
ポータブル温度計 高精度温度測定システム
最高システム精度 ±0.05℃

製造、品質管理、研究開発などでは、非常に
シビアな温度管理が要求されます。
testo 735は、高精度Pt100デジタル温度
プローブと接続することで、最高温度精度
±0.05℃を実現しました。
この精度の温度計は、基準器として様々な場
所で使用できます。
また、testo 735‐2には、PCでのデータ管理が
行えるソフトウェアが同梱されています。

現場校正用の基準器として ラボ用温度計基準器 生産ラインの温度管理

主なアプリケーション

対応温度範囲 ： -80 ～ +300℃
最小分解能  ： 0.001℃

測定範囲

-80℃～
+300℃

精度

±0.05℃<+0.01℃～+100℃>
±（0.05℃+測定値の0.05%）
<その他の範囲>

分解能

0.001℃<-40～+199.999℃>
0.01℃<その他の範囲>

応答速度

60秒（t99）

寸　法

プローブ径：
φ4mm/
長さ：295mm

セット価格（本体・プローブ・ケース）

testo735 標準価格（税別） ￥144,300
（型番：0563 7352/0614 0235/0516 1435）

¥48,500
¥64,800

¥57,600

0560 7351
0563 7352

0614 0235

testo 735-1
testo 735-2
同梱品：本体、乾電池、出荷検査書+データ解析ソフト、USBケーブル（735-2のみ）
高精度温度プローブ

標準価格（税別）型番製品
¥3,200
¥13,400
¥21,900

0554 0447
0516 1035
0516 1435

ACアダプタ
アタッシュケース小
アタッシュケース大（本体、高精度温度プローブ収納用）

標準価格（税別）型番製品

基準温度計 testo 735

テストー高精度温度計・温度湿度モニタリングシステム・校正器

● 基準温度計       testo 735
● 温度湿度モニタリングシステム  testo Saveris
● 高精度ポータブル温湿度計   testo 645 & testo 635
● 温度・湿度校正器     testo Thermator & testo Huminator II

P1
P2-3
P4
P4



温度湿度モニタリングシステム testo Saveris （サヴェリス）

testo Saveris ソフトウェア
支持される理由①

無線・有線通信で温湿度を一元管理

画面切替の必要はなく、1つの画面で簡単にデータ管理が可能

グローバルで7000システム以上の導入実績!!!

このようなお客様におすすめです！！
◆ 多くのデータロガーをお持ちの方、紙の磁気式記録計をご使用の方
◆ 多くの冷蔵庫、冷凍庫、インキュベーター、恒温槽、試験機の各パラメーターを一元管理されたい方
◆ 超低温フリーザー（‐80℃）や液体窒素タンク（‐196℃）のモニタリングをされたい方
◆ 温度逸脱時に警報を出したい方
◆ モニタリングシステムに関して現地出張校正をご希望な方
◆ CSV対応でバリデーション（IQ/OQ）がご入用な方

簡単インストール& コンフィグレーション
線グラフ／表／アラーム概要／PDFレポート
カレンダー管理機能
グルーピング管理機能
アラーム出力（内蔵ブザー、LED、リレー、Eメール）
アラーム管理機能（アラーム別のEメール送信、アラームルール）
測定データの自動更新（オンライン）
画像の合成表示
ネットワーク上での測定データ閲覧
電子署名
管理者権限の付与機能
監査証跡
Webブラウザからの閲覧（Saveris Web Access対応）

PDFファイル形式でのレポートの作成・保存が自動でできます。登録
した保管場所のグループやゾーンごとにレポートが自動作成され、管理
報告書としてもお使いいただけます。作成レポートの印刷も随時可能
です。設定条件に応じて、レポートするゾーンや期間、フォームの種類や
内容などを自由に変更できます。

■ 自動文書作成（PDFレポート）■ ソフトウェアバージョン概要

設定条件
・ レポートするゾーンの選択
・ レポートする内容の選択
  （線グラフ、表、アラーム）
・ レポートする期間の選択
  （毎日、毎週、毎月）

CFR

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

PROF

●

●

●

●

●

●

●

●

●

（●オプション）

SBE

●

●

●

●

●

※

グルーピング機能
部屋や場所毎に分類管理が
可能

任意の期間でのデータの
取り出しが可能

カレンダー機能

システム構成により、価格がかわります。
詳しくはお問い合わせください。



無線
エリア

有線／無線
エリア

2F

1F

恒温恒湿槽 インキュベーター

コンプレッサー クリーンルーム

超低温フリーザー

コンバータ

サーバPC

アラーム

Saverisベース

H2D

H1E
アナログ
カプラー

4-20mA4-20mA

アナログ
カプラー 温湿度変換器差圧変換器

T3D
ルーター
（中継機）

保管庫

E-mailによる
アラーム通知

製薬工場での設置例

支持される理由②

支持される理由③
アプリケーションに応じて選べる豊富なプローブとセンサラインナップ

有線×無線で、自由度の高いシステム構築
testo Saveris システムは、無線・有線を組み合わせて設置することができる温度湿度モニタリングシステムです。ネットワークの配線がない場所で
は無線を使うことができ、さらにルーター（中継機）で距離を伸ばすこともできます。また、ルーターでも届かない場所は、コンバーターを使い有線と
組み合わせることもできます。建物の構造などを気にせずシステム構築ができるので、大がかりな工事をしなくても手軽に設置が可能です。

-200℃まで対応しているので、超低温フリーザーや液体窒素タンクのモニタリングにも使用可能
温度、湿度以外にも差圧、風速、パーティクルなどのパラメーターも一元管理可能

現地校正、バリデーション（IQ/OQ）対応可能

● 外付けタイプのPt100プローブと
　 フラットコードのPt100センサ

±0.15℃のPt100センサで高精度の
温度モニタリング。フラットコードプロー
ブなら、パッキンなどの隙間から
プローブを挿入できます。

■ 冷蔵庫

● 外付けタイプの温湿度プローブ
　 ケーブルタイプの温湿度センサ

ケーブルタイプの温湿度プロー
ブなら、インキュベータなどへの
挿入が可能。

■ インキュベータや恒温恒湿槽

● 外付けタイプの熱電対プローブと
　 低温対応のK熱電対センサ

-200℃～+40℃までの温度帯に対応。フ
リーザードアの開閉なしに温度確認ができ
ます。

■ ディープフリーザー

● 温湿度センサ内蔵のプローブ

室内の温湿度環境測定に適したセンサ内蔵
プローブなら、手軽に設置・モニタリングが
できます。

■ 倉庫の温湿度環境



＊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1月現在のものです。

お問い合わせは

（2018.01）

■ 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

高精度ポータブル温湿度計

現場で便利な校正ツール

恒温槽、試験槽の自社（現場）校正や乾燥工程の温湿度管理に

■ testo 645

高精度±1％ｒｈ基準温湿度プローブ

■ testo 635

高温用フレキシブル温湿度プローブ

・ 接続ケーブル
  （1.5m）

・ ±1%rhの高精度温湿度測定
・ 温湿度計の基準器に最適
・ 露点温度，絶対湿度演算機能
・ DAkkS、JCSS高精度校正証明書（オプション）

・ 見やすい大きなディスプレイ
・ -200～1370℃まで対応の熱電対ソケット付
・ ±2%rhの高精度温湿度測定

・ +180℃の高温対応
・ 恒温槽内の温湿度測定に最適
・ ±2%rhの高精度温湿度測定
・ 近づきにくい場所での測定に便利

※AC電源、アタッシュケースなどアクセサリ価格に関しましては、お問合せください。

φ21 mm

1,500 mm 100 mm

φ12 mm

300 mm

φ12 mmφ12 mm

高温用温湿度プローブ

※1.5m固定ケーブル付
・ +125℃の高温対応

■ 温度校正器 testo Thermator （サーメーター） ■ 湿度発生装置 testo HuminatorⅡ （ヒューミネーターⅡ）

※基準用としてtesto 645と高精度湿度プローブの併用をお勧めします。※基準用としてtesto 735と高精度温度プローブの併用をお勧めします。

¥47,500
¥67,900
¥79,500
¥21,900

0560 6351
0563 6352
0636 2161
0516 1435

testo 635-1
testo 635-2
高温用温湿度プローブ
アタッシュケース

標準価格（税別）型番製品名
¥93,400
¥90,900
¥168,000
¥7,600

0560 6450
0636 9741
0628 0022
0430 0143

testo 645
高精度±1％ｒｈ基準温湿度プローブ
高温用フレキシブル温湿度プローブ
接続ケーブル

標準価格（税別）型番製品名

¥1,680,0000519 0901testo Thermator
標準価格（税別）型番製品名

¥3,800,0000519 0900testo Huminator
標準価格（税別）型番製品名

・ 交換式の校正槽で、4通りの温度校正に対応
（オイルバス、均熱ブロック、表面温度、黒体炉）
・ 可搬型

・ スピーディに湿度を発生、安定までに約3分
・ 温度設定可能（+5～+50℃）
・ 小型分流式
・ 4本の湿度プローブを同時に校正することが
  可能
・ プログラム運転機能付
・ 可搬型


