
Greisinger ポータブルセレクション
Greisinger Greisinger の測定器は、全製品ドイツ国内製造の測定器は、全製品ドイツ国内製造

掲載外の製品、プローブについては、お問合せ下さい。掲載外の製品、プローブについては、お問合せ下さい。

・±０.０３℃の高精度・±０.０３℃の高精度

・最大/最小値・最大/最小値

・オフセット、スロープ調整・オフセット、スロープ調整

ＧＭＨ３７５０のみの機能ＧＭＨ３７５０のみの機能

・アラーム機能・アラーム機能

・ロガー機能・ロガー機能

・５０ポイントの特性調整機能・５０ポイントの特性調整機能

・コンパクト温湿度計・コンパクト温湿度計

・演算露点表示・演算露点表示

・ローバッテリー表示・ローバッテリー表示

・測定間隔設定（２～６０秒）・測定間隔設定（２～６０秒）

・最大/最小値・最大/最小値

・露点、絶対湿度、湿球温度・露点、絶対湿度、湿球温度

・アラーム機能（遅延設定可能）・アラーム機能（遅延設定可能）

・測定間隔設定（１秒/１分）・測定間隔設定（１秒/１分）

・ＰＣ接続（ソフトセット）・ＰＣ接続（ソフトセット）

・小型Ｐｔ１０００温度計・小型Ｐｔ１０００温度計

・プローブ一体型・プローブ一体型

ＧＭＨ３７１０/ＧＭＨ３７５０　高精度Ｐｔ１００温度計ＧＭＨ３７１０/ＧＭＨ３７５０　高精度Ｐｔ１００温度計

測定範囲測定範囲 -１９９.９９～＋１９９.９９℃-１９９.９９～＋１９９.９９℃

-２００.０～＋８５０.０℃-２００.０～＋８５０.０℃

精度精度 ±０.０３℃（０.０１℃分解能）±０.０３℃（０.０１℃分解能）

±０.１℃（０.１℃分解能）±０.１℃（０.１℃分解能）

サイズサイズ １４２×７１×２６ｍｍ１４２×７１×２６ｍｍ

質量質量 １５５ｇ１５５ｇ

ＧＴＦ４０１-Ｄ　１/３ＤＩＮ　Ｐｔ１００プローブＧＴＦ４０１-Ｄ　１/３ＤＩＮ　Ｐｔ１００プローブ

測定範囲測定範囲 -５０～＋４００℃-５０～＋４００℃

精度精度 １/３ＤＩＮ（０℃：±０.１℃）１/３ＤＩＮ（０℃：±０.１℃）

サイズサイズ φ３×１５０ｍｍ、１３５ｍｍハンドル、φ３×１５０ｍｍ、１３５ｍｍハンドル、

１ｍケーブル１ｍケーブル

ＧＴＦ４０１-Ｚ　１/１０ＤＩＮ　Ｐｔ１００プローブＧＴＦ４０１-Ｚ　１/１０ＤＩＮ　Ｐｔ１００プローブ

測定範囲測定範囲 -５０～＋４００℃-５０～＋４００℃

精度精度 １/１０ＤＩＮ（０℃：０.０３℃）１/１０ＤＩＮ（０℃：０.０３℃）

サイズサイズ φ３×１５０ｍｍ、１３５ｍｍハンドル、φ３×１５０ｍｍ、１３５ｍｍハンドル、

１ｍケーブル１ｍケーブル

ＧＭＨ３７５０/ＳＥＴ１ＧＭＨ３７５０/ＳＥＴ１

測定範囲測定範囲 -５０～＋４００℃-５０～＋４００℃

精度精度 ±０.０７℃（-２０～＋７０℃）±０.０７℃（-２０～＋７０℃）

その他の範囲　１/３ＤＩＮその他の範囲　１/３ＤＩＮ

セット内容セット内容 本体、プローブ、ケース、校正書本体、プローブ、ケース、校正書

ＧＦＴＨ２００　コンパクト温湿度計ＧＦＴＨ２００　コンパクト温湿度計

測定範囲/精度測定範囲/精度 -２５.０～＋７０.０℃/±（０.５ｒｄｇ＋０.１℃）-２５.０～＋７０.０℃/±（０.５ｒｄｇ＋０.１℃）

１１.０～９５.０％ＲＨ/±２.５％ＲＨ１１.０～９５.０％ＲＨ/±２.５％ＲＨ

応答時間応答時間 １０秒（ｔ９０）１０秒（ｔ９０）
サイズサイズ １０６×６７×３０ｍｍ、１０６×６７×３０ｍｍ、

φ１４ｍｍ×３５ｍｍ（プローブ）φ１４ｍｍ×３５ｍｍ（プローブ）

質量質量 １３５ｇ１３５ｇ

ＧＦＴＢ２００　温湿度・大気圧計ＧＦＴＢ２００　温湿度・大気圧計

測定範囲/精度測定範囲/精度

温度温度 -２５.０～＋７０.０℃/±（０.５％ｒｄｇ＋０.１℃）-２５.０～＋７０.０℃/±（０.５％ｒｄｇ＋０.１℃）

湿度湿度 ０～１００.０％ＲＨ/±２.５％ＲＨ０～１００.０％ＲＨ/±２.５％ＲＨ

気圧気圧 １０.０～１１００.０ｈＰａ/±１.５ｈＰａ１０.０～１１００.０ｈＰａ/±１.５ｈＰａ

応答時間応答時間 １０秒（ｔ９０）１０秒（ｔ９０）
サイズサイズ １０６×６７×３０ｍｍ、１０６×６７×３０ｍｍ、

φ１４ｍｍ×３５ｍｍ（プローブ）φ１４ｍｍ×３５ｍｍ（プローブ）

質量質量 １３０ｇ１３０ｇ

ＧＴＨ１７５ＰＴ-ＥＧＴＨ１７５ＰＴ-Ｅ

測定範囲測定範囲 -７０.０～＋１９９.９℃-７０.０～＋１９９.９℃

（ハンドル耐熱１００℃）（ハンドル耐熱１００℃）

精度精度 ±０.２℃（０～１００℃）±０.２℃（０～１００℃）

±(０.１％ｒｄｇ＋０.２℃)（その他）±(０.１％ｒｄｇ＋０.２℃)（その他）

サイズサイズ １０６×６７×３０ｍｍ１０６×６７×３０ｍｍ

プローブプローブ φ３ｍｍ×１００ｍｍφ３ｍｍ×１００ｍｍ

質量質量 １９０ｇ１９０ｇ

型番型番 品名品名 標準価格標準価格

ＧＭＨ３７１０ＧＭＨ３７１０ 高精度Ｐｔ１００温度計高精度Ｐｔ１００温度計 ￥３３,９００￥３３,９００

ＧＭＨ３７５０ＧＭＨ３７５０ 高精度Ｐｔ１００温度計 ロガー付高精度Ｐｔ１００温度計 ロガー付 ￥５７,０００￥５７,０００

ＧＭＨ３７５０/ＳＥＴ１ＧＭＨ３７５０/ＳＥＴ１ 温度計セット（校正付）温度計セット（校正付） ￥９２,４００￥９２,４００

ＧＫＫ１１００ＧＫＫ１１００ 収納ケース収納ケース ￥１２,９００￥１２,９００

ＧＴＦ４０１-ＺＧＴＦ４０１-Ｚ Ｐｔ１００　１/１０ＤＩＮプローブＰｔ１００　１/１０ＤＩＮプローブ ￥２４,９００￥２４,９００

ＧＴＦ４０１-ＤＧＴＦ４０１-Ｄ Ｐｔ１００　１/３ＤＩＮプローブＰｔ１００　１/３ＤＩＮプローブ ￥１２,７００￥１２,７００

型番型番 品名品名 標準価格標準価格

ＧＴＨ１７５ＰＴ-ＥＧＴＨ１７５ＰＴ-Ｅ ポケット温度計ポケット温度計 ￥１８,１００￥１８,１００

型番型番 品名品名 標準価格標準価格

ＧＦＴＢ２００ＧＦＴＢ２００ ポケット温湿度計・大気圧計ポケット温湿度計・大気圧計 ￥４０,８００￥４０,８００

ＧＦＴＢ２００-ＫＩＴＧＦＴＢ２００-ＫＩＴ 温湿度・大気圧計ソフトセット温湿度・大気圧計ソフトセット ￥６０,８００￥６０,８００

型番型番 品名品名 標準価格標準価格

ＧＦＴＨ２００ＧＦＴＨ２００ ポケット温湿度計ポケット温湿度計 ￥３７,７００￥３７,７００

基準器としても使用できる高精度温度計基準器としても使用できる高精度温度計

演算露点表示付きコンパクト温湿度計演算露点表示付きコンパクト温湿度計 １台で温度・湿度・大気圧を測定（湿度精度±２.５％ＲＨ）１台で温度・湿度・大気圧を測定（湿度精度±２.５％ＲＨ）

Ｐｔ１０００プローブ一体タイプ温度計Ｐｔ１０００プローブ一体タイプ温度計

グライシンガーは、1980年にドイツ南西部のレーゲンシュタウフで設立した産業用測定器のメーカーです。製品の開発・製造は、グライシンガーは、1980年にドイツ南西部のレーゲンシュタウフで設立した産業用測定器のメーカーです。製品の開発・製造は、

全てドイツ本社工場で行っています。本社の校正ラボは、DAkkS認証をとった認定校正ラボです。全てドイツ本社工場で行っています。本社の校正ラボは、DAkkS認証をとった認定校正ラボです。

グライシンガーは、ドイツを中心としたヨーロッパ各国で販売をしており、日本国内ではサカキコーポレーションが輸入元として、グライシンガーは、ドイツを中心としたヨーロッパ各国で販売をしており、日本国内ではサカキコーポレーションが輸入元として、

国内販売、校正、サービスを行っています。国内販売、校正、サービスを行っています。

温度計

温湿度計

⾼精度Pt100温度計 - GMH3710/GMH3750

ポケット温湿度計 - GFTH200

ポケット温度計 - GTH175PT-E

ポケット温湿度・⼤気圧計 - GFTB200

Ｍａｄｅ ｉｎ GermanyＭａｄｅ ｉｎ Germany
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お問合せ先お問合せ先輸⼊販売元輸⼊販売元

株式会社サカキコーポレーション株式会社サカキコーポレーション
〒558-0032 ⼤阪市住吉区遠⾥⼩野5-10-25〒558-0032 ⼤阪市住吉区遠⾥⼩野5-10-25
TEL 06-6608-7800  FAX 06-6608-7799TEL 06-6608-7800  FAX 06-6608-7799
http://www.sakakicorporation.co.jphttp://www.sakakicorporation.co.jp

・１８種類の木材・建材に対応・１８種類の木材・建材に対応

・測定深度を１０ｍｍ、２５ｍｍで選択・測定深度を１０ｍｍ、２５ｍｍで選択

・ディスプレイバックライト・ディスプレイバックライト

・自動電源ＯＦＦ・自動電源ＯＦＦ

・１１種類の材質に対応・１１種類の材質に対応

・含水比（水分/乾燥基準）・含水比（水分/乾燥基準）

・温度補正・温度補正

・電池寿命７５００時間・電池寿命７５００時間

・自動電源ＯＦＦ・自動電源ＯＦＦ
ＧＭＫ１００　高周波式水分計ＧＭＫ１００　高周波式水分計

測定範囲測定範囲 含水率　０～５０％含水率　０～５０％

含水比　木材０～１００％　建材０～８％含水比　木材０～１００％　建材０～８％

分解能分解能 ０.１％（～１９.９％）、１％（２０％以上）０.１％（～１９.９％）、１％（２０％以上）

サイズサイズ １０６×６７×３０ｍｍ１０６×６７×３０ｍｍ

質量質量 １４５ｇ１４５ｇ

ＧＭＲ１１０　電気抵抗式水分計ＧＭＲ１１０　電気抵抗式水分計

測定範囲測定範囲 ０.０～１００.０％０.０～１００.０％

精度精度 ±０.２％（木材６～２０％）、±０.２％（建材）±０.２％（木材６～２０％）、±０.２％（建材）

サイズサイズ １０６×６７×３０ｍｍ、突起部２６ｍｍ１０６×６７×３０ｍｍ、突起部２６ｍｍ

質量質量 １５５ｇ１５５ｇ

測定深度を選択（１０/２５ｍｍ）できる高周波水分計測定深度を選択（１０/２５ｍｍ）できる高周波水分計 電気抵抗式水分計電気抵抗式水分計

・最大/最小値・最大/最小値

・電源ＯＮ時の自動ゼロ調整・電源ＯＮ時の自動ゼロ調整

・電池寿命７５００時間・電池寿命７５００時間

・自動電源ＯＦＦ・自動電源ＯＦＦ

・最大/最小値・最大/最小値

・海抜高度演算機能・海抜高度演算機能

・ゼロ調整機能で相対圧測定・ゼロ調整機能で相対圧測定

・電池寿命７５００時間・電池寿命７５００時間

・自動電源ＯＦＦ・自動電源ＯＦＦ
ＧＤＨ２００-０７　デジタル差圧計ＧＤＨ２００-０７　デジタル差圧計

測定範囲測定範囲 ０.００～１９.９９ｈＰａ/２０.０～１９９.９ｈＰａ０.００～１９.９９ｈＰａ/２０.０～１９９.９ｈＰａ

精度精度 ±１％ＦＳ±１％ＦＳ

過負荷過負荷 ５００ｈＰａ５００ｈＰａ

ポートポート φ５・φ４ｍｍタケノコ（内径４ｍｍチューブ）φ５・φ４ｍｍタケノコ（内径４ｍｍチューブ）

サイズサイズ １０６×６７×３０ｍｍ、１１ｍｍ（ポート部分）１０６×６７×３０ｍｍ、１１ｍｍ（ポート部分）

質量質量 １３５ｇ１３５ｇ

ＧＤＨ２００-１４　真空/絶対圧計ＧＤＨ２００-１４　真空/絶対圧計

測定範囲測定範囲 ０～１１０００ｈＰａ０～１１０００ｈＰａ

精度精度 ±３ｈＰａまたは０.１％ｒｄｇ大きい方±３ｈＰａまたは０.１％ｒｄｇ大きい方

過負荷過負荷 １.３ＭＰａ１.３ＭＰａ

ポートポート φ５・φ４ｍｍタケノコ（内径４ｍｍチューブ）φ５・φ４ｍｍタケノコ（内径４ｍｍチューブ）

サイズサイズ １０６×６７×３０ｍｍ、１１ｍｍ（ポート部分）１０６×６７×３０ｍｍ、１１ｍｍ（ポート部分）

質量質量 １３５ｇ１３５ｇ

小型デジタル差圧計小型デジタル差圧計 真空測定、絶対圧測定、ゼロ調整での相対圧測定真空測定、絶対圧測定、ゼロ調整での相対圧測定

・最大/最小値・最大/最小値

・大気２０.９５％調整・大気２０.９５％調整

・電池寿命２５００時間・電池寿命２５００時間

・自動電源ＯＦＦ・自動電源ＯＦＦ

・最大/最小値・最大/最小値

・最大値アラーム（ブザー）機能・最大値アラーム（ブザー）機能

・ｐｐｍ、ｍｇ/ｍ・ｐｐｍ、ｍｇ/ｍ３、％ＣＯＨｂ、％ＣＯＨｂ

・シリアル出力（要オプションケーブル）・シリアル出力（要オプションケーブル）

ＧＯＸ１００　コンパクトＯＧＯＸ１００　コンパクトＯ２濃度計濃度計

測定範囲測定範囲 ０.０～１００.０％Ｏ０.０～１００.０％Ｏ２

精度精度 ±０.２％Ｏ±０.２％Ｏ２

接続接続 ０.７ｍジャックコネクタ・ケーブル０.７ｍジャックコネクタ・ケーブル

センサセンサ 酸素分圧酸素分圧

サイズサイズ １０６×６７×３０ｍｍ１０６×６７×３０ｍｍ

質量質量 １８５ｇ１８５ｇ

ＧＣＯ１００　アラーム付ＣＯ濃度計ＧＣＯ１００　アラーム付ＣＯ濃度計

測定範囲測定範囲 ０.０～１０００ｐｐｍ０.０～１０００ｐｐｍ

精度精度 ±（５％ｒｄｇ＋１ｐｐｍ）±（５％ｒｄｇ＋１ｐｐｍ）

電池電池 ９Ｖリチウム電池（１０００時間以上）９Ｖリチウム電池（１０００時間以上）

サイズサイズ １４２×７１×２６ｍｍ１４２×７１×２６ｍｍ

質量質量 １８５ｇ１８５ｇ

保育器、ボンベなどの酸素濃度測定保育器、ボンベなどの酸素濃度測定 燃焼設備室、地下駐車場などのＣＯ測定に燃焼設備室、地下駐車場などのＣＯ測定に

掲載外の製品、プローブについては、お問合せ下さい。掲載外の製品、プローブについては、お問合せ下さい。

差圧計/絶対圧計

型番型番 品名品名 標準価格標準価格

ＧＭＫ１００ＧＭＫ１００ 高周波式水分計高周波式水分計 ￥３５,３００￥３５,３００

型番型番 品名品名 標準価格標準価格

ＧＤＨ２００-０７ＧＤＨ２００-０７ デジタル差圧計デジタル差圧計 ￥３９,８００￥３９,８００

型番型番 品名品名 標準価格標準価格

ＧＭＲ１１０ＧＭＲ１１０ 抵抗式水分計抵抗式水分計 ￥２２,９００￥２２,９００

型番型番 品名品名 標準価格標準価格

ＧＤＨ２００-１４ＧＤＨ２００-１４ 真空/絶対圧計真空/絶対圧計 ￥３９,８００￥３９,８００

型番型番 品名品名 標準価格標準価格

ＧＯＸ１００ＧＯＸ１００ コンパクトＯコンパクトＯ２濃度計濃度計 ￥３４,６００￥３４,６００

型番型番 品名品名 標準価格標準価格

ＧＣＯ１００ＧＣＯ１００ アラーム付ＣＯ濃度計アラーム付ＣＯ濃度計 ￥３７,９００￥３７,９００

ＵＳＢ３１００ＮＵＳＢ３１００Ｎ ＵＳＢコンバーターケーブルＵＳＢコンバーターケーブル ￥１３,４００￥１３,４００

材料⽔分計
⾼周波式⽔分計 - GMK100 抵抗式⽔分計 - GMR110

デジタル差圧計 - GDH200-07 真空/絶対圧計 - GDH200-14

O2濃度計/CO濃度計
コンパクトO2濃度計(気体⽤) - GOX100 アラーム付CO濃度計 - GCO100


