番 0563 0104
標準価格 12,200円（税別）

HACCP義務化への準備は万全ですか？
温度による衛生管理ならテストーにおまかせ下さい

安心の

2年保証

防水型中心温度計
testo 106

防水型中心温度計
testo 108

赤外放射温度計
testo 805

赤外放射温度計
testo 826-T2
testo 826-T4

折りたたみ式
赤外放射型温度計
testo 104-IR BT

折りたたみ式防水方温度計
testo 103 / 104

ミニデータロガー
testo 174T

輸送用USB温度ロガー
testo 184 T3 / T4

プロテクタ、ベルトホルダー付

保護用にもなるプローブスリーブ付

プロテクタ、ベルトホルダー付

ソフトカバー付

IP55

IP65

IP67 IP67

中心温度
校 正 可

中心温度
校 正 可

中心温度
校 正 可

IP67

中心温度
校 正 可

IP65

表面温度
校 正 可 IP65

表面温度
中心温度
校 正 可

EN13485
規格適合

EN13485
規格適合

EN13485
規格適合

IP65

温　　度
校 正 可 IP65

温　　度
校 正 可

EN12830
規格適合

IP67

表面温度

校 正 可 EN13485
規格適合
（testo 826-T4）

中心温度
testo 826-T4

EN13485
規格適合

826-T2

testo 103

testo 104

826-T4
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製品 型番 標準価格（税別）

testo 206-1 0563 2061 ¥18,200

testo 206-2 0563 2062 ¥30,400

同梱品： 本体、保存キャップ、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、バッテリ

testo 206-1 セット（本体・バッファ液・ケース） 0563 2065 ￥30,400

testo 206-2 セット（本体・バッファ液・ケース） 0563 2066 ￥42,200

testo 206
pH 温度（NTCサーミスタ）

センサ pH NTCサーミスタ
測定範囲 0～+14pH 0～+60℃

（5分以内の短時間なら+80℃まで）
精度±1digit ±0.02pH ±0.4℃
分解能 0.01pH 0.1℃
保護等級 IP68
動作温度 0～+60℃
バッテリ（寿命） CR2032ボタン電池×1 （80時間）
外形寸法/質量 197×33×20mm　69g

フライ油の劣化度をデジタル表示
testo 270は、食用油の劣化度を示すTPM（極性化合物）値と油温度を画
面にデジタル表示する食用油テスターです。testo 270はフライ油の劣化指
標の一つであるAV（酸価）値だけでなく、重化合物などを含めた総量である
TPMで油全体の劣化度を評価します。
2段階で設定したしきい値により、ディスプレイの色が変化しアラームを出すので
見落とすこともありません。

このようなお客様におすすめです。
● 油の交換時期がチェーン店の店舗によってまちまちなので統一したい
● スタッフ全員が同じ劣化度になったタイミングで油を交換したい
● 試験紙のコストを抑えたい　　● 油の劣化度を数値で管理したい

製品 型番 標準価格（税別）

testo 270 0563 2750 ¥64,000

同梱品： 本体、校正用基準オイル、専用ケース、バッテリ、出荷検査書

校正用基準オイル（100ｍｌ×1本） 0554 2650 ¥1,800

Saveris 2 T2用
フラットコードNTCサーミスタプローブ

Saveris 2 T3用
フラットコードK電熱対プローブ

測定範囲 -40～+125℃ -40～+220℃
精度 ±0.2℃ （代表値） ±1.5℃（Class 1）
応答速度 8秒 7秒
サイズ 60mm×φ5mm、 先端φ3.6mm 60mm×φ5mm、 先端φ3.6mm
ケーブル 2.0m（PTFE） 2.0m（PTFE）
型番 0572 1001 0572 9001
標準価格（税別） ¥11,000 ¥7,800

製品 型番 標準価格（税別）

testo Saveris 2 T1 （温度 1ch/NTC サーミスタ） 0572 2031 ¥18,800

testo Saveris 2 T2 （温度 2ch/NTC サーミスタ） 0572 2032 ¥23,500

testo Saveris 2 T3 （温度 2ch/熱電対） 0572 2033 ¥31,400

同梱品： 本体、バッテリ、出荷検査書

30 mm

φ 3.6 mm φ 3.6 mm

60 mm 60 mm

φ 5 mm φ 5 mm

Saveris 2 T2用
フラットコードNTCサーミスタプローブ

Saveris 2 T3用
フラットコードK電熱対プローブ

測定範囲 -40～+125℃ -40～+220℃
精度 ±0.2℃ （代表値） ±1.5℃（Class 1）
応答速度 8秒 7秒
サイズ 60mm×φ5mm、 先端φ3.6mm 60mm×φ5mm、 先端φ3.6mm
ケーブル 2.0m（PTFE） 2.0m（PTFE）
型番 0572 1001 0572 9001
標準価格（税別） ¥11,000 ¥7,800

製品 型番 標準価格（税別）

testo Saveris 2 T1 （温度 1ch/NTC サーミスタ） 0572 2031 ¥18,800

testo Saveris 2 T2 （温度 2ch/NTC サーミスタ） 0572 2032 ¥23,500

testo Saveris 2 T3 （温度 2ch/熱電対） 0572 2033 ¥31,400

同梱品： 本体、バッテリ、出荷検査書

30 mm

φ 3.6 mm φ 3.6 mm

60 mm 60 mm

φ 5 mm φ 5 mm

フライ油劣化のメカニズム

水 空気

極性化合物（TPM）

熱

加熱劣化

要因

化学反応

指標 酸価（AV）

加水分解

遊離脂肪酸（FFA）

酸化

これらの生成物質の総称が極性化合物（TPM）で、油全体に占める
割合を％で表示します。フライ油の劣化度管理には最適な指標で、
広くヨーロッパなどで採用されています。

＊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、2018年2月現在のものです。

お問い合わせは

（2018.02）

■ 本社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● 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.045-476-2277

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

www.testo.com

pH計
testo 206

無線温度データロガー
testo Saveris 2

食用オイルテスター
testo 270

温　　度

校 正 可

校 正 可

IP65

pH

温　　度

IP68

IP65

IP54

（T1/T2）

（T3）

お問い合わせください

校 正 可
お問い合わせください

要プローブ 要プローブ
testo Saveris 2 T3testo Saveris 2 T1 testo Saveris 2 T2

利用可能 もうすぐ
油交換

いますぐ
油交換

ディスプレイの変化

testo 206-1
（液体用）

testo 206-2
（固形～半固形用）

電極の付けはずしが
可能

pH計シリーズ
温度センサ一体型で自動補正

デジタル食用油テスター
まだ紙の試験紙をご使用ですか？

無線温度データロガー
Webブラウザで閲覧可能

食品の温度以外の測定に

その他のプローブラインナップについてはお問い合わせください。

TPM

温　　度
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