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グライシンガーはドイツ南西部のレーゲンシュタウフに本社をおく産業用測定器メーカーです。高い能力をもつ開発・生産拠点として、測定機器、表示計、温度センサの分
野において、豊富な経験をもつ技術者によって培われた多くのノウハウとスキルを蓄積しています。グライシンガーは常にマーケットのトレンドを探求し、新しいテクノロジーの
開発に取り入れています。３５年以上にわたる経験を通して、グライシンガーのスペシャリストとしての伝統が築かれています。
ＧＨＭグループの一員として高品質のドイツ製にこだわり、確かな製品と満足のいくサービスを提供し続けています。日本ではサカキコーポレーションが２０１７年より販売と
サービスの提供を行っています。

全てのグライシンガー製品はドイツ国内で開発、
生産されており、これによって高い品質標準を
維持しています。
グライシンガーの品質管理システムは
ＩＳＯ９００１：２０１５に準拠して認証されており、さ
らに、ＤＩＮ ＥＮ ＩＳＯ/ＩＥＣ８００７９-３４：２０２０-
０６に準拠して爆発の危険性がある雰囲気内
で使用される機器に対しても認証されています。

コストパフォーマンスに優れ高品質なグライシン
ガー製品は、測定器を必要とする多くのユー
ザーに“常備備品”として使用されています。
３５年以上にわたって、グライシンガーは常に成
長を続けており、 新の生産設備を使用した、
効率的で高能力の生産プロセスが“Ｍａｄｅ ｉｎ 
Ｇｅｒｍａｎｙ”の高品質と競争力のある価格を実
現しています。

Ｅｘ製品の９４/９/ＥＣ指令（ＡＴＥＸ指令）への
適合は、２００３年７月１日から、ＥＣ加盟国にお
いて必須となっています。
グライシンガーの開発、生産および販売は、
２００３年５月１日から、ＲＬ ９４/９/ＥＧ指令に準
拠して認証されています。
グライシンガーの一部の製品はこの標準に従っ
て承認されています。

グライシンガーについて
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グライシンガーの温度計ラインアップは、表示のみの単機能タイプから、ロギング機能やシリアル通信機能を備えた機種、基準器として使用できる高精度機種まで、幅広
い製品を取り揃えています。温度センサはＰｔ１００、Ｐｔ１０００、熱電対に対応しています。
温度トランスミッタはセンサ一体型と変換器タイプがあります。温度プローブは直結型、可動ネジ取付け型、壁掛型が用意されており、用途に応じた選択が可能です。

GMH3700シリーズ G1700シリーズ GTH200air GMH2710シリーズ GMH3200シリーズ G1200 G1202

センサ Ｐｔ１００ Ｐｔ１０００ Ｐｔ１０００ Ｐｔ１０００ 熱電対Ｊ,Ｋ,Ｎ,Ｓ,Ｔ,Ｅ,Ｂ 熱電対Ｋ 熱電対Ｋ

測定範囲 -２００～＋８５０℃ -７０.０～＋２５０.０℃ -２５～＋７０℃ -２００～＋２５０℃ ※ -２２０～＋１７５０℃ ※ -６５～＋１２００℃ -６５～＋１２００℃

分解能 ０.０１℃ ０.１℃ ０.１℃ ０.１℃ ０.１℃ ０.１℃ ０.１℃

大/ 小/
ホールド

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

アラーム ＧＭＨ３７５０のみ 〇 － － ＧＭＨ３２５１のみ － 〇

ロギング機能 ＧＭＨ３７５０のみ － － － ＧＭＨ３２５１のみ － －

ページ 5 6 7 7 8 9 9

GTMU-MP-AP1 GTMU-MP-AP2 GTMU-MP-AP3 GTMU-IF

センサ Ｐｔ１０００（２線式） Ｐｔ１０００（２線式） Ｐｔ１０００（２線式） Ｐｔ１０００

測定範囲 -５０～＋４００℃ -５０～＋４００℃ -５０～＋４００℃ -７０～＋４００℃

精度 ±０.２％ｆ.ｓ.（出力） ±０.２％ｆ.ｓ.（出力） ±０.２％ｆ.ｓ.（出力） ±(０.２％ｒｄｇ＋０.２％)

出力 ４～２０ｍＡ ４～２０ｍＡ ４～２０ｍＡ ４～２０ｍＡ（２線式）

電源 ＤＣ１２～３０Ｖ ＤＣ１２～３０Ｖ ＤＣ１２～３０Ｖ ＤＣ１０～３０Ｖ

ページ 12 12 12 13

クラス 測定範囲 精度

Ｐｔ１００：ＤＩＮ ＥＮ ６０７５１

クラス１/１０ＤＩＮ -５０～＋１００℃ ±(０.０３℃＋０.０００５・｜ｔ｜)

クラスＡＡ（１/３ＤＩＮ） ０～＋１５０℃ ±(０.１℃＋０.００１７・｜ｔ｜)

クラスＡ -３０～＋３００℃ ±(０.１５℃＋０.００２・｜ｔ｜)

クラスＢ -５０～＋５００℃ ±(０.３℃＋０.００５・｜ｔ｜)

熱電対タイプＫ クラス１
-４０～＋３７５℃
＋３７５～１０００℃

±１.５℃
測定温度の±０.４％

温度計 ラインアップ

■温度計ラインアップ

■ポータブル温度計

■温度トランスミッタ

■温度センサの精度

※｜ｔ｜は温度の絶対値（単位℃）。

※モデルによる
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  GMH3700シリーズ ⾼精度Pt100温度計

ＧＭＨ３７００シリーズは、ＰＣ接続機能とアナログ出力を備えた、コンパクトな高精
度Ｐｔ１００温度計です。ＧＭＨ３７５０はさらにロギング・アラーム機能、Ｐｔ１００セン
サ特性カーブ調整機能※も備えています。
本体、プローブ、ケース、校正証明書付のセット（ＳＥＴ１、ＳＥＴ２）も用意しています。
※調整にはＵＳＢ３１００ＮアダプタケーブルとＧＭＨ Ｃｏｎｆｉｇソフト（無料ダウンロード）が必要です。

測定範囲 -１９９.９９～＋１９９.９９℃/-２００.０～＋８５０.０℃

分解能 ０.０１℃または０.１℃

精度（±１ｄｉｇｉｔ） ±０.０３℃（分解能０.０１℃）/±０.１℃（分解能０.１℃）

温度ドリフト ±０.００２℃/K

仕様基準温度 ２５℃

動作温度・湿度 -２５～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

保管温度 -２５～＋７０℃

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：３.５ｍｍジャック、プローブ：ミニＤＩＮ

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 ０～１Ｖスケーリング可能　分解能１３ビット　精度±０.０５％以下

ロギング機能 インターバル：１６,３８４データ、瞬時値：９９データ（ＧＭＨ３７５０のみ）

カスタム特性化 Ｐｔ１００特性カーブ上５０点での調整（ＧＭＨ３７５０のみ）

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（約３００時間）/ＤＣ１０.５～１２Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/約１５５ｇ　ＡＢＳ製

型番 製品名/製品説明

GMH3710 Ｐｔ１００高精度温度計

GMH3750 Ｐｔ１００高精度温度計（カスタム特性化、ロギング・アラーム機能付）

　同梱品：温度計本体、電池、工場検査書、取扱説明書

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK1100 ハードケース（３４０×２７５×８３ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

浸漬温度プローブ 浸漬温度プローブ

150 135

Ø
 3

GTF401-D-GE GTF35-B-GE
測定範囲 -５０～＋４００℃ -５０～＋４００℃

精度 ±０.１℃（０℃にて）（ＤＩＮクラスＡＡ） ±０.３℃（０℃にて）（ＤＩＮクラスＢ）

応答速度Ｔ９０
約１０秒（水流０.４ｍ/ｓ）
約４０秒（水流２ｍ/ｓ）

約１０秒（水流０.４ｍ/ｓ）
約４０秒（水流２ｍ/ｓ）

シース寸法 φ３×１５０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ/３１６Ｔｉ） φ３×１５０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ/３１６Ｔｉ）

ケーブル長 １ｍＰＶＣケーブル １ｍＰＶＣケーブル

雰囲気プローブ 表面温度プローブ

GLF401MINI-GE GOF401MINI-GE
測定範囲 -２５～＋７０℃ -５０～＋２００℃

精度 ±０.１５℃（０℃にて）（ＤＩＮクラスＡ） ±０.３℃（０℃にて）（ＤＩＮクラスＢ）

応答速度Ｔ９０ 約２５秒（気流２ｍ/ｓ） 約１５秒

シース寸法 φ１.６×４０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ/３１６Ｔｉ） φ２.２×５０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ/３１６Ｔｉ）

ケーブル長 － １ｍＰＶＣケーブル

浸漬温度プローブ 浸漬温度プローブ

150 135

Ø
 3

150 135

Ø
 3

GTF401-Z-GE GTF601-AA-GE
測定範囲 -５０～＋４００℃ -２００～＋６００℃

精度 ±０.０３℃（０℃にて）（１/１０ＤＩＮクラスＢ） ±０.１℃（０℃にて）（ＤＩＮクラスＡＡ）

応答速度Ｔ９０
約５秒（水流０.４ｍ/ｓ）
約６０秒（水流２ｍ/ｓ）

約５秒（水流０.４ｍ/ｓ）
約６０秒（水流２ｍ/ｓ）

シース寸法 φ３×１５０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ/３１６Ｔｉ） φ３×１５０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ/３１６Ｔｉ）

ケーブル長 １ｍＰＶＣケーブル １ｍＰＶＣケーブル

GMH3750/SET1
標準測定範囲：-２０～＋７０℃※（この範囲で精度±０.０７℃を保証）
校正ポイント：-２０/０/＋７０℃
セット内容： ＧＭＨ３７５０、ＧＴＦ４０１-Ｄ-ＧＥ、

ＧＫＫ３５００ハードケース、校正証明書

GMH3750/SET2
標準測定範囲：０～２５０℃※（この範囲で精度±０.３℃を保証）
校正ポイント：０/１００/２５０℃
セット内容： ＧＭＨ３７５０、ＧＴＦ４０１-Ｄ-ＧＥ、

ＧＫＫ３５００ハードケース、校正証明書

GMH3710/SET1
標準測定範囲：-２０～＋７０℃※（この範囲で精度±０.１℃を保証）
校正ポイント：-２０/０/＋７０℃
セット内容： ＧＭＨ３７１０、ＧＴＦ４０１-Ｄ-ＧＥ、

ＧＫＫ３５００ハードケース、校正証明書

■テクニカルデータ

■Ｐｔ１００プローブ

■プローブ・校正セット

特⻑

ご注⽂コード

基準器クラスの±０.０７℃⾼精度Ｐｔ１００温度計

● 高精度±０.０７℃以下（ＧＭＨ３７５０/ＳＥＴ１）
● シリアル/アナログ（０～１Ｖ）出力
● 大/ 小値、ホールド表示機能
● オートパワーオフ機能
● ５０点の特性カーブ変更（ＧＭＨ３７５０のみ）

●  プローブ、ケーブルの長さ、Ｐｔ１００のクラス（クラスＡＡ、クラス１/３Ｂ）の変更な
ども可能ですのでお問い合わせください。

●  ミニＤＩＮコネクタ（４極）を使って規格準拠の２-３-４線のＰｔ１００センサを使
用することが可能です。

芯温プローブ 極細浸漬温度プローブ

150 135

Ø
 3

150 135

Ø
 1

.6

GES401-D-150-GE GTF401-B-D16M-GE
測定範囲 -５０～＋４００℃ -５０～＋４００℃

精度 ±０.１℃（０℃にて）（ＤＩＮクラスＡＡ） ±０.３℃（０℃にて）（ＤＩＮクラスＢ）

応答速度Ｔ９０
約１０秒（水流０.４ｍ/ｓ）
約４０秒（水流２ｍ/ｓ）

約２秒（水流０.４ｍ/ｓ）
約２５秒（水流２ｍ/ｓ）

シース寸法 φ３×１５０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ/３１６Ｔｉ） φ１.６×１５０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ/３１６Ｔｉ）

ケーブル長 １ｍＰＶＣケーブル １ｍＰＶＣケーブル

※温度プローブとの一体校正・調整によるシステム精度

本セット商品には表記の精度を保証する標準測定範囲が設定されています。標準測定範囲外でも測定は可能ですが、精度はプローブに準じてクラスＡＡとなります。
測定範囲の変更については付属の取扱説明書をご参照ください。
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温
度

型番 製品名/製品説明

G1710 高精度Ｐｔ１０００温度計　浸漬プローブ

G1720 高精度Ｐｔ１０００温度計　芯温プローブ

G1730 高精度Ｐｔ１０００温度計　極細プローブ

　同梱品：温度計本体、電池、工場検査書、取扱説明書

GKK1000 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）、Ｇ１ｘｘｘシリーズ１台収納専用

ご注⽂コード

ご注⽂コード

  G1700シリーズ ⾼精度Pt1000温度計  Hay/Soil Temp1700 ⼲し草/地中温度⽤測定セット

測定範囲 -７０.０～＋２５０.０℃

分解能 ０.１℃

精度
-２０～＋１００℃：±(０.１Ｋ＋１ｄｉｇｉｔ)
その他の範囲：±(０.２％ｒｄｇ＋２ｄｉｇｉｔ)

仕様基準温度 ２５℃

機能 大/ 小値、ホールド、アラーム、バックライト、オートパワーオフ

動作温度・湿度 -２０～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

電源 単３乾電池×２（５０００時間以上）

本体寸法・重量 １０８×５４×２８ｍｍ/１３０ｇ　ＡＢＳ製

G1710用プローブ Ｐｔ１０００　φ３×１００ｍｍ　ＳＵＳ ３１６Ｌ　１ｍケーブル

G1720用プローブ Ｐｔ１０００　φ３×１００ｍｍ　ＳＵＳ ３１６Ｌ　１ｍケーブル

G1730用プローブ Ｐｔ１０００　φ１.５×１００ｍｍ　ＳＵＳ ３１６Ｌ　１ｍケーブル

応答速度Ｔ９０
プローブ径φ３ｍｍ：２秒以下（水流０.４ｍ/ｓ）
プローブ径φ１.５ｍｍ：１秒以下（水流０.４ｍ/ｓ）

保護等級 ＩＰ６７

Ｇ１７００シリーズはＰｔ１０００センサを使ったプローブ一体型の防水温度計です。
プローブは用途に合わせた３種類の形状があります。
本体・プローブともに防水仕様で、工業用途、実験、食品検査などの様々な用途
で使用できます。本体は小型で手にフィットする持ちやすい形状で、表示を上下
反転することもでき、使いやすさを重視した設計です。

センサ⼀体型の⾼精度Ｐｔ１０００温度計

HayTemp1700 SoilTemp1700
測定範囲 -２０.０～＋１２０.０℃ -５０.０～＋２５０.０℃

コネクタ ＢＮＣ（２線式Ｐｔ１０００） ＢＮＣ（２線式Ｐｔ１０００）

測定ロッド φ１０ｍｍ×４ｍグラスファイバーロッド φ１０ｍｍ×１ｍステンレス製ロッド

プローブ重量 ６００ｇ ３５０ｇ

機能 大/ 小値、ホールド、アラーム、バックライト、オートパワーオフ

保護等級 ＩＰ６５

ＨａｙＴｅｍｐ１７００は、バイオ作用による自然発火も起こり得る干し草ロールや藁
の堆積の内部温度を測定できます。本体Ｇ１７００のアラーム機能を使って干し
草や藁の適性温度の監視もできます。ＳｏｉｌＴｅｍｐ１７００は土壌や固体質の測定
に適したステンレス製の突刺しプローブと本体Ｇ１７００の組合せです。

型番 製品名/製品説明

HayTemp1700 同梱品：Ｇ１７００、干し草温度用ファイバーロッド（４ｍ）φ１０ｍｍ、
Ｐｔ１０００、ＢＮＣケーブル（１.５ｍ）、電池、取扱説明書

HayTemp1700
-6M

同梱品：Ｇ１７００、干し草温度用ファイバーロッド（６ｍ）φ１０ｍｍ、
Ｐｔ１０００、ＢＮＣケーブル（１.５ｍ）、電池、取扱説明書

SoilTemp1700 同梱品：Ｇ１７００、ＧＴＦ４０Ｔプローブ、電池、取扱説明書

SoilTemp1700
-GTF40T-620 シース長６２０ｍｍ地中温度プローブ

SoilTemp1700
-GTF40T-1000 シース長１０００ｍｍ地中温度プローブ

SoilTemp1700
-GTF40T-1500 シース長１５００ｍｍ地中温度プローブ

専⽤プローブで⼲し草や地中温度を測定

■テクニカルデータ

■テクニカルデータ

特⻑
特⻑

● 高精度±０.２℃
● 防水防塵性能ＩＰ６７
● バックライト、上下反転表示
● ブザー音とライトでのアラーム機能
● ５０００時間の長時間電池寿命

● 干し草専用プローブ（ＨａｙＴｅｍｐ）
● ４ｍプローブロッド取り換え可能（ＨａｙＴｅｍｐ）
● 地中まで突き刺しやすいＴ字ハンドル（ＳｏｉｌＴｅｍｐ）
● 堅牢なステンレス製プローブ（ＳｏｉｌＴｅｍｐ）

GKK1000
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 GTH200air 室内⽤気温計

センサ Ｐｔ１０００　ＤＩＮクラスＡＡ

測定範囲 -２５.０～＋７０.０℃

分解能 ０.１℃

精度 ±(０.１℃＋０.５％ｒｄｇ＋１ｄｉｇｉｔ)

仕様基準温度 ２５℃

応答速度Ｔ９０ 約５秒

動作温度・湿度 -２０～＋７０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

保管温度 -２５～＋７０℃

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（約６０００時間）

本体寸法・重量 １０６×６７×３０ｍｍ/１３５ｇ　ＡＢＳ製

■テクニカルデータ

ＧＴＨ２００ａｉｒはコンパクトな気温計です。居住空間や作業スペース、温室、実験
室、コンピュータルームなどの気温管理に 適な気温計です。
センサはＰｔ１０００を使用しており、応答速度の速い高精度な測定ができます。
電池は６０００時間の長寿命です。

型番 製品名/製品説明

GTH200air 室内用気温計

　同梱品：温度計本体、電池、取扱説明書

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

特⻑

ご注⽂コード

Ｐｔ１０００⾼精度コンパクト気温計

● Ｐｔ１０００センサＤＩＮクラスＡＡ
● 大/ 小値表示機能
● オートパワーオフ機能
● ６０００時間の長寿命

型番 製品名

GMH2710-T １３５ｍｍプラスチックハンドル、１ｍＰＶＣケーブル、シースφ３ｍｍ/１００ｍｍ

GMH2710-E １３５ｍｍプラスチックハンドル、１ｍＰＶＣケーブル、シースφ３ｍｍ/１００ｍｍ、
突刺用鋭角先端部

GMH2710-K
テフロンハンドルおよび１ｍテフロンケーブル、突刺用鋭角先端部、ハンドルお
よびケーブルは耐熱温度２５０℃、ステンレス鋼のケーブルねじれ防止、
シースφ３ｍｍ/１００ｍｍ

GMH2710-G
テフロンハンドルおよび１ｍテフロンケーブル、突刺用鋭角先端部、ハンドルお
よびケーブルは耐熱温度２５０℃、ステンレス鋼のケーブルねじれ防止、
シースφ１.５ｍｍ/１００ｍｍ

GMH2710-F 片手操作可能、屈曲可能Ｖ４Ａステンレス被履チューブφ３ｍｍ/１５０ｍｍ

GMH2710-I 片手操作可能、屈曲可能Ｖ４Ａステンレス被履チューブφ３ｍｍ/１５０ｍｍ、
突刺用ニードルタイプ

　同梱品：温度計本体（各プローブ付）、電池、工場検査書、取扱説明書

ご注⽂コード

  GMH2710シリーズ Pt1000防⽔温度計

測定範囲
ＧＭＨ２７１０-Ｔ/-Ｅ：-１９９.９～＋２００.０℃
ＧＭＨ２７１０-Ｋ/-Ｇ：-１９９.９～＋２５０.０℃
ＧＭＨ２７１０-Ｆ/-Ｉ：-７０～＋２５０℃

分解能 ０.１℃

精度
-２０～＋１００℃：±(０.１℃＋１ｄｉｇｉｔ)
-７０～＋２００℃：±(０.１％ｒｄｇ＋２ｄｉｇｉｔ)

仕様基準温度 ２５℃

動作温度 -２５～＋５０℃

保管温度 -２５～＋７０℃

電源 単４乾電池×２（６０００時間以上）/（-Ｆ/-Ｉ：４０００時間以上）

プローブ ２線式Ｐｔ１０００、絶縁、防水、耐蒸気、固定プローブ

応答速度Ｔ９０ φ３ｍｍ：５秒以下（水流０.４ｍ/ｓ）/φ１.５ｍｍ：１秒以下（水流０.４ｍ/ｓ）

保護等級 ＩＰ６５/ＩＰ６７

本体寸法・重量 １５４×８１×３１ｍｍ/約２１５ｇ　ＡＢＳ製

ＧＭＨ２７１０シリーズは、研究所や品質管理、生産プロセスなどの監視などに求
められる高精度測定が可能です。取り扱いが簡単で、本体、プローブとも防水仕
様です。
食品（ＨＡＣＣＰ）、医療、薬学、化学、観賞用水槽、栽培漁業、水産養殖などの用
途に使用できます。
ＧＭＨ２７１０-Ｆ/-Ｉは、一般の温度計では故障やエラーが起きる恐れがある、保
存温度管理（特に食品など）や、食品温度管理測定（ＨＡＣＣＰ）、受入検査、レジ
オネラ菌検査のための温度測定などに使用できます。

プローブ⼀体型Ｐｔ１０００防⽔温度計

■テクニカルデータ

特⻑
● 大/ 小値、自動ホールド表示機能
● オートパワーオフ機能
● 電池寿命６０００時間
● 本体およびプローブは防水

GKK252
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 GMH3200シリーズ ⾼精度熱電対温度計

■テクニカルデータ

ＧＭＨ３２００シリーズ高精度熱電対温度計は応答速度が速く、７種類の熱電対
に対応しています。熱電対の接続には、標準のミニチュアプラグを採用しており、
多種多様なセンサを使うことができます。
グライシンガーは様々な工業用熱電対プローブのカスタマイズを行っており、様々
な用途に対応できます。

型番 製品名

GMH3201 １ｃｈＫ熱電対温度計

GMH3221 ２ｃｈＫ熱電対温度計

GMH3211 １ｃｈ熱電対温度計

GMH3231 ２ｃｈ熱電対温度計

GMH3251 ２ｃｈ熱電対温度計　ロギング機能付

　同梱品：温度計本体、電池、出荷検査書、取扱説明書

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック- バナナプラグまたは
バラ線ケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

特⻑

ご注⽂コード

シリアル通信可能な⾼精度温度計

● ７種類の熱電対に対応
● 大/ 小値、ホールド表示機能
● 温度差演算機能
● ＰＣ接続機能

GMH3201 GMH3221 GMH3211 GMH3231 GMH3251
入力チャンネル数 １ ２ １ ２ ２

熱電対 Ｋ Ｋ、Ｊ、Ｔ、Ｎ、Ｓ、Ｅ、Ｂ

測定範囲
Ｋ：-２２０.０～＋１３７２.０℃　Ｊ：-２００.０～＋１１００.０℃
Ｔ：-２００.０～＋４００.０℃　Ｎ：-２００.０～＋１３００.０℃

Ｓ：-５０.０～＋１７６８.０℃　Ｅ：-６０.０～＋８５０.０℃　Ｂ：＋３００～＋１７５０℃

分解能 ０.１℃または１℃

精度 ±(０.５℃＋０.２％ｒｄｇ)
±(０.５℃＋０.２％ｒｄｇ)（Ｋ、Ｊ、Ｔ、Ｎ、Ｅ）

±(０.８℃＋０.４％ｒｄｇ)（Ｓ、Ｂ）

仕様基準温度 ２５℃±５Ｋ

動作温度 -２５～＋５０℃

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：φ３.５ｍｍジャック、プローブ：ミニチュアプラグ

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 － － － － ０～１Ｖ

ロギング機能 インターバル：１０,０００データ、瞬時値：１,０００データ（ＧＭＨ３２５１のみ）

ＰＣ接続機能 － － 〇 〇 〇

アラーム － － － － 〇

温度差演算 － 〇 － 〇 〇

表面温度補正 － － 〇 〇 〇

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池、ＡＣアダプタ

電池寿命 約５００時間 約３００時間 約５００時間 約３００時間 約３００時間

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/約１５５ｇ　ＡＢＳ製

グライシンガーは小ロットからカスタマイズ製品を提供しています。カスタマイズ製
品は測定器の機能は標準のままで、お客様の要求に合わせてハウジングの色、
ロゴ・型番などのプリントを行います。また、ブランド名のプリントをすべて外したノン
ブランドでの提供も可能です。

コンパクトシリーズ
１０００シリーズ
３０００シリーズ
５０００シリーズ

ケース

　：　低価格、簡単操作、クラシックデザイン
　：　高品質、高防水性、バックライト付きディスプレイ
　：　実用的でコストパフォーマンスの高いベストセラーシリーズ
　：　 高の品質と精度、耐水・耐衝撃ケースバックライト付き

ディスプレイ
　：　アクセサリ類のカスタムプリントも可能です

コンパクトシリーズ ３０００シリーズ １０００シリーズ５０００シリーズ

会社のロゴや名前、イメージなどを製品にプリントできます。
ＥＰＳ/ＴＩＦＦ/ＪＰＥＧのいずれかで、３００ｄｐｉおよび十分なサイズのデータをご提
供ください。弊社からサイズや位置のご提案をいたします。

１．モデルの選択

２．ハウジング⾊の選択

３．ロゴの配置

ブラック イエロー レッド ブルー オレンジ ライトグレー ダークグレー

コンパクト ● ● ● ● ●

１０００ ● ● ● ● ● ●

３０００ ● ● ● ● ● ●

５０００ ●※ ●※ ●※ ●

※保護シリコンカバーの色

GKK3600
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温
度

 G1200 ⾼速応答K熱電対温度計  G1202 ⾼速応答2チャンネル-アラーム温度計

プローブ交換が可能な⼩型Ｋ熱電対温度計 プローブ交換が可能な⼩型２CH Ｋ熱電対温度計

Ｇ１２００は応答性の良さと、軽量でコンパクトなボディが特長のＫ熱電対温度計
です。熱電対は標準のミニチュアプラグを採用しています。単３乾電池２個で約
２５００時間動作します。

Ｇ１２０２は応答性の良さと、軽量でコンパクトなボディが特長の２チャンネル入力
のＫ熱電対温度計です。アラーム機能も備えています。単３乾電池２個で約
２５００時間動作します。

● 小/ 大/ホールド表示機能
● オートパワーオフ機能、上下反転表示ディスプレイ、バックライト
● 約２５００時間稼働の長寿命

● 小/ 大/ホールド表示機能
● オートパワーオフ機能、上下反転表示ディスプレイ、バックライト、アラーム機能
● 約２５００時間稼働の長寿命

特⻑ 特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ ■テクニカルデータ
センサ Ｋ熱電対

測定範囲 -６５.０～＋１２００.０℃

精度
※仕様基準温度にて

測定器：±０.１％ｒｄｇ±１℃
冷接点：±０.３℃

仕様基準温度 ２５℃

測定周期 約３回/秒

センサ接続 ミニチュアプラグ

標準機能 小/ 大/ホールド、オートパワーオフ機能

補正 ゼロ点、およびスロープ（勾配）補正

ディスプレイ
バックライト付３段表示液晶ディスプレイ、上下反転表示（ボタン押下時）、
飛散防止スクリーン保護

動作環境 -２０～＋５０℃、０～８５％ＲＨ（結露なきこと）

保護等級 ＩＰ６７（測定器本体）、ＩＰ４０（センサソケット）、ＩＰ６５（測定器前面）

電源
単３乾電池×２（同梱）、
電池寿命：＞２５００時間（アルカリ電池、バックライトなし）
電池残量表示：４段階、オートパワーオフ機能（変更可）

本体ケース 耐衝撃性ＡＢＳ、１０８×５４×２８ｍｍ、約１２５ｇ（電池を含む）

センサ Ｋ熱電対

測定範囲 -６５.０～＋１２００.０℃

精度
※仕様基準温度にて

測定器：±０.１％ｒｄｇ±１℃
冷接点：±０.３℃

仕様基準温度 ２５℃

測定周期 約３回/秒

センサ接続 ミニチュアプラグ

標準機能 小/ 大/ホールド、オートパワーオフ機能

補正 ゼロ点、およびスロープ（勾配）補正

ディスプレイ
バックライト付３段表示液晶ディスプレイ、上下反転表示（ボタン押下時）、
飛散防止スクリーン保護

動作環境 -２０～＋５０℃、０～８５％ＲＨ（結露なきこと）

保護等級 ＩＰ６７（測定器本体）、ＩＰ４０（センサソケット）、ＩＰ６５（測定器前面）

電源
単３乾電池×２（同梱）、
電池寿命：＞２５００時間（アルカリ電池、バックライトなし）
電池残量表示：４段階、オートパワーオフ機能（変更可）

本体ケース 耐衝撃性ＡＢＳ、１０８×５４×２８ｍｍ、約１２５ｇ（電池を含む）

１ プローブ

記号なし 本体のみ、温度プローブなし

GTF300 本体、浸漬フレキシブルプローブＧＴＦ３００（タイプＫ）

GTE130 本体、芯温プローブＧＴＥ１３０ＯＫ（ケーブルなし）、φ１.５ｍｍ

T3 浸漬プローブＧＦ１ＴＫ-Ｔ３、φ３ｍｍ、
耐熱２３０℃（短時間２５０℃）、１ｍシリコンケーブル耐熱２００℃

E3 芯温プローブＧＦ１ＴＫ-Ｅ３、φ３ｍｍ、
耐熱２３０℃（短時間２５０℃）、１ｍシリコンケーブル耐熱２００℃

E1.5 芯温プローブＧＦ１ＴＫ-Ｅ１.５、φ１.５ｍｍ、
耐熱２３０℃（短時間２５０℃）、１ｍシリコンケーブル耐熱２００℃

２
セットオプ
ション

SET 本体、電池、取扱説明書、ハードケース（ＧＫＫ１０００）

WPT3 本体、電池、取扱説明書、ハードケース（ＧＫＫ１０００）、
ＩＳＯ校正ＷＰＴ３（-２０/０/７０℃）

１ プローブ
記号なし 本体のみ、温度プローブなし

GTF300 本体、浸漬フレキシブルプローブＧＴＦ３００（タイプＫ）

２
セットオプ
ション

SET 本体、電池、取扱説明書、ハードケース（ＧＫＫ１０００）

（□は左から順に下記１～２に対応）

（□は左から順に下記１～２に対応）

G1200-□-□

G1202-□-□

浸漬素線プローブ
（GTF300）および表面プ
ローブ（GOF400VE）を
接続した場合（G1202）

コンパクト浸漬プローブ
（GF1TK-T3）を

接続した場合（G1200）

予備品・アクセサリ型番 製品名/製品説明

GTE130OK 芯温プローブ（ケーブルなし）、φ１.５ｍｍ

GF1TK-T3 コンパクト浸漬プローブ（シリコンハンドル）、φ３ｍｍ

GF1TK-E3 コンパクト芯温プローブ（シリコンハンドル）、φ３ｍｍ

GF1TK-E1.5 コンパクト芯温プローブ（シリコンハンドル）、φ１.５ｍｍ

GF1TK-L3 コンパクト空気プローブ（シリコンハンドル）、φ３ｍｍ

GTF300 高速応答（１秒未満）浸漬素線プローブ

GTF40K-620 バルク材、土壌、堆肥測定用ハンドル突き刺しプローブ

ST-G1000 ベルトクリップ付測定器保護レザーカバー

G1000-CLIP 粘着式金属ベルトクリップ

G1000-BASE デスクトップスタンド、壁掛けホルダー

GKK1000 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）、Ｇ１ｘｘｘシリーズ１台収納専用

GKK252 多目的ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）、ウレタン内装

GKK1000

G1200/G1202 共通予備品・アクセサリ
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K熱電対プローブ

高速応答浸漬プローブ 浸漬プローブ 浸漬フレキシブルプローブ 浸漬フレキシブルプローブ

L 135

Ø
 1

.5

L 135

Ø
 3

L 135

Ø
 1

,5

L 135

Ø
 3

GTF400 GTF900 GTF1200 GTF1200/300
測定範囲 -６５～＋５５０℃ -６５～＋１０００℃ -２００～＋１１５０℃ -２００～＋１１５０℃

精度 ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１）

応答速度Ｔ９０ １秒以下（水流０.４ｍ/ｓ） ２秒以下（水流０.４ｍ/ｓ） ３秒以下（水流０.４ｍ/ｓ） 約５秒（水流０.４ｍ/ｓ）

サイズ φ１.５×１３０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） φ３×１３０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） φ１.５×１５０ｍｍ（インコネル６００） φ３×３００ｍｍ（インコネル６００）

ケーブル長 １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ

浸漬プローブ（融解金属用） 表面温度プローブ Ｌ字型表面プローブ Ｌ字型高速応答表面プローブ

GTF1000AL GOF130 GOF900HO GOF200HO
測定範囲 -２００～＋１０００℃ -６５～＋９００℃ -６５～＋９００℃ -６５～＋４００℃

精度 ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１）

応答速度Ｔ９０ 約３０秒（水流０.４ｍ/ｓ） 約５秒 約５秒 約２秒

サイズ φ６×１０００ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） φ８×１３０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） φ８×１３０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） φ１５×２７ｍｍ ヘッド部分

ケーブル長 １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ

Ｌ字型高速応答表面プローブ 高速表面温度プローブ 表面温度プローブ Ｌ字型表面温度プローブ

GOF400HO GOF400VE GOF501 GOF501HO
測定範囲 -６５～＋４００℃ -６５～＋４００℃ -６５～＋５００℃ -６５～＋５００℃

精度 ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１）

応答速度Ｔ９０ 約２秒 約２秒 約３秒 約３秒

サイズ φ１５×６０ｍｍ ヘッド部分 φ１５ｍｍ ヘッド部分 φ５ｍｍ ヘッド部分 φ５×１０ｍｍ ヘッド部分

ケーブル長 １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ

表面温度プローブ 極細芯温プローブ（テフロンハンドル） 芯温プローブ（テフロンハンドル） 極細芯温プローブ

130 135

Ø
 1.

5

GOF130CU GES20K GES21K GES130
測定範囲 -６５～＋５００℃ -６５～＋５５０℃ -５０～＋２５０℃ -６５～＋５５０℃

精度 ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１）

応答速度Ｔ９０ 約５秒 １秒以下（水流０.４ｍ/ｓ） ２秒以下（水流０.４ｍ/ｓ） 約１秒（水流０.４ｍ/ｓ）

サイズ φ４ｍｍ　ヘッド部分 φ１.５×１００ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） φ３×１００ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） φ１.５×１３０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ）

ケーブル長 １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍテフロンケーブル/ミニプラグ １ｍテフロンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ

芯温プローブ 芯温プローブ 気体温度プローブ 堆肥・穀物用温度プローブ

130 135

Ø
 3

130 135

Ø
 3

130 135

Ø
 6

GES500 GES900 GTL130 GKF125
測定範囲 -６５～＋５５０℃ -６５～＋１０００℃ -６５～＋６００℃ -６５～＋２００℃

精度 ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１）

応答速度Ｔ９０ ２秒以下（水流０.４ｍ/ｓ） 約５秒（水流０.４ｍ/ｓ） 約１５秒（気流２ｍ/ｓ） 約６秒（水流０.４ｍ/ｓ）

サイズ φ３×１３０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） φ３×１３０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） 先端φ６ｍｍ １３０ｍｍ長（ＳＵＳ ３１６Ｌ） φ３～８ｍｍ×１.２５ｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ）

ケーブル長 １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ

精度：ＤＩＮ ＥＮ６０５８４-１：２０１４-０７に準拠。
Ｋ熱電対クラス１：±１.５℃（-４０～＋３７５℃）、±０.４％ｒｄｇ（＋３７５～＋１０００℃）
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温
度アスファルト用温度プローブ タイヤ用温度プローブ クリップタイプ温度プローブ 素線温度プローブ（テフロン）

GAF200 GRF200 GTZ300 GTF300
測定範囲 -６５～＋５５０℃ -５０～＋２００℃ -６５～＋１５０℃ -６５～＋３００℃

精度 ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１）

応答速度Ｔ９０ 約６秒（水流０.４ｍ/ｓ） 約５秒 約３秒 約０.３秒

サイズ φ３～８×１８０ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） 先端０～１４ｍｍ調整可能 φ２５ｍｍまでクリップ可能 φ１×１０００ｍｍ

ケーブル長 １.２ｍスパイラルケーブル/ミニプラグ １.２ｍスパイラルケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ テフロン被覆/ミニプラグ

素線温度プローブ（テフロン） 素線温度プローブ（テフロン） 素線温度プローブ（グラスファイバー） 素線温度プローブ（グラスファイバー）

GTF300-UV GTF300-SP GTF300GS GTF300GS-UV
測定範囲 -６５～＋３００℃ -６５～＋３００℃ -６５～＋４００℃ -６５～＋４００℃

精度 ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１）

応答速度Ｔ９０ 約０.３秒 約０.３秒 約０.３秒 約０.３秒

サイズ φ１×１０００ｍｍ φ１×１０００ｍｍ φ１×１０００ｍｍ φ１×１０００ｍｍ

ケーブル長 テフロン被覆/ミニプラグ テフロン被覆/ミニプラグ グラスファイバ被覆/ミニプラグ グラスファイバ被覆/ミニプラグ

素線温度プローブ（グラスファイバー） φ１３ｍｍマグネット表面プローブ φ２６ｍｍマグネット表面プローブ 冷凍食品用温度プローブ

GTF300GS-SP GMF250 GMF200 GGF200
測定範囲 -６５～＋４００℃ -６５～＋２５０℃ -６５～＋２００℃ -６５～＋２５０℃

精度 ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１）

応答速度Ｔ９０ 約０.３秒 約５秒 約５秒 約１５秒

サイズ φ１×１０００ｍｍ φ１３ｍｍ マグネットヘッド部分 φ２６ｍｍ マグネットヘッド部分 φ６ｍｍ×９５ｍｍ 

ケーブル長 グラスファイバ被覆/ミニプラグ １ｍテフロン絶縁ツイストケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １.２ｍスパイラルケーブル/ミニプラグ

ねじ止め温度プローブ 融着チップ温度プローブ 気体温度プローブ フレキシブル芯温プローブ

100

Ø
1.

5

GKF250 GLS500 GTO130OK GTE130OK
測定範囲 -５０～＋２５０℃ -５０～＋５００℃ -６５～＋４００℃ -６５～＋４００℃

精度 ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１）

応答速度Ｔ９０ 約１０秒 約２秒 約２秒 １秒以下（水流０.４ｍ/ｓ）

サイズ φ４.３ Ｍ４ねじ ４５ｍｍ長 φ６ｍｍ（レーザー融着） φ０.５先端 φ３×１００ｍｍ φ１.５×１００ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ）

ケーブル長 １ｍテフロンケーブル/ミニプラグ ミニプラグ ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ

フレキシブル浸漬プローブ Ｓ熱電対 火炎用温度プローブ 浸漬プローブ（シリコンハンドル） 芯温プローブ（シリコンハンドル）

150

Ø
1.

5

GTT-15-150 GBF1550 GF1TK-T3 GF1TK-E3/GF1TK-E1.5
測定範囲 -２００～＋１１５０℃ -５０～＋１５５０℃ -６５～＋５５０℃ -６５～＋５５０℃

精度 ±１.５℃（クラス１） ±１℃（Ｓ熱電対クラス１） ±１.５℃（クラス１） ±１.５℃（クラス１）

応答速度Ｔ９０ 約３秒（水流０.４ｍ/ｓ） 約２秒 ２秒以下（水流０.４ｍ/ｓ） Ｅ３：２秒以下/Ｅ１.５：１秒以下（水流０.４ｍ/ｓ）

サイズ φ１.５×１５０ｍｍ（インコネル６００） φ５.５～８ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） φ３×１００ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ） Ｅ３：φ３×１００/Ｅ１.５：φ１.５×１００ｍｍ（ＳＵＳ ３１６Ｌ）

ケーブル長 ミニプラグ １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル（-５０～＋２００℃）/ミニプラグ １ｍシリコンケーブル（-５０～＋２００℃）/ミニプラグ



12 | www.greisinger.jp

温
度

  GTMU-MP-APシリーズ 温度トランスミッタ

ＧＴＭＵ-ＭＰシリーズは測定範囲-５０℃から＋４００℃の、Ｐｔ１０００/２線式セン
サを使用した温度変換器です。幅広い用途に使用でき、本体は現場で温度を
確認できるディスプレイ付きです。出力信号は自在にスケーリング可能です。プ
ローブはプロセス直結式、可動取付けネジ付、壁掛け型の３種類から選択できま
す。

（□は順に下記１～７に対応）

１ 設計タイプ

AP1 ネジで直接プロセスに取付け

AP2 高温用、プロセス直結型、ネックチューブ付き

AP3 壁掛け型

２ 出力信号

AA1 アナログ出力４～２０ｍＡ

AV1 アナログ出力０～１０Ｖ

AV01 アナログ出力０～１Ｖ

３ プローブ長

050 ５０ｍｍ（ＡＰ３標準）

100 １００ｍｍ（ＡＰ１/２/４標準）

200 ２００ｍｍ

300 ３００ｍｍ

xxx 以降１００ｍｍごとに注文可能

４ シース径

D03 φ３ｍｍ（ＡＰ３標準）

D04 φ４ｍｍ

D05 φ５ｍｍ

D06 φ６ｍｍ（ＡＰ１/２/４標準）

D08 φ８ｍｍ

５ ネジ

G1 Ｇ１/２（ＡＰ１/２標準）

G2 Ｇ１/４

G3 Ｇ３/８

G4 Ｇ３/４

M5 Ｍ５

M6 Ｍ６

M8 Ｍ８

M10 Ｍ１０

M12 Ｍ１２

６ ネックチューブの長さ（ＡＰ２のみのオプション）

100 １００ｍｍ（ＡＰ２標準）

xxx 以降１００ｍｍごとに注文可能

７ オプション

000 オプション無し

LACK ＰＣＢ防水コーティング

■テクニカルデータ

特⻑

ご注⽂コード

スケーリングが可能な４〜２０ｍＡ/０〜１０Ｖ/０〜１Ｖ出⼒温度トランスミッタ

● 幅広い用途
● 出力信号はスケーリング可能
● 温度を現場で確認できるディスプレイ標準装備
● ユーザーによる調整が可能

GTMU-MP-AP1 GTMU-MP-AP2 GTMU-MP-AP3

タイプ プローブ直結型
プローブ直結型・
可動取付けネジ

壁掛け型

標準仕様
ネジ直径１/２

プローブ長１００ｍｍ
シース径６ｍｍ

ネジ直径１/２
ネックチューブ１００ｍｍ

プローブ長１００ｍｍ
シース径６ｍｍ

プローブ長５０ｍｍ
シース径３ｍｍ

測定範囲 -５０.０～＋４００.０℃

精度
温度表示：±(０.２℃＋０.４％ｒｄｇ)
出力：±(０.２％ｆ.ｓ.)（対ディスプレイ表示値）

プローブ Ｐｔ１０００　２線式　ＤＩＮクラスＢ

出力信号
４～２０ｍＡ：ＲＡ［Ω］≦（ＵＶ［Ｖ］-１２Ｖ）/０.０２Ａ
０～１Ｖ/０～１０Ｖ：ＲＬ［Ω］＞３０００Ω（０～１（１０）Ｖ）
※いずれもスケーリング可

逆接保護 ５０Ｖ永久保護

ディスプレイ 高さ約１０ｍｍ、４桁表示ＬＣＤディスプレイ

動作温度（電子回路）
-２５～＋７０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）
※  温度変化による結露の可能性がある場合は、防水コーティングタイプ

をご使用ください。

保管温度 -２５～＋７０℃

プローブチューブ ステンレススチール

電気接続 Ｌ字プラグ（ＥＮ１７５３０１-８０３/Ａ（ＩＰ６５）準拠）

機能
大/ 小値、オフセットおよびスロープのデジタル調整機能、

出力信号のスケーリング可（治具不要）

電源 ４～２０ｍＡ出力用：ＤＣ１２～３０Ｖ、０～１０Ｖ出力用：ＤＣ１８～３０Ｖ

本体寸法 ８０×８２×５５ｍｍ　ＡＢＳ製（ＩＰ６５）

同梱品 本体、取扱説明書

GTMU-MP-□-□-□-□-□-□-□
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GTMU-IFシリーズ Pt1000トランスミッタ

ＧＴＭＵ-ＩＦシリーズの温度トランスミッタは小型で、変換器とセンサが一体の温
度トランスミッタです。設置する場所・方法により３種類のラインアップがあります。
温度センサはＰｔ１０００で、高精度な測定ができます。プロセス温度の測定制御
などに 適な、コンパクトなトランスミッタです。

コンパクトな４〜２０ｍＡ出⼒温度トランスミッタ

GTMU-IF1 GTMU-IF2 GTMU-IF3
センサ Ｐｔ１０００

測定範囲※ -３０～＋１００℃ -７０～＋４００℃

精度 変換器：±(０.２℃＋０.２％ｒｄｇ)、センサ：ＤＩＮクラスＢ

動作温度 -２５～＋６０℃（電子回路）

出力信号 ４～２０ｍＡ（２線式）：ＲＡ≦（ＵＶ-１０Ｖ）/０.０２２Ａ[ＲＡはΩ、ＵＶはＶ]

シース長ＦＬ（標準） １００ｍｍ（別途指定可能） ５０ｍｍ

ネックチューブ長ＨＬ（標準） － － １００ｍｍ

シース径 φ３ｍｍ、φ４ｍｍ、φ５ｍｍ、φ６ｍｍ

取付けネジ － Ｇ１/２、１/４、３/４、１/８、３/８、Ｍ８、１０

ケーブル 長さ約１ｍ、４極ケーブル

ハウジング材質 ステンレス鋼Ｖ４Ａ

電源 ＤＣ１０～３０Ｖ

特⻑
● ４～２０ｍＡ出力
● Ｐｔ１０００ ＤＩＮクラスＢ準拠（オプションにてクラスＡ）
● ３種類のセンサ形状

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

※測定範囲は-２００～＋５００℃までのご注文に対応可能です。

GTMU-IF1

GTMU-IF2

GTMU-IF3

（□は順に下記１～８に対応）

１ モデル

1 取付けネジなし、 大-３０～＋１００℃

2 取付けネジ付、 大-３０～＋１００℃

3 取付けネジおよびネックチューブ付、 大-７０～＋４００℃

２ 測定範囲

MB1 -３０～＋１００℃（標準：ＩＦ１およびＩＦ２モデル）

MB3 -７０～＋４００℃（標準：ＩＦ３モデル）

MBS ０～２００℃

MBS その他の範囲（-２００～＋５００℃まで対応）

３ センサ素子

T Ｐｔ１０００、ＤＩＮ Ｂクラス

D Ｐｔ１０００、ＤＩＮ ＡＡクラス

４ プローブ長（取付け長さ）

050 ５０ｍｍ

100 １００ｍｍ（標準：ＩＦ１およびＩＦ２モデル）

xxxx 以降１００ｍｍごと

５ シース径

D03 φ３ｍｍ、標準Ａ３

D04 φ４ｍｍ

D05 φ５ｍｍ

D06 φ６ｍｍ

６ 取付けネジの種類

G1 Ｇ１/２

G2 Ｇ１/４

G3 Ｇ３/４

G5 Ｇ３/８

G6 Ｇ１/８

M8 Ｍ８×１

M10 Ｍ１０×１

７ ネックチューブの長さ

50 ５０ｍｍ

100 １００ｍｍ

200 ２００ｍｍ

500 ５００ｍｍ

xxx 以降１００ｍｍごと

８ オプション

000 先端端子加工済みバラ線

M12 Ｍ１２コネクタ

GTMU-IF□-□-□-□-□-□-□-□
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GFTB200 GFTH95

測定範囲
-２５～＋７０℃
０～１００％ＲＨ

１０.０～１１００.０ｍｂａｒ（ｈＰａ）

-２０～＋７０℃
１０～９５％ＲＨ

測定・演算要素
温度、湿度、大気圧、
露点温度、湿球温度、

混合比、絶対湿度
温度、湿度、露点温度

大/ 小/
ホールド

〇 －

アラーム 〇 －

ロギング機能 － －

ページ 14 15

GFTH200 GMH3300シリーズ

測定範囲
-２５～＋７０℃
０～１００％ＲＨ

-４０～＋１２０℃
０～１００％ＲＨ

測定・演算要素 温度、湿度、露点温度
温度、湿度、流量、

露点温度

大/ 小/
ホールド

〇 〇

アラーム － ＧＭＨ３３５１のみ

ロギング機能 － ＧＭＨ３３５１のみ

出力 － ＵＳＢシリアル

ページ 15 16

グライシンガーの温湿度計は、コンパクトサイズのプローブ一体型モデルとプロー
ブ外付けのハンドヘルドモデルをラインアップしています。プローブ一体型モデル
は、機種により、温度、露点温度、湿度、湿度派生要素、さらに大気圧が測定で
きます。プローブ外付けのモデルは気体、液体の流量測定が可能です。

温湿度計 ラインアップ

■温湿度計ラインアップ

 GFTB200 コンパクト温湿度・⼤気圧計

センサ 温度：Ｐｔ１０００、湿度：静電容量式、大気圧：ピエゾ抵抗式

測定範囲
温度：-２５.０～＋７０.０℃
湿度：０.０～１００.０％ＲＨ（推奨範囲：１１～９０％ＲＨ）
大気圧：１０.０～１１００.０ｍｂａｒ（ｈＰａ）

演算要素
露点温度：-４０.０～＋７０.０℃、湿球温度：-２７.０～＋７０.０℃、
混合比：０.０～２８０.０ｇ/ｋｇ、絶対湿度：０.０～２００.０ｇ/ｍ３

分解能 ０.１℃、０.１％ＲＨ、０.１ｍｂａｒ（ｈＰａ）

精度
温度：±(０.１℃＋０.５％ｒｄｇ)（Ｐｔ１０００ ＤＩＮクラスＡＡ）、
湿度：±２.５％ＲＨ(１１～９０％ＲＨ)、
気圧：±１.５ｈＰａ（７５０～１１００ｈＰａ）

仕様基準温度 ２５℃

応答速度Ｔ９０ １０秒

コネクタ ＰＣ接続：φ３.５ｍｍジャック

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ

機能
自動表示切替え/手動選択、 大/ 小値、ホールド、オートパワーオフ、
オフセット/スケール調整、気圧トレンドインジケータ、海抜補正、アラーム

動作温度・湿度 -２０～＋７０℃、０～８０％ＲＨ（結露なきこと）

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（測定１回/秒で約１８０日、１回/分で約４００日）

本体寸法・重量 １０６×６７×３０ｍｍ（センサ部φ１４×３５ｍｍ）/約１３０ｇ　ＡＢＳ製

ＧＦＴＢ２００はシリアル通信機能の付いたコンパクトな温湿度・大気圧計です。湿
度からの露点、湿球温度、混合比、絶対湿度の演算機能があり、大気圧とともに
試験環境、製造現場などの管理に適しています。温度センサはＰｔ１０００ ＤＩＮク
ラスＡＡ。オプションのＵＳＢ３１００ＮアダプタでＰＣに接続し、ソフトウェアＥＢＳ２０
Ｈ（オプション）を使ってデータの取得や記録を行うこともできます。

型番 製品名/製品説明

GFTB200 コンパクト温湿度・大気圧計

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GFTB200-KIT 温湿度・大気圧計ソフトウェア付きセット

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書、ＵＳＢ３１００Ｎ、ＥＢＳ２０Ｍ/６０Ｍ

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

EBS20/60M ２０/６０ｃｈデータ記録用ソフトウェア（英語）

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

シリアル通信機能付き温湿度・⼤気圧計

特⻑
● 温度はＤＩＮクラスＡＡ、大気圧は±１.５ｈＰａの高精度
● 露点、湿球温度、混合比、絶対湿度演算
● 気圧トレンドインジケータ
● ＰＣデータ記録（ソフトウェア/ＵＳＢアダプタオプション）

■テクニカルデータ

ご注⽂コード

GKK252 USB3100N EBS20/60M
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 GFTH200 露点演算付き温湿度計

センサ 温度：Ｐｔ１０００、湿度：静電容量式、露点：演算

測定範囲
温度：-２５.０～＋７０.０℃、露点温度：-４０.０～＋７０.０℃、
湿度：０.０～１００.０％ＲＨ（推奨範囲：１１～９０％ＲＨ）

分解能 ０.１℃、０.１％ＲＨ

精度 温度：±(０.１℃＋０.５％ｒｄｇ)、湿度：±２.５％ＲＨ(１１～９０％ＲＨ)

仕様基準温度 ２５℃

応答速度Ｔ９０ １０秒

動作温度・湿度
本体：-２５～＋７０℃、０～８０％ＲＨ（結露なきこと）
センサ：-２５～＋７０℃、０～１００％ＲＨ

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（測定１回/秒で約１２０日、１回/分で２年以上）

本体寸法・重量 １０６×６７×３０ｍｍ（センサ部φ１４×３５ｍｍ）/約１３５ｇ　ＡＢＳ製

ＧＦＴＨ９５は温度・湿度の測定機能のみ、レスポンスの速いシンプルでコンパクト
な温湿度計です。スライドスイッチでの電源ＯＮ/ＯＦＦ操作のみで測定ができます。
Ｐｔ１０００センサ、静電容量湿度センサを採用し、電池寿命は約３０００時間です。
室内環境、倉庫、ビニールハウスなどのスポット測定に 適な温湿度計です。

ＧＦＴＨ２００は露点演算機能を備えたコンパクトな温湿度計です。粉体管理など
露点温度で湿度を管理するアプリケーションに 適な温湿度計です。また外付
けのＰｔ１０００センサを使用でき、塗装などでの表面温度と露点温度の比較管
理もできます。オフセット/スケール調整ができ、ドリフトなどの調整も可能です。

型番 製品名/製品説明

GFTH200 露点演算機能付き温湿度計

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GOF175mini Ｐｔ１０００プローブ（φ３.５ｍｍジャック）

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

露点温度演算機能付きで粉体管理などにも最適

特⻑特⻑
● 露点演算機能
● 外付けＰｔ１０００プローブ対応
● 大/ 小値、ホールド表示機能
● オートパワーオフ機能

● 電源ＯＮ/ＯＦＦ操作のみのシンプル設計
● ±３％ＲＨの湿度精度
● 応答速度１５秒

■テクニカルデータ
■テクニカルデータ

ご注⽂コード

ご注⽂コード

 GFTH95 コンパクト温湿度計

コンパクトな温湿度計

センサ 温度：Ｐｔ１０００、湿度：静電容量式

測定範囲 温度：-２０.０～＋７０.０℃、湿度：１０～９５％ＲＨ（推奨範囲：３０～８０％ＲＨ）

分解能 ０.１℃、０.１％ＲＨ

精度 温度：±(０.１℃＋０.５％ｒｄｇ)、湿度：±３％ＲＨ(３０～８０％ＲＨ)

仕様基準温度 ２５℃

応答速度Ｔ９０ １５秒

動作温度・湿度
本体：-２０～＋７０℃、０～８０％ＲＨ（結露なきこと）
センサ：-２０～＋７０℃、０～１００％ＲＨ

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（約３０００時間）

本体寸法・重量 １０６×６７×３０ｍｍ（センサ部φ１４×３５ｍｍ）/約１３５ｇ　ＡＢＳ製

型番 製品名/製品説明

GFTH95 コンパクト温湿度計

　同梱品：本体、電池、取扱説明書

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

GKK252

GKK252
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 GMH3300シリーズ 温湿度・流量マルチ測定器

測定範囲
周囲温度：-４０.０～＋１２０.０℃、湿度：０.０～１００.０％ＲＨ、
表面温度：-８０.０～＋２５０.０℃、流量：プローブによる

分解能 ０.１℃、０.１％ＲＨ、０.０１ｍ/ｓ

精度
（本体、±１ｄｉｇｉｔ）

温度：±０.２℃、湿度：±０.１％、熱電対：±(０.５℃＋０.５％ｒｄｇ)、
流量：±０.１％

演算要素 露点温度、湿数、エンタルピー

コネクタ
ＰＣ接続・アナログ出力：φ３.５ｍｍジャック
プローブ：６極ミニＤＩＮコネクタ、熱電対用ミニチュアプラグ

接続ケーブル
ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ
アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 ０～１Ｖ（ＧＭＨ３３５１のみ）

ロギング機能 インターバル：５,３００データ、瞬時値：１,０００データ（ＧＭＨ３３５１のみ）

動作温度・湿度 -２５～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

保管温度 -２５～＋７０℃

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（約１２０時間）、ＤＣ１０.５～１２Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/１６０ｇ　ＡＢＳ製

ＧＭＨ３３００シリーズはベーン式のプローブで気体、液体の流量測定もできるマ
ルチ機能の温湿度・流量計です。Ｋ熱電対入力も備えており、表面温度測定とと
もに露点の管理ができます。空調管理や省エネ測定などに 適です。
ＧＭＨ３３５１はロギング機能付きで、内部メモリに保存したデータをオプションのソ
フトウェアでＰＣに取り出すことができます。

型番 製品名/製品説明

GMH3331 温湿度・流量マルチ測定器

GMH3351 温湿度・流量マルチ測定器（ロギング機能付き）

　同梱品：本体、電池、取扱説明書

GMH3331-
TFS-WPF4 プローブ（ＴＦＳ０１００Ｅ）、校正付きセット

　同梱品：本体、電池、ＴＦＳ０１００Ｅ、ＧＫＫ３５００ハードケース、校正証明書

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK3500 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

気体、液体の流量測定もできるマルチ測定器

温湿度プローブ フィルターキャップ

TFS0100E TFS0100E-POR

測定範囲
-４０.０～＋１２０.０℃、
０.０～１００.０％ＲＨ

－

精度 ±０.５℃/±２.５％ＲＨ －

センサ Ｐｔ１０００ ＤＩＮクラスＡＡ/静電容量式 プラスチックペーパーフィルタ

サイズ
φ１４×１１９ｍｍ（シャフト）
φ１９×１３５ｍｍ（ハンドル）/９０ｇ

－

ケーブル長 １.２ｍＰＶＣケーブル/６極ミニＤＩＮ －

その他 － －

液体用流量プローブ 気体用流量プローブ

STS005 STS020
測定範囲 ０.０５～５.００ｍ/ｓ ０.５５～２０.００ｍ/ｓ

精度 ±(３％ｒｄｇ＋０.０５ｍ/ｓ) ±(３％ｒｄｇ＋０.２ｍ/ｓ)

センサ ベーン式 ベーン式

サイズ
φ１１×１５ｍｍ（ヘッド）
φ１５×１６５ｍｍ（全長）/７５ｇ

φ１１×１５ｍｍ（ヘッド）
φ１５×１６５ｍｍ（全長）/７５ｇ

ケーブル長 ５ｍＰＶＣケーブル/６極ミニＤＩＮ ５ｍＰＶＣケーブル/６極ミニＤＩＮ

その他 許容流向偏角：±２０° 許容流向偏角：±２０°

スペアヘッド 高速表面温度プローブ

STE005/STE020 GOF400VE
測定範囲 － -６５～＋４００℃

精度 － ±１.５℃（クラス１）

応答速度Ｔ９０ － 約２秒

サイズ φ１１×１５ｍｍ φ１５ｍｍ ヘッド部分

ケーブル長 － １ｍシリコンケーブル/ミニプラグ

その他
ＳＴＥ００５：ＳＴＳ００５用
ＳＴＥ０２０：ＳＴＳ０２０用

－

特⻑
● 気体、液体、流量プローブ対応
● シリアル通信機能（オプションＵＳＢ３１００Ｎ）
● Ｋ熱電対同時測定可能
● 大/ 小値、ホールド表示機能

ご注⽂コード

■テクニカルデータ■テクニカルデータ

■プローブ・アクセサリ

GKK3600 USB3100N GSOFT3050
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分

水分指標（ＧＭＩ１５Ｐｌｕｓ）
この数値は相対値で物理的な単位はありません。同じ物質での相対比較に使用します。数値が
高いと水分が多く、低いと少ないことを示します。

GMI15Plus GMK100 GMK210

測定方式 静電容量 静電容量 静電容量

測定要素 水分指標 含水率、含水比 含水率、含水比

測定深度 １ｃｍ/２.５ｃｍ １ｃｍ/２.５ｃｍ １ｃｍ/２.５ｃｍ

特性カーブ ２種 １８種 １４種

ホールド 〇 〇 〇

オートホールド － － －

主な対象 コンクリート、木材 コンクリート、木材、建材
木材、グラスファイバー、

断熱材

ページ 17 18 18

GMH3810 GMH3831/3851

測定方式 電気抵抗式 電気抵抗式

測定要素 含水率、含水比 含水率、含水比

測定深度 突き刺し深度 プローブによる

特性カーブ ４９４種 ４９４種

ホールド 〇 〇

オートホールド 〇 〇

主な対象 木材、建材
木材、コンクリート等

精密測定

ページ 19 19

BaleCheck150/200

測定方式 電気抵抗式

測定要素 含水率、含水比

測定深度 突き刺し深度

特性カーブ ４９４種

ホールド 〇

オートホールド 〇

主な対象 干し草、藁

ページ 20

■含⽔率、含⽔⽐とは

 GMI15Plus ⽔分指標計

測定要素 含水比（ｗ％）、含水率（ｕ％）

バーグラフ 表示：６段階（ドライ～ウェット）

測定深度 １０ｍｍまたは２５ｍｍ

特性カーブ ２種類（木材、コンクリート）

動作温湿度 -５～＋５０℃、０～８５％ＲＨ（結露なきこと、測定対象の凍結なきこと）

保管温度 -２５～＋７０℃

電源 ＩＥＣ６Ｆ２２ ９Ｖ乾電池（ 大２０００時間）

本体寸法・重量 １０６×６７×３０ｍｍ/１４５ｇ（電池含む）　ＡＢＳ製

ＧＭＩ１５Ｐｌｕｓは、約１ｃｍまたは２.５ｃｍの深度で木材やコンクリートなどの水分を
測定し、測定単位のない数値で相対的に表示する水分指標計です。
表示値は相対的な指標で、測定対象の水分量を測定するのではなく、同じ対象
物の水分の相対比較、確認に使用します。

型番 製品名/製品説明

GMI15Plus 水分指標計

　同梱品：本体、電池、取扱説明書、テストプロトコル

GB9V 予備乾電池９Ｖ

PW25 テスト用サンプル

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

⽊材・建材の⽔分を相対的に表⽰

● 水分を指標で素早く表示
● 非破壊で水分測定
● コンパクトな本体で１ｃｍまたは２.５ｃｍの深度を測定

u
Ww

Ws Ww

w
Ww
Ws

グライシンガーの水分計は、静電容量式と電気抵抗式の２種類あります。静電容
量式は小型の３機種で、測定深度をスイッチで変更できます。電気抵抗式は本
体についている２ピンで対象物に刺して測定するほかに、外付けのプローブでベ
ニヤ板、木質チップ、木毛、紙、干し草など様々な物質の測定ができます。干し草
専用のプローブセットも用意しています。

⽔分計 ラインアップ

■⽔分計ラインアップ

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

GKK252 PW25
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 GMK100 静電容量式⽔分計  GMK210 静電容量式⽔分計（GFRP⽤）

測定要素 含水比（ｗ％）、含水率（ｕ％）

バーグラフ
表示：６段階（ドライ～ウエット）
アラーム音：ブザー

測定深度 １０ｍｍまたは２５ｍｍ

特性カーブ １８種類（木材、セメント、コンクリート、石膏など）

動作温度 -５～＋５０℃（結露、凍結なきこと）

保管温度 -２５～＋７０℃

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（ 大２０００時間（バックライト無し））

本体寸法・重量 １０６×６７×３０ｍｍ/約１４５ｇ　ＡＢＳ製

測定要素 含水比（ｗ％）、含水率（ｕ％）

バーグラフ
表示：６段階（ドライ～ウエット）
アラーム音：ブザー

測定深度 １０ｍｍまたは２５ｍｍ

特性カーブ １４種類（ＧＦＲＰ、木材、断熱材など）

動作温度 -５～＋５０℃（結露、凍結なきこと）

保管温度 -２５～＋７０℃

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（ 大２０００時間（バックライト無し））

本体寸法・重量 １０６×６７×３０ｍｍ/約１４５ｇ　ＡＢＳ製

ＧＭＫ１００は測定深度の変更が可能な静電容量式水分計です。測定深度は
１０ｍｍと２５ｍｍをスイッチで切り替え可能です。また、測定は含水比（ｗ％）と含
水率（ｕ％）の切り替えができ、さまざまな用途に対応しています。一般的に、燃焼
用の木材などには含水比、大工仕事や家具などには含水率が使用されています。

ＧＭＫ２１０はＧＦＲＰ（ガラス繊維強化プラスチック）の水分測定ができる静電容
量式水分計です。ＧＦＲＰを使用したボートなどの材料の水分測定を行えます。
ＧＦＲＰのほかに、木材なども測定できます。測定深度は１０ｍｍと２５ｍｍをス
イッチで切り替え可能です。また、測定は含水比（ｗ％）と含水率（ｕ％）の切り替
えができます。

型番 製品名/製品説明

GMK100 静電容量式水分計

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

PW25 テスト用サンプル

型番 製品名/製品説明

GMK210 静電容量式水分計

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

PW25 テスト用サンプル

測定深度が変更可能な静電容量式⽔分計 グラスファイバー強化プラスチックの測定に

● 含水比と含水率のモード切替
● 測定深度１０ｍｍと２５ｍｍをスイッチ切替
● １８種類の特性カーブ
● ボタン操作で値を保持するホールド機能

● ガラス繊維強化プラスチックの測定可能
● 測定深度１０ｍｍと２５ｍｍをスイッチ切替
● 含水比と含水率のモード切替
● ボタン操作で値を保持するホールド機能

特⻑
特⻑

ご注⽂コード
ご注⽂コード

■テクニカルデータ
■テクニカルデータ

GKK252 PW25

PW25GKK252
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ＧＭＨ３８１０は本体に装着されているピンのほかに、外付けプローブにも対応す
る、電気抵抗式の水分計です。対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性
カーブをもとに水分率を表示します。特性カーブは４９４種あり、ほとんどの材質を
網羅しています。オプションのＧＭＫ３８１０ケーブルを使用して用途に合わせたプ
ローブを使用できます。

型番 製品名/製品説明

GMH3810 電気抵抗式水分計

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GST3810 スペアピン（１０本）

GMK3810 １ｍ接続ケーブル（Ｍ６-バナナプラグ）

GPAD38 校正用テストアダプタ

● ４９４種類の特性カーブ
● 接続ケーブルでプローブ変更可能
● ９段階のバーグラフでドライ/ウエットを表示
● 測定完了で値を保持するオートホールド機能

測定方式 水分：電気抵抗式（ＤＩＮ ＥＮ１３１８３-２：２００２準拠）、温度（内部）：ＮＴＣ

特性カーブ ４９４種の素材特性

測定範囲
水分：０.０～１００.０％（ｕ％）/０.０～５０.０％（ｗ％）（特性カーブに依存）
温度：-２５.０～＋５０.０℃

バーグラフ ９段階（ドライ～ウエット）

分解能 ０.１％、０.１℃

機器精度
木材：±０.２％（ｕ％）（６～３０％で、特性カーブからの偏差）
建材：±０.２％（ｕ％）（特性カーブからの偏差）

仕様基準温度 ２５℃

温度補正 自動又は手動

コネクタ Ｍ６×０.７５ピンホルダー、１９ｍｍピン付属（１２ｍｍピンも使用可）

動作温度・湿度 -５～＋５０℃（凍結なきこと）、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

保管温度 -２５～＋７０℃

素材分類 素材分類の選択上限は８種

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（約１２０時間）

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/１７５ｇ　ＡＢＳ製

測定方式
水分：電気抵抗式（ＤＩＮ ＥＮ１３１８３-２：２００２準拠）
温度：Ｋ熱電対（外部）/ＮＴＣ（内部）

特性カーブ ４９４種の素材特性

測定範囲
水分：０.０～１００.０％（ｕ％）/０.０～５０.０％（ｗ％）（特性カーブに依存）
温度：-４０.０～＋２００.０℃

バーグラフ ９段階（ドライ～ウエット）

分解能 ０.１％、０.１℃

機器精度
木材：±０.２％（ｕ％）（６～３０％で、特性カーブからの偏差）
建材：±０.２％（ｕ％）（特性カーブからの偏差）
温度（外部）：±(０.３℃＋０.５％ｒｄｇ)

温度補正 自動又は手動

コネクタ
ＰＣ接続・アナログ出力：φ３.５ｍｍジャック
プローブ：ＢＮＣ（水分）/ミニチュアプラグ（温度）

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 ０～１Ｖ　スケーリング可能

ロギング機能 インターバル：１０,０００データ、瞬時値：９９データ（ＧＭＨ３８５１のみ）

動作温度 -５～＋５０℃（凍結なきこと）

平均値算出 測定３回の平均値（使用例：業務用燃料薪の測定など）

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（約１２０時間）、ＤＣ１０.５～１２Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/１５５ｇ　ＡＢＳ製

ＧＭＨ３８００シリーズは、外付けプローブで木材、木質チップ、紙、ベニヤ板などの
様々な物質の水分を測定することができる電気抵抗式水分計です。含水比、含
水率の切り替えで両方の要素での測定ができます。建築用の木材、セメント、石
膏ボード、燃焼用の木材、断熱材などさまざまな物質に対応するプローブで適切
な水分測定ができます。

型番 製品名/製品説明

GMH3831 電気抵抗式水分計

GMH3851 電気抵抗式水分計 ロギング機能付き

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GMK38 ＢＮＣ接続ケーブル

　電極等はＰ21をご参照ください。

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK3500 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）、内部ウレタンカット加工済

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

● 外付けプローブでのプロフェッショナルな測定
● ４９４種類の特性カーブ
● 測定完了で値を保持するオートホールド機能

 GMH3810 電気抵抗式⽔分計

４９４種の特性カーブ対応電気抵抗式⽔分計

 GMH3831/3851 電気抵抗式⽔分計

外付けプローブ⽤電気抵抗式⽔分計

特⻑ 特⻑

ご注⽂コード

ご注⽂コード

■テクニカルデータ
■テクニカルデータ

GKK3600

GKK3600

GMK3810

USB3100N

GPAD38

GSOFT3050
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ＢａｌｅＣｈｅｃｋ１５０/２００は、干し草や藁などの水分測定専用の水分計です。
１６％ｕ未満の水分量が 適とされている干し草や藁、または穀物などの保管と
品質管理に、便利に利用できます。
深さ６０ｃｍまでの干し草などに対応できるスリムなステンレス性測定プローブが
セットされており、ＢａｌｅＣｈｅｃｋ２００のプローブには温度センサも付いています。

● 農業や畜産などの分野に 適
● 頑丈なφ１０×６７３ｍｍステンレスロッドプローブ
● 高速温度測定が可能（ＢａｌｅＣｈｅｃｋ２００）

 BaleCheck150/200 ⼲し草および藁⽤⽔分計

⼲し草専⽤⽔分計セット

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ
BaleCheck150 BaleCheck200

測定範囲 ０.０～１００.０％（ｕ％）
水分： ０.０～１００.０％（ｕ％）

０.０～５０.０％（ｗ％）
温度：-４０.０～＋２００.０℃

分解能 ０.１％ ０.１％、０.１℃

特性カーブ 干し草、藁、穀物のほか４９０種類の素材特性

バーグラフ ９段階（ドライ～ウェット）

温度補正 自動（測定器）または手動 自動または手動

ディスプレイ ２段４桁表示液晶ディスプレイ（１２.４×７ｍｍ）

動作温度・湿度 -２５～＋５０℃（測定器）、０～１００℃（ロッド）、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

測定ロッド
Ｖ４Ａステンレス鋼、φ１０×６００ｍｍ、１ｍ
ＢＮＣプラグ接続ケーブル

Ｖ４Ａステンレス鋼、φ１０×６００ｍｍ、１ｍ
ＢＮＣおよびＫタイププラグ接続ケーブル

電源 ９Ｖ乾電池（同梱）、電池寿命約１２０時間

本体ケース ＡＢＳ製、１４２×７１×２６ｍｍ

BaleCheck□-□

１５０： 本体（ＧＭＨ３８３１）、
プローブ（ＧＳＦ４０）、保護バック、電池、取扱説明書

２００： 本体（ＧＭＨ３８３１）、
プローブ（ＧＳＦ４０ＴＦ）、保護バック、電池、取扱説明書

なし：プローブ長６７３ｍｍ
１０００：プローブ長１０００ｍｍ
１５００：プローブ長１５００ｍｍ（ＢａｌｅＣｈｅｃｋ２００のみ）
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水
分

 ⽔分計プローブ

ＢＮＣ接続ケーブル ピンホルダ接続ケーブル 回転ピストン式電極 インパクト電極 ハンドル

GMK38 GMK3810 GHE38 GSE38 GEG91
ＢＮＣ-バナナプラグ×２ケーブル
ケーブル長９０ｃｍ

バナナプラグ×２-ピンホルダアダプタ×
２ケーブル

外部機器無しで電極ピンを対象に入れる
ＧＭＫ３８/３８１０とバナナプラグで接続

ピンを電極に入れて使用
ＧＭＫ３８/３８１０とバナナプラグで接続

ＧＳＥ３８用ハンドル

突き刺し電極 釘 テフロン絶縁釘 測定キャップ 測定ロッド

GSG38 GST91 GST91/40 GST45i GST60i GOK91 GMS300/91
測定チップ・ロッド用ハンドル
ＧＭＫ３８/３８１０とバナナプラグで接続

φ２.５ｍｍ×１２/１６/２３ｍｍ 各３本
φ２.５ｍｍ×４０ｍｍ １０本

φ２.５ｍｍ×４５ｍｍ ２本
φ２.５ｍｍ×６０ｍｍ ２本

表面測定用キャップ
ＧＳＧ３８、ＧＳＥ３８と併用

長さ３００ｍｍ、木質チップ、木毛、紙な
どに（ＧＳＧ３８、ＧＳＥ３８と併用）

測定ピン ワイヤーブラシ電極 ワイヤーブラシ電極（ロング） フラット電極 ペースト

GST15B GST25B GST40B GBSK91 GBSL91 GEF38 GLP91
φ３.８×１５/２５/４０ｍｍ　バナナプラグ
用穴付きチップ
ＧＭＫ３８/３８１０とバナナプラグで接続

深度１００ｍｍまで
ＧＭＫ３８/３８１０とバナナプラグで接続

深度３００ｍｍまで
ＧＭＫ３８/３８１０とバナナプラグで接続

紙、スクリードなどに
ＧＭＫ３８/３８１０とバナナプラグで接続

容量：１００ｍｌ、表面の測定、ブラシ電極
での壁、床などの深さの確認

突き刺しプローブ 突き刺しプローブ

GSF50/GSF50K GSF50TF/GSF50TFK

１０７ｃｍ/４０ｃｍまでの深さの測定用プ
ローブ　１ｍのＢＮＣ接続ケーブル
木質チップ、木毛、干し草など

１０７ｃｍ/４０ｃｍまでの深さの測定用プ
ローブ　１ｍのＢＮＣ接続ケーブル
温度センサ付き
木質チップ、木毛、干し草など

突き刺しプローブ 突き刺しプローブ Ｋ熱電対プローブ

GSF40 GSF40TF GTF38

６０ｃｍまでの深さの測定用プローブ
１ｍのＢＮＣ接続ケーブル
木質チップ、木毛、干し草など

６０ｃｍまでの測定用プローブ
１ｍのＢＮＣ接続ケーブル
温度センサ付き
木質チップ、木毛、干し草など

φ２.２×２５ｍｍチューブ
１ｍケーブル
木材の水分測定に推奨

Ｋ熱電対突き刺しプローブ 校正用テストアダプタ ハードケース

GES38 GPAD38 GKK3500
φ４×１５０ｍｍチューブ
１ｍケーブル
木材の水分測定に推奨

ＧＭＨ３８ｘｘ、ＧＭＲ１１０用
２種類の基準で校正

３９５×２９５×１０６ｍｍ
機器収納用にウレタンを加工済み
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⽔質測定器 ラインアップ

G1400シリーズ GMH3431/3451 GMH5400シリーズ GLMU200/400シリーズ

電極 ２極 ２極/４極 ２極/４極 ２極/４極

測定
範囲

導電率
０～２０００μＳ、２０.００ｍＳ、

１００.０ｍＳ/ｃｍ

０～２００.０μＳ、２０００μＳ、
２０.００ｍＳ、２００.０ｍＳ、

４００ｍＳ/ｃｍ

０～５.０００μＳ、５００.０μＳ、
５０００μＳ、１０００ｍＳ/ｃｍ

０～２００.０μＳ、２０００μＳ、
２０.００ｍＳ、２００.０ｍＳ、

５００ｍＳ/ｃｍ

抵抗率 ０.０１００～０.２０００MΩｃｍ ０.００５～１００.０ｋΩｃｍ ０.００５～５００.０ｋΩｃｍ ０～２０００ｋΩｃｍ

塩分 ０.０～５０.０ｇ/ｋｇ ０.０～７０.０ｇ/ｋｇ ０.０～７０.０ｇ/ｋｇ ０.０～７０.０ｇ/ｋｇ

ＴＤＳ ０～２０００ｍｇ/ℓ ０～１９９９ｍｇ/ℓ ０～５０００ｍｇ/ℓ ０～２００ｇ/ℓ

温度 -５～＋１０５℃ -５～＋１００℃ -５～＋１０００℃ -５～＋１４０℃

大/ 小/
ホールド

〇 〇 〇 －

ロギング機能 － （〇） ＧＭＨ５４５０のみ －

出力 － （〇） ＧＭＨ５４５０のみ
４～２０ｍＡ

０～１/１０ＶＤＣ

防水性 ＩＰ６５ － ＩＰ６５ －

ページ 23 23 24 25

G1500/1501 GMH3500シリーズ GMH5530/5550 GPHU014MP

測定
範囲

ｐＨ ０.００～１４.００ｐＨ ０.００～１４.００ｐＨ -２.０００～＋１６.０００ｐＨ ０.００～１４.００ｐＨ

温度 -５～＋１０５℃ -５～＋１５０℃ -５～＋１５０℃ -３０～＋１５０℃

Ｒｅｄｏｘ － -１９９９～＋２０００ｍＶ -２０００～＋２０００ｍＶ －

ｒＨ － ０～７０ｒＨ ０～７０ｒＨ －

大/ 小/
ホールド

〇 〇 〇 －

ロギング機能 Ｇ１５０１のみ ＧＭＨ３５５１のみ ＧＭＨ５５５０のみ －

出力 － （〇） （〇）
４～２０ｍＡ
０～１０ＶＤＣ

防水性 ＩＰ６５ － ＩＰ６５ －

ページ 26 26 27 27

G1610 GMH3611/3651 GMH5630/5650

センサ ガルバニ電池式 ガルバニ電池式 ガルバニ電池式

測定
範囲

酸素 ０～２０ｍｇ/ℓ ０～７０ｍｇ/ℓ ０～７０ｍｇ/ℓ

飽和酸素 ０～２００％Ｏ２ ０～６００％Ｏ２ ０～６００％Ｏ２

酸素分圧 － ０～１２００ｈＰａ ０～１２００ｈＰａ

温度 － ０～５０℃ ０～５０℃

気圧 － １０～１２００ｈＰａ １０～１２００ｈＰａ

深度 － － ０～４０ｍ

大/ 小
ホールド

〇 〇 〇

ロギング機能 － ＧＭＨ３６５１のみ （〇）

出力 － ＧＭＨ３６５１のみ （〇）

防水性 ＩＰ６５ － ＩＰ６５

ページ 29 29 30

■導電率計ラインアップ

■ｐＨ計ラインアップ

■溶存酸素計ラインアップ
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  G1400シリーズ 防⽔型コンパクト導電率計

Ｇ１４００シリーズはコンパクトで防水タイプの２極式センサ一体型の導電率計です。
Ｇ１４１０はグラファイト製、Ｇ１４２０はステンレス製のシャフトの測定セルが本体と
一体となっています。新しいＧ１０００シリーズの、小型で持ちやすい防水ハウジン
グを使用しています。
水族館、逆浸透フィルタ、冷却プロセス、植物栽培などの用途に 適の１台です。

型番 製品名/製品説明

G1410 防水型コンパクト導電率計（グラファイト製センサ）

G1420 防水型コンパクト導電率計（ステンレス製センサ）

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GKL100 導電率標準液　１４１３μＳ/ｃｍ　１００ｍℓ

GKL101 導電率標準液　８４μＳ/ｃｍ　８０ｍℓ

GKL102 導電率標準液　５０μＳ/ｃｍ　１００ｍℓ

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

⼩型のプローブ⼀体型防⽔導電率計

● ＩＰ６７の防水防塵性
● １０００時間以上の電池寿命
● 温度センサ内蔵プローブ一体型
● オートレンジ

G1410 G1420
測定要素 導電率、塩分、ＴＤＳ、温度 導電率、抵抗率、温度

測定
範囲

導電率
０～２０００μＳ/ｃｍ

０.００～２０.００ｍＳ/ｃｍ
０.０～１００.０ｍＳ/ｃｍ

０.０００～２.０００μＳ/ｃｍ
０.００～２０.００μＳ/ｃｍ
０.０～１００.０μＳ/ｃｍ

抵抗率 －
０.０１００～０.２０００ＭΩｃｍ

０.０１０～２.０００ＭΩｃｍ
０.０１～２０.００ＭΩｃｍ

ＴＤＳ ０～２０００ｍｇ/ℓ －

塩分 ０.０～５０.０ｇ/ｋｇ －

温度 -５.０～＋１０５.０℃

精度
導電率 ±０.５％ｒｄｇ±０.５％ｆ.ｓ. ±１％ｒｄｇ±０.５％ｆ.ｓ.

温度 ±０.３℃

温度補正
ｏｆｆ：補正無し、ｎＬＦ：非リニアＥＮ２７８８８準拠、

ＬＩＮ：係数によるリニア補正（Ｇ１４２０）、
ＮＬｎ：弱塩化ナトリウム溶液においてＥＮ６０７４６-３準拠（Ｇ１４２０）

測定セル

本体一体型２極式温度センサ内蔵測定セルφ１２ｍｍ

２極式測定セルφ１２ｍｍ（グラファイト）
ケーブル長１.２ｍ

２極式測定セルφ１２ｍｍ（ステンレス鋼
１.４４０４、１.４４３５）　ケーブル長１.２ｍ

機能 オートレンジ、自動温度補正、 大/ 小値、ホールド、オートパワーオフ

電源 単３乾電池×２（１０００時間以上）

保護等級 ＩＰ６５/ＩＰ６７

本体寸法・重量
１０８×５４×２８ｍｍ（センサ無し）　ＡＢＳ製

１８０ｇ ２１０ｇ

  GMH3431/3451 導電率計

ＧＭＨ３４３１/ＧＭＨ３４５１はプローブ一体型で２極式/４極式の導電率計です。
測定レンジが広く、ＧＭＨ３４３１は２００ｍＳ/ｃｍ、ＧＭＨ３４５１は４００ｍＳ/ｃｍのレ
ンジで純水の他、多岐の用途に使用できます。導電率の高いアルコール、油など
の有機物の測定には、白金電極のＬＴＧオプションプローブの１０００μＳ/ｃｍモデ
ルもあります。

プローブ⼀体型導電率計

● 温度センサ内蔵プローブ一体型
● ロギング機能（ＧＭＨ３４５１のみ）

型番 製品名/製品説明

GMH3431 導電率計（２極式）

GMH3451 導電率計（４極式）

GMH3431-LTG 導電率計（２極式白金電極、ガラスシャフト）１０００μＳ/ｃｍ

GMH3451-LTG 導電率計（２極式白金電極、ガラスシャフト）１０００μＳ/ｃｍ

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GKL100 導電率標準液　１４１３μＳ/ｃｍ　１００ｍℓ

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

測定
範囲

導電率

０.０～２００.０μＳ/ｃｍ
０～２０００μＳ/ｃｍ
０.００～２０.００ｍＳ/ｃｍ
０.０～２００.０ｍＳ/ｃｍ
０～４００ｍＳ/ｃｍ（ＧＭＨ３４５１のみ）

抵抗率 ０.００５～１００.０ｋΩｃｍ

ＴＤＳ ０～１９９９ｍｇ/ℓ

塩分 ０.０～７０.０ｇ/ｋｇ

温度 -５.０～＋１００.０℃

精度
導電率 ±(０.５％ｒｄｇ＋０.３％ｆ.ｓ.)もしくは±２μＳ/ｃｍ

温度 ±(０.３Ｋ＋０.２％ｒｄｇ)

セル補正 ０.８００～１.２００ｃｍ-１で調整可能。手動、または標準液による自動補正

温度補正
自動またはｏｆｆ温度センサ内蔵電極により
ｏｆｆ：補正無し、ｎＬＦ：非リニアＥＮ２７８８８準拠、
ＬＩＮ：係数によるリニア補正０.３～３.０％Ｋ

測定セル
導電率測定セル、シャフト内に温度センサ内蔵、電極素材：グラファイト、シャフト
素材：ＰＰＥ、ＰＳ（ＧＭＨ３４３１）/エポキシド（ＧＭＨ３４５１）
ＧＭＨ３４３１：２極/ＧＭＨ３４５１：４極

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：φ３.５ｍｍジャック

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 ＧＭＨ３４５１のみ インターバル：１０,０００データ、瞬時値：１,０００データ

機能
共通：塩分測定、ＴＤＳ測定、 大/ 小値、ホールド、オートパワーオフ
ＧＭＨ３４５１のみ：アナログ出力、４極測定セル、ロギング機能

動作温度・湿度
本体：-２５～＋５０℃、０～９５％ＲＨ
測定セル：-５～＋８０℃（常時） 大＋１００℃（短時間）０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（約１５０時間）またはＤＣ１２～１０.５Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/約２３０ｇ　ＡＢＳ製

特⻑ 特⻑

ご注⽂コード
ご注⽂コード

■テクニカルデータ

■テクニカルデータ

GKK252
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  GMH5400シリーズ 防⽔型導電率計

ＧＭＨ５４３０/ＧＭＨ５４５０は電極交換タイプ大型二段表示ディスプレイを備え
た防水型導電率計です。用途に合わせて４種類の電極が選択できます。オート
ホールド機能で測定が安定したときの値を自動でホールドすることもできます。
ＧＭＨ５４５０はロギング機能、電圧出力を備えており、モニタリングなどにも使用
できます。

型番 製品名/製品説明

GMH5430 防水型導電率計

GMH5450 防水型導電率計（ロギング機能付き）

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GKL100 導電率標準液

USB5100 ４極バヨネット-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG5000 ４極バヨネット-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

電極交換タイプの防⽔型導電率計

● ＩＰ６７の防水・防塵性
● 大/ 小値、自動ホールド表示機能
● ディスプレイバックライト
● １０,０００データロギング機能（ＧＭＨ５４５０）

GMH5430 GMH5450

測定範囲

小範囲：０.０００～５.０００μＳ/ｃｍ＊または０.０～５００.０μＳ/ｃｍ＊＊

大範囲：０～５０００μＳ/ｃｍ＊または０～１０００ｍＳ/ｃｍ＊＊

抵抗率：０.００１０～５００.０ｋΩｃｍ（セル定数に依存）
ＴＤＳ：０～５０００ｍｇ/ℓ（セル定数に依存）
塩分濃度：０.０～７０.０（塩分ｇ/水ｋｇ）
温度：-５.０～＋１００.０℃　Ｐｔ１０００またはＮＴＣ１０ｋ

対応セル定数
４.０００～１５.０００/ｃｍ、０.４０００～１.５０００/ｃｍ
０.０４０００～０.１５０００/ｃｍ、０.００４０００～０.０１５０００/ｃｍ

精度 導電率：±(０.５％ｒｄｇ＋０.１％ｆ.ｓ.)（電極により）、温度：±０.２Ｋ

温度補正
自動、オフ（温度センサ内蔵電極）、ｎＬＦ：ＥＮ２７８８８によるカーブ
ＬＩＮ：係数によるリニア補正、ＯＦＦ：温度補正無し

アナログ出力 － ０～１Ｖ スケーリング可能 分解能１３ビット

コネクタ
プローブ：７極バヨネットコネクタ
ＰＣ接続、アナログ出力、外部電源：４極バヨネットコネクタ

接続ケーブル ＰＣ接続、外部電源：ＵＳＢ５１００、アナログ出力：ＡＡＧ５０００

ロギング機能 －
インターバル：１０,０００データ

マニュアル：１,０００データ

動作温度・湿度 -２５～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

保管温度 -２５～＋７０℃

保護等級 ＩＰ６５/ＩＰ６７

電源 単４乾電池×２（約１６０時間）、ＵＳＢ５１００

本体寸法・重量 １６０×８６×３７ｍｍ/約２５０ｇ　ＡＢＳ製

ステンレス鋼導電率電極 ガラス/白金導電率電極

LF200RW LF210

測定範囲
導電率：０～２００μＳ/ｃｍ

温度：-５～＋１００℃
導電率：０～１０００μＳ/ｃｍ

温度：-５～＋１００℃

セル定数 Ｋ＝約０.１ Ｋ＝約１

温度測定 サーミスタ（ＮＴＣ１０ｋΩ） サーミスタ（ＮＴＣ１０ｋΩ）

シャフト φ１２×７５ｍｍ　ステンレス鋼 φ１２×１２０ｍｍ　ガラス

電極 ２電極式 ２電極式/白金

用途 純水、超純水 アルコール、燃料、重油

ケーブル長 １ｍ １ｍ

４電極式グラファイト電極 ４電極式グラファイト電極

LF400 LF425

測定範囲
導電率：０～２００μＳ/ｃｍ

温度：０～＋１００℃
導電率：０～１０００ｍＳ/ｃｍ

温度：-１０～＋８０℃

セル定数 Ｋ＝約０.５５ Ｋ＝約０.４２

温度測定 サーミスタ（ＮＴＣ１０ｋΩ） Ｐｔ１０００

シャフト φ１２×１２０ｍｍ　エポキシ φ１６×１４５ｍｍ　ＰＶＣ-Ｃ

電極 ４電極式　グラファイト ４電極式　グラファイト

用途 汎用的、低コスト 高精度、ハイエンドクラス

ケーブル長 ２ｍ １ｍ

ハードケース 絶縁インターフェースケーブル

GKK3600 USB5100
その他 ３９５×２９５×１０６ｍｍ ４極バヨネット-ＵＳＢケーブルアダプタ

ＰＣソフトウェア

GSOFT3050
その他 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

１４１３μＳ/ｃｍ ８４μＳ/ｃｍ ５０ｍＳ/ｃｍ

GKL100 GKL101 GKL102
容量 １００ｍℓ ２５０ｍℓ １００ｍℓ

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

■測定電極

■導電率計アクセサリ

＊セル定数０.０１/ｃｍ　＊＊セル定数０.１～１.２/ｃｍ（標準）　※使用電極により。

GKL100 GKK3600 GSOFT3050

  プローブ＆アクセサリ
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  GLMU200/400シリーズ 導電率トランスミッタ

ＧＬＭＵ２００/４００はディスプレイ付きで、現場でスケーリングやセル定数などの
設定変更ができるコンパクトな導電率トランスミッタです。９種類の測定電極から
用途に合った 適な電極が選択できます。

電極交換タイプの導電率トランスミッタ

● ボタン操作でスケール変更可能
● コンパクトな測定電極
● 内蔵温度センサで自動温度補正
● ディスプレイ付き

GLMU400MP GLMU200MP GLMU200MP-RW

測定
範囲

導電率

０.０～２００.０μＳ/ｃｍ
０～２０００μＳ/ｃｍ

０.００～２０.００ｍＳ/ｃｍ
０.０～２００.０ｍＳ/ｃｍ

０～５００ｍＳ/ｃｍ

０.０～２００.０μＳ/ｃｍ
０～２０００μＳ/ｃｍ

０.００～２０.００ｍＳ/ｃｍ
０.０～２００.０ｍＳ/ｃｍ

０.０～２００.０μＳ/ｃｍ
０.００～２０.００μＳ/ｃｍ

抵抗率

０.０～２００.０ｋΩｃｍ
０.００～２０.００ｋΩｃｍ

１～５０００Ωｃｍ
１.０～５００.０Ωｃｍ

１.００～５０.００Ωｃｍ

５.０～１００.０ｋΩｃｍ
０.５０～１０.００ｋΩｃｍ

５０～１０００Ωｃｍ
５.０～１００.０Ωｃｍ

０～２００ｋΩｃｍ
０～２０００ｋΩｃｍ

ＴＤＳ

０.０～２００.０ｍｇ/ℓ
０～５００.０ｍｇ/ℓ
０～２０００ｍｇ/ℓ
０.０～２０.０ｇ/ℓ
０～２００ｇ/ℓ

０.０～２００.０ｍｇ/ℓ
０～２０００ｍｇ/ℓ

０.０～２００.０ｍｇ/ℓ
０.００～２０.００ｍｇ/ℓ

塩分 ０.０～７０.０（ＰＳＵ） ０.０～７０.０（ＰＳＵ） －

温度 -５.０～＋１４０.０℃（電極の温度範囲に依存）

測定セル ４電極式 ２電極式 ２電極式

精度
導電率 ±(０.５％ｒｄｇ＋０.３ｆ.ｓ.) ±(１％ｒｄｇ＋０.３ｆ.ｓ.)

温度 ±(０.２℃＋１ｄｉｇｉｔ)

セル定数 Ｋ＝０.３０～１.２０ Ｋ＝０.０３～０.１２

出力信号
４～２０ｍＡ（２線式-標準）：ＲＡ［Ω］≦（ＵＶ［Ｖ］-１２Ｖ）/０.０２Ａ

０～１Ｖ、０～１０Ｖ（３線式-オプション）：ＲＬ＞３０００Ω

温度補正
Ｏｆｆ：補正無し、ＬＩＮ：係数によるリニア補正、

ｎＬＦ：天然水非直線関数（ＥＮ２７８８８）、塩分中：ＩＯＴ後自動

逆接保護 ５０Ｖ永久保護

電気的絶縁 入力を電気的に絶縁

動作温度 -２５～＋５０℃（トランスミッタ）/０～８０℃（セル）

保管温度 -２５～＋７０℃

保護等級 ＩＰ６５

電源 ４～２０ｍＡ出力用：ＤＣ１２～３０Ｖ、０～１０Ｖ出力用：ＤＣ１８～３０Ｖ

本体寸法 ８２×８０×５５ｍｍ　ＡＢＳ製

GLMU200MP-TR GLMU400MP-SW
温度 -５～＋８０℃ -５～＋８０℃

セル定数 Ｋ＝１.０ Ｋ＝０.５５

電極 ２電極式グラファイト ４電極式グラファイト

ケーブル長 １ｍ １ｍ

GLMU200MP-RW GLMU200MP-LTG
温度 -５～＋８０℃ -１０～＋８０℃

セル定数 Ｋ＝０.１ Ｋ＝１.０

電極 ４電極式ステンレス鋼 ２電極式ガラス/白金

ケーブル長 １ｍ １ｍ

GLMU200MP-TRP GLMU400MP-SWP
温度 ０～６０℃ ０～６０℃

セル定数 Ｋ＝０.９ Ｋ＝０.４

電極 ２電極式グラファイト ４電極式グラファイト

ケーブル長 ５ｍ ５ｍ

GLMU200MP-RWP
温度 -１０～＋１００℃

セル定数 Ｋ＝０.１

電極 ２電極式ステンレス鋼

ケーブル長 ５ｍ

GLMU200MP-TR-PG GLMU400MP-SW-PG
温度 -５～＋８０℃ -５～＋８０℃

セル定数 Ｋ＝１.０ Ｋ＝０.５５

電極 ２電極式グラファイト ４電極式グラファイト

ケーブル長 １ｍ １ｍ

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

■測定電極

GLMU□00MP-□-□-□-□
出力：Ａ１＝４～２０ｍＡ、ＡＶ１０＝０～１０Ｖ、ＡＶ１＝０～１Ｖ

２００用プローブ：ＴＲ、ＴＲＰ、ＬＴＧ、ＲＷ、ＲＷＰ
４００用プローブ：ＳＷ、ＳＷＰ

モデル：２＝２００、４＝４００

オプション：空白＝なし、ＰＧ＝ＰＧネジ

ケーブル長：Ｌ１＝１ｍ、Ｌ２＝２ｍ、Ｌ３＝３ｍ、Ｌ５＝５ｍ
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  G1500/1501　防⽔型コンパクトpH計

Ｇ１５００/１５０１は手のひらサイズの小型防水ｐＨ計です。大型のディスプレイを採
用し、視認性に優れ、電池寿命も３０００時間以上の長寿命です。Ｇ１５０１はｐＨ
電極以外に温度センサの入力があり、ｐＨ、温度、Ｒｅｄｏｘの測定ができます。接
続はＢＮＣコネクタで、用途に合わせて電極を交換できます。

型番 製品名/製品説明

G1500-GL 防水型コンパクトｐＨ計

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

G1500 防水型コンパクトｐＨ計 電極セット

　同梱品：本体、電極（ＧＥ１１４-ＷＤ）、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

G1500-SET 防水型コンパクトｐＨ計フルセット

　同梱品： 本体、電極（ＧＥ１１４-ＷＤ）、電池、測定・校正キット（ＧＡＫ１４００）、
ハードケース（ＧＫＫ１００１）、工場出荷検査書、取扱説明書

G1501-GL 温度・Ｒｅｄｏｘセンサ入力付き防水型コンパクトｐＨ計

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

G1501 温度・Ｒｅｄｏｘセンサ入力付き防水型コンパクトｐＨ計 電極セット

　同梱品：本体、電極（ＧＥ１１４-ＷＤ）、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

G1501-SET 温度・Ｒｅｄｏｘセンサ入力付き防水型コンパクトｐＨ計 フルセット

　同梱品： 本体、電極（ＧＥ１１４-ＷＤ）、電池、温度プローブ（ＧＦ１Ｔ-Ｔ３-Ｂ-ＢＳ ３ｍｍ）、
ＧＰＨ４.０/５、ＧＰＨ７.０/５、ＧＰＦ１００×２、工場出荷検査書、取扱説明書

PHL4 緩衝液　ｐＨ４.０１　＠２５℃　２５０ｍℓ

PHL7 緩衝液　ｐＨ７.００　＠２５℃　２５０ｍℓ

PHL10 緩衝液　ｐＨ１０.０１　＠２５℃　２５０ｍℓ

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

⼿のひらサイズの防⽔型ｐＨ計

● ＩＰ６７の防水防塵性
● ３０００時間以上の電池寿命
● 大/ 小値、自動ホールド表示機能
● オートパワーオフ機能
● 温度、Ｒｅｄｏｘ測定（Ｇ１５０１）

G1500 G1501

測定
範囲

ｐＨ ０.００～１４.００ｐＨ ０.００～１４.００ｐＨ

温度 － -５.０～＋１０５.０℃

Ｒｅｄｏｘ －
-１５００～＋１５００ｍＶ
-１２９３～＋１７０７ｍＶＨ

分解能 ０.０１ｐＨ ０.０１ｐＨ

精度

ｐＨ ±（０.０２ｐＨ＋１ｄｉｇｉｔ） ±（０.０２ｐＨ＋１ｄｉｇｉｔ）

温度 － ±（０.２℃＋１ｄｉｇｉｔ）

Ｒｅｄｏｘ － ±（０.１％ｆ.ｓ.＋１ｄｉｇｉｔ）

電極接続 ｐＨ：ＢＮＣ 温度：バナナジャック、ｐＨ：ＢＮＣ

動作温度 -２０～＋５０℃

電源 単３乾電池×２（３０００時間）

本体寸法・重量 １０８×５４×２８ｍｍ/１３０ｇ　ＡＢＳ製

  GMH3500シリーズ pH/Redox/温度計

ＧＭＨ３５００シリーズはＲｅｄｏｘ、温度測定が可能なｐＨ計です。Ｐｔ１０００温度プ
ローブで自動温度補正を行うことができます。３機種ともにＰＣ接続機能、０～１Ｖ
アナログ出力を備え、外部電源も使用できるため、長期連続測定も可能です。ｐ
Ｈ電極は用途に合わせて７種類ラインアップしています。

多機能ｐＨ/Ｒｅｄｏｘ/温度計

● Ｐｔ１０００温度プローブ対応
● バッファー液での自動校正
● ０～１Ｖアナログ出力スケーリング、およびロギング機能（ＧＭＨ３５５１のみ）

型番 製品名/製品説明

GMH3511 ｐＨ/Ｒｅｄｏｘ計

GMH3531 ｐＨ/Ｒｅｄｏｘ計　ｒＨ測定付き

GMH3551 ｐＨ/Ｒｅｄｏｘ計　ロギング機能付き

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GE1xx ｐＨ電極（Ｐ28参照）

GF1T-T3-B-BS Ｐｔ１０００温度プローブ（バナナジャック）

GMH55ES プローブセット（ＧＥ１００電極、ＧＦ１Ｔ-Ｔ３-Ｂ-ＢＳ温度センサ、
ＧＫＫ３５００ハードケース、ＧＡＫ１４００校正セット）

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK3500 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

GMH3511 GMH3531 GMH3551

測定
範囲

ｐＨ ０.００～１４.００ｐＨ

温度 -５.０～＋１５０.０℃

Ｒｅｄｏｘ -１９９９～＋２０００ｍＶ

ｒＨ － ０.０～７０.０ｒＨ

精度

ｐＨ ±０.０１ｐＨ

温度 ±０.２℃

Ｒｅｄｏｘ ±０.１％ｆ.ｓ.

ｒＨ － ±０.１ｒＨ

校正 ２点校正 １,２,３点校正

コネクタ
ＰＣ接続・アナログ出力：φ３.５ｍｍジャック

プローブ：ＢＮＣ（ｐＨ・Ｒｅｄｏｘ）/バナナジャック（温度）

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 ０～１Ｖ ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 ＧＭＨ３５５１のみ インターバル：１０,０００データ、瞬時値：１,０００データ

機能 自動温度補正、ｐＨ校正、 大/ 小値、ホールド、オートパワーオフ

動作温度 ０～５０℃

保管温度 -２０～＋７０℃

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（約３００時間）またはＤＣ１０.５～１２Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/約１７０ｇ　ＡＢＳ製

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

GKK252 GKK3500 GSOFT3050

※その他の測定電極についてはＰ28を参照
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  GMH5530/5550 防⽔型pH/Redox計

ＧＭＨ５５３０/５５５０は大型二段表示ディスプレイを備えた、高精度、高分解能
（０.００１ｐＨ）の防水型ｐＨ/Ｒｅｄｏｘ計です。ＰＣソフトウェア対応、電池寿命１０００
時間で、長時間の実験にも使用できます。ＩＰ６５/６７防水仕様で実験から水族
館や品質保証など様々な場所で測定が可能です。ｐＨ電極は用途に合わせて７
種類ラインアップしています。

型番 製品名/製品説明

GMH5530 防水型ｐＨ/Ｒｅｄｏｘ計

GMH5550 防水型ｐＨ/Ｒｅｄｏｘ計　ロギング機能付き

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GE1xx ｐＨ電極（Ｐ28参照）

USB5100 ４極バヨネット-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG5000 ４極バヨネット-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

ＩＰ６５/６７防⽔型ｐＨ・Ｒｅｄｏｘ測定器

● 大/ 小値、自動ホールド表示機能
● 自動温度補正
● ３点校正
● ０～１Ｖアナログ出力（ＧＭＨ５５５０）
● ロギング機能（ＧＭＨ５５５０）

GMH5530 GMH5550

測定
範囲

ｐＨ -２.０００～＋１６.０００ｐＨ

Ｒｅｄｏｘ/ｍＶ -１９９９.９～＋１９９９.９ｍＶ

温度 -５.０～＋１５０.０℃

ｒＨ ０.０～７０.０ｒＨ

精度

ｐＨ ±０.００５ｐＨ

Ｒｅｄｏｘ/ｍＶ ±０.０５％ｆ.ｓ.

温度 ±０.２％（-５.０～＋１００.０℃内の範囲で）

ｒＨ ±０.１ｒＨ

コネクタ
ＰＣ接続・アナログ出力：４極バヨネットコネクタ

プローブ：ＢＮＣ（ｐＨ・Ｒｅｄｏｘ）/バナナジャック（温度）

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ５１００、アナログ出力：ＡＡＧ５０００

アナログ出力 － ０～１Ｖ　±０.０５％

ロギング機能 －
インターバル：１０,０００データ

瞬時値：１,０００データ

ｐＨ校正 自動、手動、１、２、３点校正

機能 大/ 小値、ホールド、自動ホールド、オートパワーオフ

保護等級 ＩＰ６５/ＩＰ６７

電源 単４乾電池×２（１０００時間）

本体寸法・重量 １６０×８６×３７ｍｍ/約２５０ｇ　ＡＢＳ製

  GPHU014MP-BNC pHトランスミッタ

ＧＰＨＵ０１４ＭＰは小型のｐＨ測定用トランスミッタです。現場で測定値を確認で
きるディスプレイ付です。出力信号は電流４～２０ｍＡまたは電圧０～１０Ｖから選
択できます。
センサは用途に合わせて７種類ラインアップしています。

ｐＨトランスミッタ

● 自動・手動温度補正
● Ｐｔ１０００温度プローブ対応
● センサ入力と電源の電気的絶縁

測定範囲 ０.００～１４.００ｐＨ

精度 ０.０２ｐＨ±１ｄｉｇｉｔ

出力信号
４～２０ｍＡ（２線式-標準）：ＲＡ［Ω］≦（ＵＶ［Ｖ］-１２Ｖ）/０.０２Ａ
０～１０Ｖ（３線式-オプション）：ＲＬ＞３ｋΩ

入力インピーダンス １０ＴΩ

接続 ｐＨ：ＢＮＣ/温度：バナナジャック

温度補正 -３０～＋１５０℃（手動）または外部Ｐｔ１０００センサで自動

動作温度 ０～５０℃

保管温度 -２０～＋７０℃

保護等級 ＩＰ６５

電源 ４～２０ｍＡ出力用：ＤＣ１２～３０Ｖ、０～１０Ｖ出力用：ＤＣ１８～３０Ｖ

本体寸法 ８２×８０×５５ｍｍ　ＡＢＳ製

型番 製品名/製品説明

GE1xx ｐＨ電極（Ｐ28参照）

GTF2000-B-WD Ｐｔ１０００防水温度プローブ（バナナジャック）

GAK1400 校正セット

特⻑
特⻑

ご注⽂コード

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

■テクニカルデータ

GPHU014MP-BNC□□
測定範囲：空白＝標準、ＭＢ＝指定

出力：Ａ１＝４～２０ｍＡ、Ｖ２＝０～１０Ｖ

GKK3600 GSOFT3050
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GE100 GE101 GE108 GE114 GE117 GE135 GE173
測定範囲 ０～１４ｐＨ ２～１１ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ ０～１４ｐＨ

動作温度 ０～８０℃ ０～６０℃ ０～８０℃ ０～６０℃ ０～８０℃ ０～８０℃ ０～８０℃

導電率 ＞１００μＳ/ｃｍ ＞１００μＳ/ｃｍ ＞１００μＳ/ｃｍ ＞２００μＳ/ｃｍ ＞１００μＳ/ｃｍ ＞１５０μＳ/ｃｍ ＞５０μＳ/ｃｍ

温度測定 － － － － 内蔵Ｐｔ１０００ 内蔵Ｐｔ１０００ －

防水 － － － 〇 － 〇 －

耐圧 － － ６００ｋＰａ － ６００ｋＰａ ５００ｋＰａ ６００ｋＰａ

電解液 ３ｍｏｌ/ℓ ＫＣｌ ３ｍｏｌ/ℓ ＫＣｌ ゲル電解液 ゲル電解液 ゲル電解液 ゲル電解液 ゲル電解液

ケーブル長 １ｍ＊ １ｍ＊ ２ｍ＊ １ｍ ２ｍ＊ １ｍ＊ １ｍ＊

コネクタ
ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、Ｓ７、
バラ線

防水ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、
４ｍｍバナナプラグ

防水ＢＮＣ、
４ｍｍバナナプラグ

ＢＮＣ、Ｓ７、
バラ線

固定ネジ － － ＰＧ１３.５ － ＰＧ１３.５ － ＰＧ１３.５

シャフト
ＴＹＲＩＬ樹脂
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ガラス
φ１２/６ｍｍ
×１２０ｍｍ

ＰＳＵ
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

エポキシ
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ＰＳＵ
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ＰＣ
φ１２ｍｍ

×１３０ｍｍ

ガラス
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

 プローブ＆アクセサリ

＊ 長５ｍまでケーブル長の変更が可能です。

GR105 GR175
測定範囲 ±２０００ｍＶ ±２０００ｍＶ

動作温度 ０～８０℃ ０～８０℃

導電率 ＞１００μＳ/ｃｍ ＞１００μＳ/ｃｍ

温度測定 － －

防水 － －

耐圧 － ６００ｋＰａ

ケーブル長 １ｍ －

コネクタ
ＢＮＣ、
バラ線

ＢＮＣ、Ｓ７、
バラ線

固定ネジ － ＰＧ１３.５

シャフト
ＴＹＲＩＬ樹脂
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

ガラス
φ１２ｍｍ

×１２０ｍｍ

GE100 GE101 GE108 GE114 GE117 GE135 GE173 GR105 GR175
汚水 〇

水槽水 〇 〇 〇 〇 〇 〇

土壌テスト 〇

乳状液 〇

現場測定 〇 〇 〇 〇 〇

養殖場 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

電解槽 〇 〇

飲料 〇 〇 〇 〇

低イオン媒体 〇

食品 〇

海水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

プロセス測定 〇 〇

薬化学 〇 〇

プール 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

懸濁液 〇 〇

飲料水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

水性ラッカー 〇

■⽤途ごとの最適な電極

型番： GF1T-T3-B-BS
センサ： Ｐｔ１０００クラスＢ

測定範囲： -７０～＋２５０℃

サイズ： φ３×１００ｍｍシース、１ｍケーブル

応答時間： 水流０.４ｍ/ｓ：２秒以下

型番： GMH55ES
内容： ＧＥ１００ｐＨ電極

ＧＦ１Ｔ-Ｔ３-Ｂ-ＢＳ温度プローブ
ＧＫＫ３５００ハードケース
ＧＡＫ１４００校正セット

型番： GAK1400
内容： 緩衝液カプセル各５個

（ｐＨ４.０、７.０、１０.０）
１００ｍℓボトル×３（ＧＰＦ１００）
３ｍｏｌ電解液×３（ＫＣＬ３Ｍ）
クリーニング液（ＧＲＬ１００）

■ｐＨ電極

■Ｒｅｄｏｘ電極

■温度プローブ ■アクセサリーセット ■校正セット
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Ｇ１６１０は手のひらサイズで長電池寿命の小型の防水型溶存酸素計です。見や
すい三段表示、バックライト付ディスプレイを備えています。片手で持つことができ、
防水性も高く、ケーブル長４ｍのオプションもあり、校正も簡単です。河川湖、排水、
養殖場、農業などのフィールドでの使用にも適しています。

型番 製品名/製品説明

G1610 防水型コンパクト溶存酸素計　２ｍケーブル

G1610-L04 防水型コンパクト溶存酸素計　４ｍケーブル

　同梱品：本体、電池、予備メンブレンヘッド、ＫＯＨ予備電解液、取扱説明書

GWOK02 予備メンブレンヘッド

KOH100 予備電解液　１００ｍℓ

GSKA3600 ＰＶＣ保護キャップ　水深測定用

GSKA3610 赤真鍮キャップ　水深測定用

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

● プローブ一体型
● 大/ 小値、ホールド表示機能
● 大気での簡単校正
● ３０００時間の長寿命バッテリー

ＧＭＨ３６１１/３６５１は気圧センサ内蔵、電極ケーブルは 長３０ｍの溶存酸素
計です。センサの推奨流速は０.３ｍ/ｓ以上。温度・気圧補正は自動、塩分補正
は手動で行います。ＧＭＨ３６５１はアナログ出力とロギング機能を備えています。

● ガルバニ電池式センサ、温度・気圧自動補正、塩分手動補正
● ＰＣソフトウェア対応（要ＵＳＢ３１００Ｎアダプタ、ソフトウェア）
● アナログ出力・アラーム・ロギング機能（ＧＭＨ３６５１）

型番 製品名/製品説明

GMH3611 溶存酸素計

GMH3611-L10 溶存酸素計　１０ｍケーブル

GMH3611-L30 溶存酸素計　３０ｍケーブル

GMH3651 溶存酸素計　ロギング機能付き

GMH3651-L10 溶存酸素計　ロギング機能付き　１０ｍケーブル

GMH3651-L30 溶存酸素計　ロギング機能付き　３０ｍケーブル

　同梱品：本体、電池、予備メンブレンヘッド、ＫＯＨスペア電解液、取扱説明書

GWO3600-L04 予備センサ　４ｍケーブル

GWO3600-L10 予備センサ　１０ｍケーブル

GWO3600-L30 予備センサ　３０ｍケーブル

GWOK01 予備メンブレンヘッド

GSKA3600 ＰＶＣ保護キャップ　水深測定用

GSKA3610 赤真鍮キャップ　水深測定用

GCAL3610 校正ボトル

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

センサ ガルバニ電池式

測定範囲
溶存酸素：０.０～２０.０ｍｇ/ℓ（ｐｐｍ）
飽和酸素濃度：０～２００％Ｏ２

温度：０.０～５０.０℃

精度
溶存酸素：±(０.２ｍｇ/ℓ＋１.５％ｒｄｇ)
飽和酸素濃度：±(２％＋１.５％ｒｄｇ)
温度：±０.３℃

応答速度Ｔ９０ １０秒

温度補正 内蔵温度センサにより自動（０～５０℃）

圧力補正 気圧の手動入力で補正（通常不要）

塩分補正 手動入力で補正

保護等級 ＩＰ６５/ＩＰ６７

動作条件
本体：-２０～＋５０℃、０～９５％ＲＨ
センサ：０～４０℃、 大圧力３００ｋＰａ（水深３０ｍ）まで

電源 単３乾電池×２（３０００時間）

本体寸法・重量 １０８×５４×２８ｍｍ/約２４０ｇ（センサ含む）　ＡＢＳ製

GMH3611 GMH3651

測定
範囲

溶存酸素 ０.００～７０.００ｍｇ/ℓ（ｐｐｍ）

飽和酸素濃度 ０.０～６００.０％Ｏ２

酸素分圧 ０～１２００ｈＰａＯ２ －

温度 ０.０～５０.０℃

絶対圧 １０～１２００ｈＰａ ３００～５０００ｈＰａ

精度

溶存酸素
±(０.２ｍｇ/ℓ＋１.５％ｒｄｇ)（０～２５ｍｇ/ℓ）

±(０.３ｍｇ/ℓ＋２.５％ｒｄｇ)（２５～７０ｍｇ/ℓ）

温度 ±(０.１℃＋１ｄｉｇｉｔ)

圧力 ±３ｈＰａまたは±０.１％ｒｄｇの大きい方

応答速度Ｔ９０ １０秒

コネクタ
ＰＣ接続・アナログ出力（ＧＭＨ３６５１のみ）：φ３.５ｍｍジャック

プローブ：ミニＤＩＮ

圧力補正用ポート 内径φ４ｍｍ/６ｍｍチューブ用タケノコポート（ＧＭＨ３６５１のみ）

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 － ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 インターバル：１０,０００データ、瞬時値：１,０００データ（ＧＭＨ３６５１のみ）

機能
共通：温度補正、気圧補正、塩分補正（手動）、校正周期通知、

大/ 小値、ホールド、オートパワーオフ
ＧＭＨ３６５１のみ：２段階アラーム

動作条件 センサ：０～４０℃、 大３００ｋＰａまで、流量は 小３０ｃｍ/ｓから

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（５００時間）、ＤＣ１０.５～１２Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/約３００ｇ　ＡＢＳ製

 G1610 防⽔型溶存酸素計

⼿のひらサイズの防⽔型溶存酸素計

  GMH3611/3651 溶存酸素計

機能性に富んだ溶存酸素計

特⻑
特⻑

ご注⽂コード

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

■テクニカルデータ

GSKA3600 GSKA3610
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ＧＭＨ５６３０/５６５０はシリコン保護カバー付きの防水型溶存酸素計です。下水
道、井戸水、浄水施設の他、厳しい環境での用途でも、防水性と、シリコンプロテ
クターで対応できます。本体の内蔵圧力センサで気圧補正を、電極の温度セン
サで温度補正を自動で行います。塩分補正は手動入力で行うことができます。Ｇ
ＭＨ５６５０はロギング機能があり、１０００時間の電池駆動で、フィールドでの記録
も行うことができます。

型番 製品名/製品説明

GMH5630-L02 防水溶存酸素計　２ｍケーブル

GMH5630-L10 防水溶存酸素計　１０ｍケーブル

GMH5650-L02 防水溶存酸素計　ロギング機能付き　２ｍケーブル

GMH5650-L10 防水溶存酸素計　ロギング機能付き　１０ｍケーブル

　同梱品：本体、電池、ＧＷＯ５６１０電極、工場出荷検査書、取扱説明書

GSKA3600 ＰＶＣ保護キャップ　水深測定用

GSKA3610 赤真鍮保護キャップ　水深測定用

GCAL3610 校正ボトル

GAS5610 ワークセット（予備メンブレンキャップ×３、１００ｍℓ電解液）

USB5100 ４極バヨネット-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG5000 ４極バヨネット-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

● オートホールド機能
● 温度、圧力、塩分補正
● アラーム、ロギング機能（ＧＭＨ５６５０のみ）

GMH5630 GMH5650
センサ ガルバニ電池式

測定
範囲

溶存酸素 ０.００～７０.００ｍｇ/ℓ（ｐｐｍ）

飽和酸素濃度 ０.０～６００.０％　Ｏ２

酸素分圧 ０～１２００ｈＰａ　Ｏ２

温度 ０.０～５０.０℃

絶対圧 １０～１２００ｈＰａ ３００～５０００ｈＰａ

深度 － ０～４０.０ｍ水柱

精度

溶存酸素
±(０.２ｍｇ/ℓ＋１.５％ｒｄｇ)（０～２５ｍｇ/ℓ）

±(０.３ｍｇ/ℓ＋２.５％ｒｄｇ)（２５～７０ｍｇ/ℓ）

温度 ±０.１℃

絶対圧 ±３ｈＰａまたは±０.１％ｒｄｇの大きい方

応答速度Ｔ９０ １０秒

校正
１点校正

（０、１００％、２０.９５％または飽和水）
１、２、３点校正

（０、１００％、２０.９５％または飽和水）

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：４極バヨネット、プローブ：７極バヨネット

圧力補正用ポート 内径φ４ｍｍ/６ｍｍチューブ用タケノコポート（ＧＭＨ５６５０のみ）

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ５１００、アナログ出力：ＡＡＧ５０００

アナログ出力 － ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 インターバル：１０,０００データ、瞬時値：１,０００データ（ＧＭＨ５６５０のみ）

機能
共通：温度補正、気圧補正、塩分補正（手動）、校正周期通知、

大/ 小値、ホールド、オートパワーオフ
ＧＭＨ５６５０のみ：２段階アラーム

動作条件
本体：-２５～＋５０℃、センサ：０～４０℃、

大３００ｋＰａ（水深３０ｍ相当）、内向き流：２０ｃｍ/ｓ以上

電源 単４乾電池×２（約１０００時間）、ＤＣ５Ｖ電源　ＵＳＢ５１００

本体寸法・重量 １６０×８６×３７ｍｍ/約２５０ｇ　ＡＢＳ製

ＧＭＨ５６５０-ＳＥＴは溶存酸素測定に必要なものをセットにし、フィールドでも使
用できるようにキャリングハードケースにまとめています。ＰＣソフトウェア、接続ケー
ブルも入っており、現場で記録したデータをＰＣに呼び出したり、実験などでＰＣと
測定器を接続してリアルタイム測定を行ったりすることもできます。

型番 製品名/製品説明

GMH5650-SET ＧＭＨ５６５０測定セット

セット内容：
ＧＭＨ５６５０本体
ＧＷＯ５６１０-Ｌ０２　電極（２ｍケーブル）
ＧＷＯＫ０２　スペアメンブレンキャップ
ＧＳＫＡ３６１０　ガンメタル製キャップ
ＫＯＨ１００　電解液１００ｍℓ
ＵＳＢ５１００　４極バヨネット-ＵＳＢケーブルアダプタ
ＧＫＫ５００１　ハードケース
ＧＳＯＦＴ３０５０　データロギング管理用ソフトウェア（英語）

  GMH5630/5650-L02 防⽔型溶存酸素計

シリコンカバー付き防⽔型溶存酸素計

 GMH5650-SET GMH5650測定セット

溶存酸素測定に必要なもの全てをセット

特⻑

ご注⽂コード

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

GSKA3610 USB5100 GSOFT3050
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Ｃ
Ｏ
・
Ｃ
Ｏ
２

G1690/1690T GMH5690/5695 GMH3692/3695 ResOx G1910-02 G1910-20 GCO100

測定ガス 酸素 酸素 酸素 酸素 二酸化炭素 二酸化炭素 一酸化炭素

測定
範囲

濃度 ０～１００％Ｖｏｌ ０～１００％Ｖｏｌ ０～１００％Ｖｏｌ ０～１００％Ｖｏｌ
０.０００～０.２００％

０～２０００ｐｐｍ
０.０００～２.０００％
０～１９９９９ｐｐｍ

０～１０００ｐｐｍ
０～１２５０ｍｇ/ｍ３

０～６０％ＣＯＨｂ

温度 － -５～＋５０℃ -５～＋５０℃ ０～５０℃ － － －

大気圧 － １０～５０００ｈＰａ ※ １０～５０００ｈＰａ ※ ３００～５０００ｈＰａ － － －

分解能 ０.１％
０.０１％
０.１℃
１ｈＰａ

０.１％
０.１℃
１ｈＰａ

０.１％
０.１℃
１ｈＰａ

０.００１％
１ｐｐｍ

０.００１％
１ｐｐｍ

０.１ｐｐｍ
１ｍｇ/ｍ３

０.１％ＣＯＨｂ

大/ 小/
ホールド

（〇） 〇 〇 〇 〇 〇 〇

アラーム － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ロギング機能 － ＧＭＨ５６９５のみ ＧＭＨ３６９５のみ 〇 － － －

ページ 33 34 34 35 36 36 36

OXY3690MP

測定ガス 酸素

測定範囲 ０～１００％Ｖｏｌ

精度 ０.２％

出力
４～２０ｍＡ
０～１０Ｖ

電源 ＤＣ１２～３０Ｖ

ページ 37

労働安全衛生法、労働安全衛生規則では、建設業などで一酸化炭素/酸素
の濃度を測定する濃度計を備え付けることとされています。また、作業環境の測
定を行い記録することとされています。ボイラー室や燃焼設備がある場所へ入る
際の測定も安全のため有効です。

二酸化炭素は大気中にも存在し一般環境では有毒性が問題となることはありま
せんが、濃度が高くなると集中力の低下や眠気を催したりします。オフィス環境で
の濃度や労働環境での濃度についての管理基準も設けられています。

ＣＯ濃度 症状

２００ｐｐｍ ２～３時間で前頭部に軽度の頭痛

４００ｐｐｍ １～２時間で前頭痛・吐き気

８００ｐｐｍ ４５分で頭痛・めまい・吐き気・痙攣、２時間で失神

１６００ｐｐｍ ２０分で頭痛・めまい・吐き気、２時間で死亡

３２００ｐｐｍ ５～１０分で頭痛・めまい、３０分で死亡

６４００ｐｐｍ １～２分で頭痛・めまい、１５～３０分で死亡

ＣＯ２濃度 症状

６００ｐｐｍ 学校環境衛生基準

１０００ｐｐｍ ビル衛生管理法

１５００ｐｐｍ 学校環境衛生基準（換気の基準）

５０００ｐｐｍ
労働安全衛生法（事務所衛生基準規則）
日本産業衛生学会　許容濃度勧告
ＡＣＧＩＨ（米国産業衛生専門官会議）　ＴＷＡ

１５０００ｐｐｍ（１.５％） 労働安全衛生規則（立ち入りの制限）

ＣＯＨｂ濃度 症状

～１０％ 無症状

１０～２０％ 頭痛、耳鳴り

２０～４０% 頭痛、吐気、めまい

４０～５０％ 聴覚障害、難聴、呼吸促拍、網膜出血

５０～６０％ 昏睡、痙攣

ガス濃度計 ラインアップ

■ガス濃度計ラインアップ

■ガス濃度計

■ガス濃度トランスミッタ ■⼀酸化炭素、酸素濃度

■⼆酸化炭素濃度

グライシンガーのガス濃度計は酸素濃度、二酸化炭素濃度、一酸化炭素濃度用の測定器です。酸素濃度計はダイビングのナイトロックスの酸素濃度確認、ふ卵器の
酸素濃度、小型動物用の酸素濃縮器や高濃度治療室の酸素濃度などの測定に 適です。
二酸化炭素濃度計は室内の空気質の管理、労働安全衛生規則の基準の確認にもアラーム音で確実に確認することができます。一酸化炭素濃度計は厨房、燃焼機
器室、地下駐車場などでの安全確認にお使いいただけます。また、呼気から一酸化ヘモグロビンの測定もできます。

※モデルによる
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 アクセサリ

測定用アダプタ チューブアダプタ Ｔピース

GZ-11 ESA369 ZOT369

適応機種
φ６/４ｍｍチューブ、ＥＳＡ

３６９
ＧＧＯ/ＧＯＯ/ＧＧＡ/Ｇ

１６９０
ＥＳＡチューブアダプタ

その他 － Ｍ６オスネジ －

交換用センサ（０～３５％） 交換用センサ（０～１００％）

GOEL370 GOEL381

適応機種
ＧＧＯ/ＧＧＡ/ＧＯＯ３７０、
５７０、Ｇ１６９０（Ｔ）-３５

ＧＧＯ/ＧＧＡ/ＧＯＯ３８１、
５８１、Ｇ１６９０（Ｔ）-ＭＡＸ

その他 － －

■アクセサリ

G1690/1690T コンパクト酸素濃度計

Ｇ１６９０はセンサにより０～１００％の範囲が測定可能な精度の高いポケットサイ
ズ酸素濃度計です。湿気の多い環境に特に適した２種類のセンサを採用してお
り、信頼性と耐久性に優れています。スポーツダイバーモデルＧ１６９０Ｔにはナイト
ロックスダイビングをする際の酸素濃度の確認と、その濃度での 大潜水可能
水深表示機能が付いています。

空気中やガス混合物の酸素濃度を正確に測定

● 大気中でワンボタン校正
● オートパワーオフ機能、上下反転表示ディスプレイ、バックライト
● ＭＯＤ（ 大潜水可能水深）表示機能（Ｇ１６９０Ｔ）

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

１ バージョン

なし 本体とセンサ交換可能保護スリーブ

T 本体とセンサ交換可能保護スリーブ
ナイトロックスＭＯＤ計算機能付（ダイビング用）

２ センサ

35 ＧＯＥＬ３７０：０～１００ｖｏｌ.％Ｏ２

精度保証測定範囲：０.２～３５ｖｏｌ.％Ｏ２

MAX ＧＯＥＬ３８１：０～１００ｖｏｌ.％Ｏ２

（≦０.２、３５ｖｏｌ.％Ｏ２以上にも有効）

GL センサなし、本体のみ

３

セットオプション

00 本体、電池、取扱説明書、
チューブアダプタ（ＥＳＡ３６９）＋Ｔピース（ＺＯＴ３６９）

SET

本体、電池、取扱説明書、
チューブアダプタ（ＥＳＡ３６９）＋Ｔピース（ＺＯＴ３６９）、
多目的ハードケース（ＧＫＫ２５２）
※ オプションのＧＺ５８２６を組み合わせることにより、ナイト

ロックスにも使用できます。

セットオプション（GL
との組合せ時のみ）

00 本体、電池、取扱説明書

SET 本体、電池、取扱説明書、多目的ハードケース（ＧＫＫ２５２）

４ 納品状態
00 即時使用可

CAN センサは缶入りで提供（要取付け作業）

（□は左から順に下記１～４に対応）G1690□-□-□-□

G1690(T)-35 G1690(T)-MAX

測定範囲
Ｏ２濃度

０.０～１００.０ｖｏｌ.％Ｏ２

精度保証測定範囲：０.２～３５ｖｏｌ.％Ｏ２

０.０～１００.０ｖｏｌ.％Ｏ２

（≦０.２、３５ｖｏｌ.％Ｏ２以上にも有効）

ＭＯＤ Ｇ１６９０Ｔモデルのみ：０～６０ｍ/分解能１ｍ

センサ ＧＯＥＬ３７０ ＧＯＥＬ３８１

アプリケーション
レジャースポーツ用ダイビングガス、
ＣＯ２濃度が増加した保護ガス測定
用の標準器

例：低Ｏ２濃度の不活性ガス、または
 低ＣＯ２濃度の高濃度Ｏ２の混合ガス

本体・センサの
総合精度
※仕様基準温度にて

精度は周囲空気、安定測定条件および十分な測定時間により定義：

＜３５ｖｏｌ.％Ｏ２：
-０.２～＋０.３５ｖｏｌ.％Ｏ２

＜３５ｖｏｌ.％Ｏ２：
±０.２５ｖｏｌ.％Ｏ２

３５～１００ｖｏｌ.％Ｏ２：
精度定義なし

３５～１００ｖｏｌ.％Ｏ２：
±２.０％×（読み値-２０.９ｖｏｌ.％Ｏ２）

センサケーブル 接続ケーブル約０.９５ｍ（測定器に固定）、ジャックプラグおよびセンサハウジング付

プロセス接続 Ｍ１６ネジ×１

仕様基準温度 ２５℃

応答時間（センサ） 約１０秒、９０％到達 約１２秒、９０％到達

測定周期 約１回/秒

ディスプレイ
バックライト付３段表示液晶ディスプレイ、上下反転表示（ボタン押下時）、
飛散防止スクリーン保護

動作環境（測定器） -２０～＋５０℃、０～９５％ＲＨ

動作環境（センサ）
０～４５℃（推奨５～３０℃）
センサ固定時のセンサメンブレンと雰囲気の圧力差： 大±０.２５ｈＰａ

保管温度 -２０～＋５０℃

保護等級 ＩＰ６５（測定器前面）、ＩＰ６７（測定器本体）、ＩＰ５４（センサ）

電源
単３乾電池×２（同梱）、電池寿命＞３０００時間（バックライトなし）
電池残量表示：４段階（低レベル時表示「ＢＡＴＬＯ」）、
オートパワーオフ機能（変更可）

本体ケース
ＡＢＳ製、１０８×５４×２８ｍｍ（センサケーブルを除く）、約１８０ｇ（電池および
センサを含む）

予備品・アクセサリ型番 製品名/製品説明

GOEL370 交換用センサ（０.２～３５ｖｏｌ.％Ｏ２）

GOEL381 交換用センサ（０～１００ｖｏｌ.％Ｏ２）

ESA369 チューブアダプタ

ZOT369 Ｔピース（ＥＳＡ３６９に接続）

GZ-11 φ６ｍｍ（内径４ｍｍ）チューブ用アダプタ

GS150 サンプリング用ガスポンプ

GZ5826 コンプレッションエアー（Ｇ５/８）およびナイトロックス（ＤＩＮ Ｍ２６）用コンビ
ネーションアダプタ

ST-G1000 ベルトクリップ付測定器保護レザーカバー

G1000-CLIP 粘着式金属ベルトクリップ

G1000-BASE デスクトップスタンド、壁掛けホルダー

GKK252 多目的ハードケース（ウレタン内装）（２３５×１８５×４８ｍｍ）

Ｔピース（ＺＯＴ３６９）、チューブ
アダプタ（ＥＳＡ３６９）に
ＧＺ５２８６を取付けた場合

コンプレッションエアーおよび
ナイトロックス用コンビネーショ
ンアダプタＧＺ５８２６ならハンド
フリーで使用可能（オプション）

注文コード”ＳＥＴ”の収納例
多目的ハードケース（ＧＫＫ
２５２）とＧ１６９０

（ＧＧＯ、ＧＯＯ、ＧＧＡの詳細はＰ35参照）
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特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

 GMH3692/3695 酸素濃度計

ＧＭＨ３６９２/３６９５はアラーム付きの酸素濃度計です。測定プローブは外付け
で、用途に合わせて３タイプあります。本体には気圧センサを内蔵しており、測定
値の自動圧力補正を行っています。アラーム機能は、ディスプレイ表示と内蔵の
ブザー音で知らせることができます。インキュベータ、動物などの酸素室、食品パッ
ケージの残留酸素、ナイトロックスボンベの濃度などの確認、管理に使用できます。

型番 製品名/製品説明

GMH3692 酸素濃度計

GMH3695 酸素濃度計　ロギング機能付き

　同梱品：本体、電池、取扱説明書

GGO/GOO/GGA 酸素濃度プローブ（Ｐ35参照）

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

アラーム付き酸素濃度計

● 音と表示でのアラーム機能
● 長１０ｍまで対応の酸素プローブ
● 大/ 小値、ホールド表示機能
● 自動圧力補正

GMH3692 GMH3695

測定
範囲

Ｏ２濃度 ０.０～１００.０％Ｏ２

Ｏ２分圧 ０～１１００ｈＰａＯ２

温度 -５.０～＋５０.０℃

圧力 １０～１２００ｈＰａ ３００～５０００ｈＰａ

精度

Ｏ２濃度 ±(０.１％＋１ｄｉｇｉｔ)

温度 ±(０.１℃＋１ｄｉｇｉｔ)

圧力 ３ｈＰａまたは０.１％ｒｄｇのどちらか大きい方

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：φ３.５ｍｍジャック、プローブ：ミニＤＩＮ

圧力補正用ポート 内径φ４ｍｍ/６ｍｍチューブ用タケノコポート（ＧＭＨ３６９５のみ）

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 － ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 －
インターバル：８,０００データ

瞬時値：１,０００データ

アラーム 表示、ブザー

動作温度・湿度 -２０～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（約３００時間）、ＤＣ１０.５～１２Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/１６０ｇ　ＡＢＳ製

GKK3600 USB3100N GSOFT3050

 GMH5690/5695 防⽔型酸素濃度計

ＧＭＨ５６９０/５６９５は防水タイプで圧力センサ内蔵の酸素濃度計です。測定環
境に応じた圧力補正を行うことができます。大型二段ディスプレイで測定値の高
分解能表示（０.０１％）が可能です。溶接のバックシールドガスの酸素、食品パッ
ケージの残留酸素、動物の治療室の酸素などを管理するのに 適です。アラー
ム機能も備えています。

型番 製品名/製品説明

GMH5690 防水型酸素濃度計

GMH5695 防水型酸素濃度計　ロギング機能付き

　同梱品：本体、電池、取扱説明書

GGO/GOO/GGA 酸素濃度プローブ（Ｐ35参照）

USB5100 ４極バヨネット-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG5000 ４極バヨネット-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

⾼分解能表⽰可能な防⽔型酸素濃度計

● バックライト付きディスプレイ
● 気圧センサ内蔵
● 大/ 小値、自動ホールド表示機能
● アラーム機能

GMH5690 GMH5695

測定
範囲

Ｏ２濃度 ０.０～１００.０％Ｏ２または０.００～１００.００％Ｏ２

Ｏ２分圧 ０～１１００ｈＰａＯ２または０.０～１１００.０ｈＰａＯ２

温度 -５.０～＋５０.０℃

圧力 １０～１２００ｈＰａ ａｂｓ ３００～５０００ｈＰａ ａｂｓ

精度 Ｏ２濃度：±(０.１％＋１ｄｉｇｉｔ)、温度：±（０.１℃＋１ｄｉｇｉｔ）、圧力：３ｈＰａ

適合センサ ＧＧＯ５/ＧＯＯ５ ＧＧＡ５/ＧＧＯ５/ＧＯＯ５

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：４極バヨネット、プローブ：７極バヨネット

圧力補正用ポート 内径φ４ｍｍ/６ｍｍチューブ用タケノコポート（ＧＭＨ５６９５のみ）

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ５１００、アナログ出力：ＡＡＧ５０００

アナログ出力 － ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 －
インターバル：１０,０００データ

瞬時値：１,０００データ

アラーム 表示、ブザー

動作温度・湿度 -２０～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

保護等級 ＩＰ６５/ＩＰ６７

電源 単４乾電池×２（１０００時間）、５Ｖ電源 ＵＳＢ５１００

本体寸法・重量 １６０×８６×３７ｍｍ/２５０ｇ　ＡＢＳ製

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

GSOFT3050USB5100GKK3600
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■酸素プローブ

  プローブ＆アクセサリ

ＧＭＨ５６９０/５６９５用酸素プローブ ＧＭＨ３６９２/３６９５用酸素プローブ

閉鎖型センサ、閉鎖・密閉システム測定用

GGO570 GGO581 GGO370 GGO381

測定
範囲

Ｏ２分圧 ０～３５０ｈＰａ ０～１１００ｈＰａ ０～３５０ｈＰａ ０～１１００ｈＰａ

Ｏ２濃度
０～３５ｖｏｌ.％Ｏ２

（＜３５％精度低下）
０～１００ｖｏｌ.％Ｏ２

０～３５ｖｏｌ.％Ｏ２

（＜３５％精度低下）
０～１００ｖｏｌ.％Ｏ２

精度

＜３５
ｖｏｌ.％Ｏ２

-０.２～＋０.３５
ｖｏｌ.％Ｏ２

±０.２５
ｖｏｌ.％Ｏ２

-０.２～＋０.３５
ｖｏｌ.％Ｏ２

±０.２５
ｖｏｌ.％Ｏ２

３５～１００
ｖｏｌ.％Ｏ２

精度定義なし
±２.０％×（読み値
-２０.９ｖｏｌ.％Ｏ２）

精度定義なし
±２.０％×（読み値
-２０.９ｖｏｌ.％Ｏ２）

動作温度・湿度 ０～４５℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

雰囲気圧力 ６０～１７５０ｈＰａ

センサ寿命
大気で６年以上

（素子保証は１年）
大気で２年以上

（素子保証は１年）
大気で６年以上

（素子保証は１年）
大気で２年以上

（素子保証は１年）

ケーブル長
７極バヨネットコネクタ付き約１ｍケーブル

４ｍ/１０ｍケーブル対応可能
ミニＤＩＮコネクタ付き約１.２ｍケーブル
２ｍ/４ｍ/１０ｍケーブル対応可能

寸法・重量 φ３６×９５ｍｍ/１３５ｇ

ＧＭＨ５６９０/５６９５用酸素プローブ ＧＭＨ３６９２/３６９５用酸素プローブ

開放型センサ、空気・ガス流サンプリング測定用

GOO570 GOO581 GOO370 GOO381

測定
範囲

Ｏ２分圧 ０～３５０ｈＰａ ０～１１００ｈＰａ ０～３５０ｈＰａ ０～１１００ｈＰａ

Ｏ２濃度
０～３５ｖｏｌ.％Ｏ２

（＜３５％精度低下）
０～１００ｖｏｌ.％Ｏ２

０～３５ｖｏｌ.％Ｏ２

（＜３５％精度低下）
０～１００ｖｏｌ.％Ｏ２

精度

＜３５
ｖｏｌ.％Ｏ２

-０.２～＋０.３５
ｖｏｌ.％Ｏ２

±０.２５
ｖｏｌ.％Ｏ２

-０.２～＋０.３５
ｖｏｌ.％Ｏ２

±０.２５
ｖｏｌ.％Ｏ２

３５～１００
ｖｏｌ.％Ｏ２

精度定義なし
±２.０％×（読み値
-２０.９ｖｏｌ.％Ｏ２）

精度定義なし
±２.０％×（読み値
-２０.９ｖｏｌ.％Ｏ２）

動作温度・湿度 ０～４５℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

雰囲気圧力 ６０～１７５０ｈＰａ

センサ寿命
大気で６年以上

（素子保証は１年）
大気で２年以上

（素子保証は１年）
大気で６年以上

（素子保証は１年）
大気で２年以上

（素子保証は１年）

ケーブル長
７極バヨネットコネクタ付き約１ｍケーブル

４ｍ/１０ｍケーブル対応可能
ミニＤＩＮコネクタ付き約１.２ｍケーブル

４ｍ/１０ｍケーブル対応可能

寸法・重量 φ４０×１０５ｍｍ/１４５ｇ

ＧＭＨ５６９５用酸素プローブ ＧＭＨ３６９５用酸素プローブ

閉鎖型センサ、閉鎖・密閉システム測定用、圧力補正チューブ付き

GGA570 GGA581 GGA370 GGA381

測定
範囲

Ｏ２分圧 ０～３５０ｈＰａ ０～１１００ｈＰａ ０～３５０ｈＰａ ０～１１００ｈＰａ

Ｏ２濃度
０～３５ｖｏｌ.％Ｏ２

（＜３５％精度低下）
０～１００ｖｏｌ.％Ｏ２

０～３５ｖｏｌ.％Ｏ２

（＜３５％精度低下）
０～１００ｖｏｌ.％Ｏ２

精度

＜３５
ｖｏｌ.％Ｏ２

-０.２～＋０.３５
ｖｏｌ.％Ｏ２

±０.２５
ｖｏｌ.％Ｏ２

-０.２～＋０.３５
ｖｏｌ.％Ｏ２

±０.２５
ｖｏｌ.％Ｏ２

３５～１００
ｖｏｌ.％Ｏ２

精度定義なし
±２.０％×（読み値
-２０.９ｖｏｌ.％Ｏ２）

精度定義なし
±２.０％×（読み値
-２０.９ｖｏｌ.％Ｏ２）

動作温度・湿度 ０～４５℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

雰囲気圧力 ６０～１７５０ｈＰａ

センサ寿命
大気で６年以上

（素子保証は１年）
大気で２年以上

（素子保証は１年）
大気で６年以上

（素子保証は１年）
大気で２年以上

（素子保証は１年）

ケーブル長
７極バヨネットコネクタ付き約１ｍケーブル

４ｍケーブル対応可能
ミニＤＩＮコネクタ付き約１.２ｍケーブル

４ｍケーブル対応可能

寸法・重量 φ３６×９５ｍｍ/１４５ｇ

 ResOx5695-H/L　残存酸素濃度測定セット

ＲｅｓＯｘ５６９５-Ｈ/Ｌはパッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸
素濃度測定セットです。不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素
が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素を測
定することができます。測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問
わず測定することができます。

型番 製品名

ResOx5695-H パッケージ内残存酸素測定セット０～３５％

ResOx5695-L パッケージ内残存酸素測定セット０～１００％

　同梱品： ＧＭＨ５６９５酸素計、電池、ＧＳ１５０ポンプ、ホース、Ｔピース、フィルタ、吸引針２本、
粘着シール４５片、ハードケース

USB5100 ４極バヨネット-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG5000 ４極バヨネット-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

GDZ-29 フィルタ

GOG-N 交換用吸引針（φ０.９ｍｍ針×５本）

GOG-A 気泡フォームシール（ＧＯＧ-Ｎ用/４０片入り）

GOG-B 粘着シール（ＧＯＧ-Ｎ用/４５片入り）

パッケージ内の残存酸素を測定

● パッケージの残存酸素濃度測定用セット
● オートホールド機能
● ０.０１％と０.１％分解能切替
● 圧力補正

測定 酸素、温度、気圧

測定範囲
酸素：０.０～１００.０％
温度：０.０～５０.０℃
圧力：３００～５０００ｈＰａ

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：４極バヨネット、プローブ：７極バヨネット

圧力補正用ポート 内径φ４ｍｍ/６ｍｍチューブ用タケノコポート

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ５１００、アナログ出力：ＡＡＧ５０００

アナログ出力 ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 インターバル：１０,０００データ、瞬時値：１,０００データ

機能 大/ 小値表示、圧力補正

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（１０００時間）、５Ｖ電源 ＵＳＢ５１００

本体寸法 １６０×８６×３７ｍｍ

駆動方式 モーター式メンブレンポンプ

流量 開放：３８０ｍℓ/分、ＧＤＺ-２９フィルタ使用時：８０ｍℓ/分

圧力接続 内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）または内径φ６ｍｍ（ｔ＝１）チューブ

大負荷 -３６０ｈＰａ

動作環境 １０～５０℃、０～９５％ＲＨ

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（１０時間）

本体寸法 １０６×６７×３０ｍｍ

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ - 本体

■テクニカルデータ - ポンプ
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 G1910-02/20 CO2アラーム計  GCO100 アラーム付きCO計

G1910-02 G1910-20
測定原理 赤外線（ＮＤＩＲ）方式

測定範囲
※キーによる表示単位切替え

０～２０００ｐｐｍ
０.０００～０.２００％

０～１９９９９ｐｐｍ
０.０００～２.０００％

精度 ±(７０ｐｐｍ＋３％ｒｄｇ) ±(２００ｐｐｍ＋３％ｒｄｇ)

測定周期 ２秒

機能
大/ 小値表示、ホールド、ＴＷＡ（時間加重平均）、２段階アラーム、

オートパワーオフ

校正 ４００ｐｐｍの大気、または校正ガスでのマニュアル校正

動作温度・湿度 ０～５０℃、０～８５％ＲＨ（結露なきこと）

保管温度 -２０～＋７０℃

電源 単３型ＮｉＭＨ充電池×２（標準付属）（バックライトオフで約２４時間）

充電 マイクロＵＳＢコネクタ

本体寸法・重量 １０８×５４×２８ｍｍ/１５０ｇ　ＡＢＳ製

測定原理 電気化学ＣＯ測定セル

測定範囲 ０～１０００ｐｐｍ

表示範囲 ０～１０００ｐｐｍ、０～１２５０ｍｇ/ｍ３、０～６０％ＣＯＨｂ

分解能 １ｐｐｍ、１ｍｇ/ｍ３、０.１％ＣＯＨｂ

センサ素子/寿命 内蔵/５年以上（６か月ごとに大気でのテストを推奨）

精度 ±(５％ｒｄｇ＋１ｄｉｇｉｔ)　＠０～５００ｐｐｍ

ガス干渉（抜粋）

濃度（ｐｐｍ） 滞留時間（分） 表示（ｐｐｍ）

二酸化硫黄 ５０ ６００ ＜１

二酸化窒素 ５０ ９００ -１

一酸化窒素 ５０ ５ ８

水素 １００ ５ ２０

二酸化炭素 ５０００ ５ ０

機能 大/ 小値、ホールド、アラーム、オートパワーオフ

動作温度・湿度 -１０～＋５０℃、１５～９０％ＲＨ（結露なきこと）

保管温度 -１０～＋５０℃

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（１０００時間）、ＤＣ１０.５～１２Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/１５５ｇ　ＡＢＳ製

Ｇ１９１０-０２、Ｇ１９１０-２０はＮＤＩＲ方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェ
アラブルなＣＯ２アラーム計です。雰囲気中のＣＯ２濃度を高精度に測定し、見や
すいバックライト付大型ＬＣＤディスプレイに表示します。アラームはブザー音（２
段階）とディスプレイ上のシンボルで知らされます。Ｇ１９１０-０２は一般居住空間
の屋内空気質（ＩＡＱ）の測定・モニターに適しており、Ｇ１９１０-２０はこれに加えて、
特に高濃度のＣＯ２が使用、生産される場所、あるいはＣＯ２が発生、滞留する危
険環境での安全性モニター、警報用として大いに役立ちます。

ＧＣＯ１００はアラーム機能付きの一酸化炭素濃度計です。測定単位はｐｐｍ、
ｍｇ/ｍ３、ＣＯＨｂから選択でき、アラーム機能も備えています。厨房設備やそのほ
か燃焼設備のＣＯ測定の他に、呼気から一酸化炭素ヘモグロビン（ＣＯＨｂ）の測
定もできます。燃焼設備室の入出時の確認、厨房設備の点検などに 適なＣＯ
計です。

型番 製品名/製品説明

G1910-02 ＣＯ２アラーム計（０～２０００ｐｐｍ）

G1910-20 ＣＯ２アラーム計（０.０００～２.０００％）

　同梱品：本体（ベルトクリップ付）、電池、ストラップ、マイクロＵＳＢケーブル、取扱説明書

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

型番 製品名/製品説明

GCO100 アラーム付きＣＯ計

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

ESA100 チューブアダプタ

ZOT369 Ｔピース

GRV100 リターンバルブ

MSK100 マウスピース

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

EBS20/60M ２０/６０ｃｈデータ記録用ソフトウェア（英語）

屋内空気質、⾼濃度ＣＯ２現場の安全確認に ガス機器などの安全確認に

● ＣＯ２濃度２％までの高濃度レンジ（Ｇ１９１０-２０）
● ２段階のＣＯ２濃度アラームレベル
● ＴＷＡ（８時間の加重平均）による平均暴露濃度
● ％/ｐｐｍ表示（キーによる切替え）

● ｐｐｍ、ｍｇ/ｍ３、ＣＯＨｂの単位表示が可能
● アラーム機能（ドイツ基準ＭＡＫ/ＡＧＷなど）
● ＰＣ接続（ＵＳＢ３１００Ｎ）

特⻑

特⻑

ご注⽂コード
ご注⽂コード

■テクニカルデータ

■テクニカルデータ

EBS20/60M

GKK252
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 OXY3690MP O2濃度トランスミッタ

ＯＸＹ３６９０ＭＰおよびＯＸＹ３６９０ＭＰ-ＬＯ（オプション）は空気、ガス中の酸素
濃度を測定し、４～２０ｍＡの信号を出力するトランスミッタです（オプションにて
０～１０Ｖ出力）。ＯＸＹ３６９０ＭＰは内蔵の酸素センサＧＯＥＬ３７０で＜３５.０ｖｏｌ.
％Ｏ２、ＯＸＹ３６９０ＭＰ-ＬＯ（オプション）はＧＯＥＬ３８１で≦０.２ｖｏｌ.％Ｏ２および
＞３５.０ｖｏｌ.％Ｏ２の測定範囲に適しています。同時に温度測定も行え（出力なし、
ディスプレイ表示のみ）、酸素濃度に対する圧力補正機能（マニュアル入力）も備
えています。

空気中酸素測定トランスミッタ

● 推奨測定範囲＜３５.０ｖｏｌ.％Ｏ２、≦０.２ｖｏｌ.％Ｏ２および＞３５.０ｖｏｌ.％Ｏ２

● ４～２０ｍＡ電流出力（オプションにて０～１０Ｖ電圧出力）
● 温度測定・表示（-２０.０～＋５０.０℃）
● マニュアル入力圧力補正

測定範囲

酸素濃度：０.０～１００.０ｖｏｌ.％Ｏ２

　ＯＸＹ３６９０ＭＰ：推奨測定範囲＜３５.０ｖｏｌ.％Ｏ２（この範囲外では精度低下）
　ＯＸＹ３６９０ＭＰ-ＬＯ：推奨測定範囲≦０.２ｖｏｌ.％Ｏ２（および＞３５.０ｖｏｌ.％Ｏ２）
温度：-２０.０～＋５０.０℃

精度（本体）
酸素：±(０.１％＋１ｄｉｇｉｔ)
温度：±(０.１℃＋１ｄｉｇｉｔ)

圧力補正 ５００～２０００ｈＰａ　マニュアル入力

出力信号
４～２０ｍＡ（２線式-標準）：ＲＡ［Ω］≦（ＵＶ［Ｖ］-１２Ｖ）/０.０２Ａ
０～１０Ｖ（３線式-オプション）：ＲＬ＞３０００Ω

動作温度・湿度
本体：-２０～＋７０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）
センサ：０～４５℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

保管温度
本体：-２０～＋７０℃
センサ：-１０～＋６０℃

電源 ４～２０ｍＡ出力用：ＤＣ１２～３０Ｖ、０～１０Ｖ出力用：ＤＣ１８～３０Ｖ

寸法・重量
本体：８２×８０×５５ｍｍ　ＡＢＳ製
センサ：φ４０×１０３ｍｍ　Ｍ１６×１ネジ（付属アダプタでチューブ接続可）

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

１ Ｏ２センサ素子

0 ＧＯＥＬ３７０　ＯＸＹ３６９０ＭＰの標準、推奨測定範囲＜３５.０ｖｏｌ.％Ｏ２

2 ＧＯＥＬ３８１　 ＯＸＹ３６９０ＭＰ-ＬＯ（オプション）の標準、推奨測定範囲
≦０.２ｖｏｌ.％Ｏ２および＞３５.０ｖｏｌ.％Ｏ２

２ バージョン

GGO 閉鎖型センサ　閉鎖・密閉システム測定用（標準）（Ｐ35参照）

GOO 開放型センサ　空気・ガス流中での測定用（オプション）（Ｐ35参照）

３ 出力信号

A1 ４～２０ｍＡ（２線式）（標準）

V2 ０～１０Ｖ（３線式）

４ ケーブル長

L01 １.３ｍ

L03 ３ｍ

L04 ４ｍ

L05 ５ｍ

L10 １０ｍ

５ アナログ出力スケーリング

ブランク 出力スケール　０～１００ｖｏｌ.％Ｏ２、標準

25P 出力スケール　０～２５ｖｏｌ.％Ｏ２

（□は左から順に下記１～５に対応）OXY3690MP-□-□-□-□-□
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GMH5100シリーズ GMH3100シリーズ G1110 G1111/1114 GMH3161/81-12

プローブ 外付け 外付け 内蔵 内蔵 内蔵

測定圧力 ゲージ圧、絶対圧、差圧 絶対圧 絶対圧 絶対圧

測定範囲 接続モジュールによる ３００～１１００ｈＰａ
０～１７００ｈＰａ

０～１４０００ｈＰａ
０～１３００ｈＰａ

大/ 小/
ホールド

〇 〇 〇 〇 －

アラーム ＧＭＨ５１５０/５１５５のみ ＧＭＨ３１５１/３１５６のみ － － －

ロギング機能 ＧＭＨ５１５０/５１５５のみ ＧＭＨ３１５１/３１５６のみ － － ＧＭＨ３１８１のみ

防水 〇 － － － －

ページ 39 39 41 42 43

G1107/1113 GMH3161/81-002 GMH3161/81-01 GMH3161/81-07H GMH3161/81-07 GMH3161/81-07B GMH3161/81-13

測定圧力 差圧 差圧 差圧 差圧 差圧 差圧 差圧

測定範囲
-２００～＋２００ｈＰａ

-２０００～＋２０００ｈＰａ
-５００～＋５００Ｐａ -１００～＋２５００Ｐａ -１～＋７０ｈＰａ -１０～＋３５０ｈＰａ -１０～＋４２０ｈＰａ -１００～＋２０００ｈＰａ

大/ 小/
ホールド

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

アラーム － ＧＭＨ３１８１のみ ＧＭＨ３１８１のみ ＧＭＨ３１８１のみ ＧＭＨ３１８１のみ ＧＭＨ３１８１のみ ＧＭＨ３１８１のみ

ロギング機能 － ＧＭＨ３１８１のみ ＧＭＨ３１８１のみ ＧＭＨ３１８１のみ ＧＭＨ３１８１のみ ＧＭＨ３１８１のみ ＧＭＨ３１８１のみ

ページ 42 43 43 43 43 43 43

GMUD-MP-S GMUD-MP-F

測定 絶対圧 差圧

測定範囲
０～２０００ｈＰａ

２レンジ
０～５０００ｈＰａ

１３レンジ

精度 ±０.１５％ｆ.ｓ. ±０.１５％ｆ.ｓ.

出力 ４～２０ｍＡ、０～１０Ｖ

電源 ＤＣ１８～３０Ｖ

圧力ポート φ４ｍｍまたは６ｍｍ

ページ 45 45

グライシンガーの圧力計は、ピエゾ抵抗式センサを使った圧力センサと組合わせて、ゲージ圧、絶対圧、差圧を、高い精度と安定性で測定できる小型・軽量のポータブル
圧力計です。機種により、内蔵センサでの大気圧測定や測定データのロギングが可能です。
トランスミッタは小型で幅広い圧力レンジを取り揃えています。プロセス制御、試験・研究所の気圧管理などにも使用できます。

圧⼒計 ラインアップ

■圧⼒計ラインアップ

■圧⼒計

■差圧計

■圧⼒トランスミッタ
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 GMH5100シリーズ 防⽔型圧⼒計  GMH3100シリーズ ハンドヘルド圧⼒計

ＧＭＨ５１００シリーズは防水タイプのハンドヘルド圧力計です。測定には外付けの
絶対圧、ゲージ圧、差圧センサを接続します。
ＧＭＨ５１５０/５１５５は圧力測定のほかに差圧センサとピトー管での風速測定、
リークテスト機能を備えており、配管敷設の際のリーク試験などにも使用できます。

ＧＭＨ３１１１/３１５１/３１５６はハンドヘルド圧力計です。測定は外付けの絶対圧、
ゲージ圧、差圧センサを接続し、センサによってさまざまなレンジに対応します。
船舶などの海洋用途などにも適しています。外部電源駆動、アナログ出力（ＧＭＨ
３１５１/３１５６のみ）も備えており、長期的な調査にも使用できます。

防⽔型ハンドヘルド圧⼒計 ハンドヘルド圧⼒計

● サンプリング０.２５秒または０.００１秒
● 平均化時間１～１２０秒可変
● リークテスト機能（ＧＭＨ５１５０/５１５５）
● 風速・風量演算（ＧＭＨ５１５０/５１５５）

● ゼロ点調整（相対値表示）
● 大/ 小値、ホールド表示機能
● ＰＣソフトウェア対応
● 豊富な圧力センサ（オプション）

GMH5130 GMH5150 GMH5155
入力チャンネル数 １ １ ２

適合プローブ ＧＭＳＤ/ＭＳＤセンサ

ディスプレイ表示 -１９,９９９～＋１９,９９９

表示単位 ｍｂａｒ（ｈＰａ）、ｂａｒ、Ｐａ、ｋＰａ、ＭＰａ

測定サイクル ４回/秒、または１,０００回/秒（ピークメモリ）

平均化フィルタ １～１２０秒で調整可能

本体精度 ±(０.１％ｆ.ｓ.＋１ｄｉｇｉｔ)

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：４極バヨネット、プローブ：７極バヨネット

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ５１００、アナログ出力：ＡＡＧ５０００

アナログ出力 ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 －
インターバル：１０,０００データ
瞬時値：１,０００データ

インターバル：８,０００データ
瞬時値：１,０００データ

機能
共通：オートパワーオフ、ホールド、 大/ 小値、オフセット/スロープ補正

ＧＭＨ５１５０/５１５５のみ：リークテスト機能、風速・風量演算
ＧＭＨ５１５５のみ：入力２チャンネル間の圧力差

動作温度・湿度 -２５～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

保管温度 -２５～＋７０℃

電源 単４乾電池×２（５００時間（バックライトオフ、４回/秒の測定））

保護等級 ＩＰ６５/ＩＰ６７

本体寸法・重量 １６０×８６×３７ｍｍ/２５０ｇ　ＡＢＳ製

型番 製品名/製品説明

GMH5130 １ｃｈ防水圧力計

GMH5150 １ｃｈ防水圧力計 ロギング機能付

GMH5155 ２ｃｈ防水圧力計 ロギング機能付

　同梱品：本体、電池、出荷検査書、取扱説明書

GMSD/MSD 圧力センサ（Ｐ40参照）

MSD-K51 ＧＭＨ５１００-ＭＳＤ用接続ケーブル１ｍ/２ｍ/５ｍから選択

USB5100 ４極バヨネット-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG5000 ４極バヨネット-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

型番 製品名/製品説明

GMH3111 １ｃｈポータブル圧力計

GMH3151 １ｃｈロギング機能付き圧力計

GMH3156 ２ｃｈロギング機能付き圧力計

　同梱品：本体、電池、出荷検査書、取扱説明書

GMSD/MSD 圧力センサ（Ｐ40参照）

MSD-K31 ＧＭＨ３１００-ＭＳＤ用接続ケーブル１.２ｍ/２ｍ/５ｍから選択

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

GMH3111 GMH3151 GMH3156
入力チャンネル数 １ １ ２

適合プローブ ＧＭＳＤ/ＭＳＤセンサ

ディスプレイ表示 -１９,９９９～＋１９,９９９

表示単位 ｍｂａｒ（ｈＰａ）、ｂａｒ、Ｐａ、ｋＰａ、ＭＰａ

測定サイクル ４回/秒 ４回/秒、または１,０００回/秒

本体精度 ±(０.１％ｆ.ｓ.＋１ｄｉｇｉｔ)

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：φ３.５ｍｍジャック、プローブ：ミニＤＩＮ

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 － ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 －
インターバル：１０,０００データ

瞬時値：９９データ
インターバル：４,０００データ

瞬時値：９９データ

ピーク検知 － 大/ 小値記録、瞬時ピーク値≧１ｍｓ

センサ調整 デジタルオフセットおよびスケール入力

機能
共通：オートパワーオフ、ホールド、 大/ 小値、オフセット/スケール補正、ゼロ点

ＧＭＨ３１５１/３１５６のみ：アラーム、ロギング機能、時刻表示

動作温度・湿度 -２５～＋５０℃/０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

電源
００６Ｐ ９Ｖ乾電池、ＤＣ１０.５～１２Ｖ ＡＣアダプタ

約１２０時間 ４回/秒：１８０時間、１０００回/秒：４０時間

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/１５０ｇ　ＡＢＳ製

特⻑ 特⻑

ご注⽂コード
ご注⽂コード

■テクニカルデータ ■テクニカルデータ

GMSD
GMSD

MSD
MSD

USB5100
USB3100N
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センサ ピエゾ抵抗式

測定媒体 空気、非腐食性ガス

動作温度 ０～５０℃

本体寸法・重量 ６８×３２.５×１５ｍｍ/-Ｋ３１：約７５ｇ　-Ｋ５１：約８２ｇ　ＡＢＳ製

 GMSDシリーズ 圧⼒センサ

ＧＭＳＤ圧力センサはハンドヘルド圧力計ＧＭＨ３１００/５１００シリーズ用の接続
ケーブル一体の圧力センサです。測定媒体は空気、非腐食性のガスです。
※ ＧＭＨ３１００と組み合せる場合は-Ｋ３１、ＧＭＨ５１００と組み合せる場合は

-Ｋ５１の末尾コードが付きます。

ＧＭＨ３１００/５１００シリーズ⽤圧⼒センサ

差圧センサ 測定範囲 過負荷 分解能 精度 温度係数

GMSD2.5MR -１.９９９～
＋２.５００ｈＰａ

２００ｈＰａ
０.００１
ｈＰａ

±０.２％ｆ.ｓ. ±１.０％ｆ.ｓ.

GMSD25MR -１９.９９～
＋２５.００ｈＰａ

３００ｈＰａ
０.０１
ｈＰａ

±０.２％ｆ.ｓ. ±０.５％ｆ.ｓ.

GMSD350MR -１９９.９～
＋３５０.０ｈＰａ

１００ｈＰａ ０.１ｈＰａ ±０.２％ｆ.ｓ. ±０.４％ｆ.ｓ.

GMSD350MR-HS -１９９.９～
＋３５０.０ｈＰａ

１００ｈＰａ ０.１ｈＰａ ±０.１％ｆ.ｓ. ±０.２％ｆ.ｓ.

GMSD2BR -１０００～
＋２０００ｈＰａ

４００ｈＰａ １ｈＰａ ±０.２％ｆ.ｓ. ±０.４％ｆ.ｓ.

GMSD2BR-HS -１０００～
＋２０００ｈＰａ

４００ｈＰａ １ｈＰａ ±０.１％ｆ.ｓ. ±０.２％ｆ.ｓ.

GMSD10BR -１０００～
＋１００００ｈＰａ

１MＰａ １０ｈＰａ ±０.２％ｆ.ｓ. ±０.４％ｆ.ｓ.

GMSD10BR-HS -０.１０～
＋１.０００ＭＰａ

１MＰａ １０ｈＰａ ±０.１％ｆ.ｓ. ±０.２％ｆ.ｓ.

絶対圧センサ 測定範囲 過負荷 分解能 精度 温度係数

GMSD1.3BA ０～１３００ｈＰａ ４００ｋＰａ ａｂｓ. １ｈＰａ ±０.２％ｆ.ｓ. ±０.４％ｆ.ｓ.

GMSD1.3BA-HS ０～１３００ｈＰａ ４００ｋＰａ ａｂｓ. １ｈＰａ ±０.１％ｆ.ｓ. ±０.２％ｆ.ｓ.

GMSD2BA ０～２０００ｈＰａ ４００ｋＰａ ａｂｓ. １ｈＰａ ±０.２％ｆ.ｓ. ±０.４％ｆ.ｓ.

GMSD2BA-HS ０～２０００ｈＰａ ４００ｋＰａ ａｂｓ. １ｈＰａ ±０.１％ｆ.ｓ. ±０.２％ｆ.ｓ.

GMSD7BA ０～７００ｋＰａ １ＭＰａ ａｂｓ. １０ｈＰａ ±０.２％ｆ.ｓ. ±０.４％ｆ.ｓ.

GMSD7BA-HS ０～７００ｋＰａ １ＭＰａ ａｂｓ. １０ｈＰａ ±０.１％ｆ.ｓ. ±０.２％ｆ.ｓ.

特⻑
特⻑

■テクニカルデータ

センサ ピエゾ抵抗式

媒体 気体、液体（ＭＳＤ２５ＭＲＥ、ＭＳＤｍ２０/６０ＭＲＥは気体）

精度 ±０.２％ｆ.ｓ.、±０.０２％ｆ.ｓ./Ｋ（温度係数）

応答性 １ｍｓ

媒体温度
-２５～＋１００℃（温度補正範囲０～８０℃）
-２５～＋８０℃（ＭＳＤ２５ＭＲＥ、ＭＳＤｍ２０/６０ＭＲＥ）

圧力接続ポート Ｇ１/２Ｂ

ケーブル接続 Ｍ１６

保護等級 ＩＰ６７

本体寸法・重量 ８８.５×φ２７ｍｍ/２２０ｇ　ＣｒＮｉスチール、エルジロイ合金（媒体接触面）製

 MSDシリーズ 圧⼒センサ

ＭＳＤ圧力センサはハンドヘルド圧力計ＧＭＨ３１００/５１００シリーズ用の接続
ケーブル（オプション）一体の圧力センサです。測定媒体は空気、非腐食性のガ
ス、液体です。

ＧＭＨ３１００/５１００シリーズ⽤圧⼒センサ

絶対圧センサ 測定範囲 過負荷 分解能

MSD1BAE ０～１０００ｈＰａ ａｂｓ. ５００ｋＰａ １ｈＰａ

MSD2.5BAE ０～２５００ｈＰａ ａｂｓ. １ＭＰａ １ｈＰａ

MSD4BAE ０～４０００ｈＰａ ａｂｓ. １.７ＭＰａ １ｈＰａ

MSD6BAE ０～６０００ｈＰａ ａｂｓ. ３.５ＭＰａ １ｈＰａ

MSD10BAE ０～１.００ＭＰａ ａｂｓ. ３.５ＭＰａ １０ｈＰａ

MSD16BAE ０～１.６ＭＰａ ａｂｓ. ８ＭＰａ １０ｈＰａ

MSD25BAE ０～２.５ＭＰａ ａｂｓ. ５ＭＰａ １０ｈＰａ

ゲージ圧センサ 測定範囲 過負荷 分解能

MSD100MRE ０.０～１００.０ｈＰａ １００ｋＰａ ０.１ｈＰａ

MSD250MRE ０.０～２５０.０ｈＰａ ２００ｋＰａ ０.１ｈＰａ

MSD400MRE ０.０～４００.０ｈＰａ ２００ｋＰａ ０.１ｈＰａ

MSDm1/1.5BRE -１０００～＋１５００ｈＰａ １ＭＰａ １ｈＰａ

MSDm1/3BRE -１０００～＋３０００ｈＰａ １.７ＭＰａ １ｈＰａ

MSD1BRE ０～１０００ｈＰａ ５００ｋＰａ １ｈＰａ

MSD2.5BRE ０～２５００ｈＰａ １MＰａ １ｈＰａ

MSD4BRE ０～４０００ｈＰａ １.７MＰａ １ｈＰａ

MSD6BRE ０～６０００ｈＰａ ３.５MＰａ １ｈＰａ

MSD10BRE ０～１ＭＰａ ３.５MＰａ １ｈＰａ

MSD16BRE ０～１.６０ＭＰａ ８MＰａ １ｈＰａ

MSD25BRE ０～２.５ＭＰａ ５MＰａ １０ｈＰａ

MSD40BRE ０～４ＭＰａ ８MＰａ １０ｈＰａ

MSD60BRE ０～６ＭＰａ １２MＰａ １０ｈＰａ

MSD100BRE ０～１０ＭＰａ ２０MＰａ １０ｋＰａ

MSD160BRE ０～１６ＭＰａ ３２MＰａ １０ｋＰａ

MSD250BRE ０～２５ＭＰａ ５０MＰａ １０ｋＰａ

MSD400BRE ０～４０ＭＰａ ８０MＰａ １０ｋＰａ

MSD600BRE ０～６０ＭＰａ １２０MＰａ １０ｋＰａ

MSD1000BRE ０～１００ＭＰａ １５０MＰａ １０ｋＰａ

MSDm1/9BRE -１０００～＋９０００ｈＰａ ３ＭＰａ １ｈＰａ

MSD25MRE ０～２５ｈＰａ ５００ｋＰａ ０.１ｈＰａ

MSDm20/60MRE -２０～＋６０ｈＰａ ５００ｋＰａ ０.１ｈＰａ

型番 製品名/製品説明

MSD-K31 ＧＭＨ３１００シリーズ用接続ケーブル ＰＶＣ１.２ｍ

MSD-K51 ＧＭＨ５１００シリーズ用接続ケーブル ＰＶＣ１.２ｍ

■テクニカルデータ

■アクセサリ
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  G1110 コンパクト⼤気圧/⾼度計

Ｇ１１１０は、防水性の高いコンパクトなボディにセンサを一体化した、高度計算機
能付きの大気圧計です。気象や航空分野、モータースポーツやサイクリングなど、
高速な大気圧測定が必要とされる様々な場面に好適です。大気圧の変化を傾
向表示できるため、バリオメーターとしても利用できます。オプションで、トレーサブ
ルな校正証明書の発行が可能です。

⾼度演算機能付きセンサ⼀体型⼤気圧計

● 高度計算機能
● 気圧傾向表示
● 海面補正
● バックライト付き３段表示、防水ハウジング（ＩＰ６７）

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

測定範囲
大気圧：３００.０～１１００.０ｍｂａｒ（ｈＰａ）絶対圧
高度：-５００.０～＋９０００.０ｍ
温度：-２０.０～＋５０.０℃

精度

大気圧： 代表精度　±１ｈＰａ（温度：０～３０℃にて）
大誤差　±０.２５％ＦＳ、±２ｈＰａに対して

高度： 代表精度　±１ｍ相対圧
（２５℃、一定大気圧における短時間に対して）

温度：代表精度　±０.５℃（２５℃にて）

測定周期 高速：約２.５回/秒　低速：約１回/４秒

過負荷 ４０００ｈＰａ絶対圧

圧力接続 センサ内蔵（メンブレンによる圧力平衡化）

ディスプレイ表示 バックライト付き３段表示液晶ディスプレイ

標準機能
大/ 小/ホールド、オートパワーオフ、傾向表示（タイムベース１秒/６０

秒/１時間/３時間より選択可）
高度計のみ：対象となる高度を計算

特殊機能
ＮＵＬＬ（ゼロ化）/ＴＡＲＥ（風袋引き）機能、
高度計のみ：バリオメーター表示（ｍ/ｓまたはｍ/ｈ単位）

補正 ゼロ点、スロープ

本体ケース
寸法・重量

耐衝撃ＡＢＳ樹脂
１０８×５４×２８ｍｍ（Ｌ×Ｗ×Ｈ）、約１４０ｇ（電池を含む）

保護等級 ＩＰ６７

動作温度・湿度 -２０～＋５０℃、０～９５％ＲＨ

保管温度 -２０～＋７０℃

電源

単３乾電池×２（同梱）、
消費電流（低速測定時）：約０.４ｍＡ、約２.４ｍＡ（バックライト付）
電池寿命：約６０００時間（バックライトなし、低速測定時）
電池残量表示：４段階（低レベル時表示「ＢＡＴ」)

G1110-□
なし：本体のみ
ＳＥＴ：測定器本体、ハードケースＧＫＫ１００２
ＷＰＤ：測定器本体、ハードケースＧＫＫ１００２、ＷＰＤ５校正証書

型番 アクセサリ名（Ａｒｔ.Ｎｏ.）

ST-G1000 ベルトクリップ付き測定器保護レザーカバー（６１１３７３）

G1000_BASE 壁掛け可能型スタンドホルダ（４８１８８５）
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  G1111/1114 コンパクト真空/絶対圧計

Ｇ１１１１は、高速測定が可能な高精度真空/絶対圧計です。高速なので、真空包
装機のテストや、真空鋳造工程の監視などに適しています。
Ｇ１１１４は測定範囲の広い、分解能１ｈＰａの気圧計です。雰囲気圧力でＴＡＲＥ
（風袋引き）機能を使用できるため、相対圧の計測も可能です。

⾼速かつ⾼精度な絶対圧計

● 高速・高精度測定
● 海面補正、ゼロ点補正、スロープ補正機能
● バックライト付３段表示ディスプレイ、防水ハウジング（ＩＰ６７）
● ４種類の継手（オプション）に交換可能なユニバーサル圧力ポート

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

  G1107/1113 コンパクト差圧計

Ｇ１１０７/１１１３は、空調管理システムでの利用に適したコストパフォーマンスの高
い差圧計です。Ｇ１１０７の測定範囲は 大２００ｈＰａ、 小分解能は０.１Ｐａと高
精度で、動圧の補正やドラフトの測定を簡素化することができます。ねじ込み継
手やワンタッチ継手、プッシュプル式などの様々な接続方法に対応できるよう、交
換可換なユニバーサル圧力ポートを採用しています。

空調管理システムに最適な差圧計

● ２レンジ切り替え、低速/高速測定周期切り替え
● 大/ 小値表示、ホールド表示機能、オートパワーオフ機能
● ＮＵＬＬ（ゼロ化）/ＴＡＲＥ（風袋引き）、平均化機能
● 優れた堅牢性と長時間駆動

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

交換可能なユニバーサル圧力ポート（コネクタ） VAC（G1111のみ）

G1111 G1114
測定範囲 ０.０～１７００.０ｈＰａ ０～１４０００ｈＰａ

分解能 ０.１ｈＰａ １ｈＰａ

大過負荷 ３０００ｈＰａ ａｂｓ ２００００ｈＰａ ａｂｓ

代表精度 ±２ｈＰａ（０～３０℃にて） ±０.０２％ＦＳ（２５℃にて）

大誤差 ±１.２５％ＦＳ（-２０～＋５０℃にて） ±０.１％ＦＳ（-２０～＋５０℃にて）

測定周期 低速：２.５回/秒　高速：２５回/秒

補正 ゼロ点、スロープ

圧力接続 チューブ接続用ポート×１（ユニバーサルポートＧ１/８に交換可）

標準機能 大/ 小値、ホールド、オートパワーオフ

特殊機能
海面補正、ＮＵＬＬ（ゼロ化）/ＴＡＲＥ（風袋引き）機能、

ＡＶＲ（２/５/１０秒間の平均値）

動作温度・湿度 -２０～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（瞬時１００％ＲＨ）

保管温度 -２０～＋７０℃

保護等級 ＩＰ６７

電源

消費電流：約１ｍＡ（低速測定時）、
電池寿命：約３０００時間

消費電流：約０.６ｍＡ（低速測定時）、
電池寿命：約５０００時間

単３乾電池×２（同梱）、
電池残量表示：４段階（低レベル時表示「ＢＡＴＬＯ」)

本体ケース ＡＢＳ製、１０８×５４×２８ｍｍ（コネクタ部を除く）、１４０ｇ（電池を含む）

G1107 G1113

測定範囲
-２０００～＋２０００Ｐａ または

-２００.０～＋２００.０ｈＰａ より選択
（ＦＩＮＥ：-２００.０～＋２００.０Ｐａ）

-２００.０～＋２００.０ｈＰａ または
-２０００～＋２０００ｈＰａ より選択
（ＦＩＮＥ：-２０００～＋２０００Ｐａ）

分解能 ０.１Ｐａ １Ｐａ

大過負荷 ±１７００ｈＰａ ±３１００ｈＰａ

代表精度 ±０.１％ＦＳ（２５℃にて）

大誤差 ±１％ＦＳ（-２０～＋５０℃にて）

測定周期 低速：２.５回/秒　高速：２５回/秒

補正 ゼロ点、スロープ

圧力接続 チューブ接続用ポート×２（ユニバーサルポートＧ１/８に交換可）

標準機能 大/ 小値、ホールド、オートパワーオフ

特殊機能
ＮＵＬＬ（ゼロ化）/ＴＡＲＥ（風袋引き）機能、

ＡＶＲ（２/５/１０秒間の平均値）

動作温度・湿度 -２０～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（瞬時１００％ＲＨ）

保管温度 -２０～＋７０℃

保護等級 ＩＰ６７

電源
単３乾電池×２（同梱）、消費電流：約１ｍＡ（低速測定時）、

電池寿命：約３０００時間
電池残量表示：４段階（低レベル時表示「ＢＡＴＬＯ」)

本体ケース ＡＢＳ製、１０８×５４×２８ｍｍ（コネクタ部を除く）、１５０ｇ（電池を含む）

１ 測定範囲
11 ０.０～１７００.０ｈＰａ ａｂｓ

14 ０～１４０００ｈＰａ ａｂｓ

２ コネクタ

UT 内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）および内径φ６ｍｍ（ｔ＝１）チューブ兼用プラグ

QC6 内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）チューブ用ワンタッチ継手

ST6 内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）チューブ用ねじ込み継手

MCM ミニワンタッチカプラ継手

３ オプション VAC 真空排気用ハウジングベント（Ｇ１１１１のみ）

４ セット

記号なし 本体のみ

SET 測定器本体、内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）チューブ１ｍ×１
ハードケースＧＫＫ１００２

１ 測定範囲

07 -２０００～＋２０００Ｐａ
-２００.０～＋２００.０ｈＰａ 差圧

13 -２００.０～＋２００.０ｈＰａ
-２０００～＋２０００ｈＰａ 差圧

２ コネクタ

UT 内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）および内径φ６ｍｍ（ｔ＝１）チューブ兼用プラグ

QC6 内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）チューブ用ワンタッチ継手

ST6 内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）チューブ用ねじ込み継手

MCM ミニワンタッチカプラ継手

３ セット

記号なし 本体のみ

SET 測定器本体、内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）チューブ１ｍ×１
ハードケースＧＫＫ１００２

SET8 測定器本体、内径φ６ｍｍシリコンチューブ１ｍ×１
ハードケースＧＫＫ１００２

（□は左から順に下記１～４に対応）

（□は左から順に下記１～３に対応）

G11-□-□-□-□

G11-□-□-□
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 GMH3161/3181シリーズ ⾼精度差圧計

ＧＭＨ３１６１/３１８１は微差圧から２０００ｈＰａまで測定できる、ハンドヘルドタイプ
の差圧計および絶対圧計です。ＧＭＨ３１８１はロギング機能を搭載したモデルで
す。
ハンドヘルド圧力計として使用するほかに、シリアル通信でＰＣを接続してオンライ
ン計測、アナログ出力も可能です。船舶などの海洋用途などにも使用できます。

ハンドヘルドタイプ⾼精度差圧/絶対圧計

● オートパワーオフ機能
● 大/ 小値表示、ホールド表示機能
● ＰＣソフトウェア対応

ＧＭＨ３１８１のみの機能
● ロギング機能
● ピーク検出（≧１ｍｓ）
● ０～１Ｖアナログ出力
● アラーム
● 時間平均機能

標準 GMH3161-12 GMH3161-002 GMH3161-01 GMH3161-07H
ロギング機能付き型番 GMH3181-12 GMH3181-002 GMH3181-01 GMH3181-07H
センサ/媒体 ピエゾ抵抗式センサ/空気・非腐食性ガス

測定範囲
０～１３００ｈＰａ

ａｂｓ
-５００.０～
＋５００.０Ｐａ

-１００～
＋２５００Ｐａ

-１.００～
＋７０.００ｈＰａ

過負荷 ４００ｋＰａ ２５０ｈＰａ １００ｈＰａ １０００ｈＰａ

分解能 １ｈＰａ ０.１Ｐａ － ０.０１ｈＰａ

表示単位
ｍｂａｒ、ｂａｒ、
ｋＰａ、ＭＰａ

ｋＰａ ｂａｒ、ｋＰａ ｂａｒ、Ｐａ、ｋＰａ

精度 ±０.２％ｆ.ｓ. ±０.３％ｆ.ｓ. ±０.３％ｆ.ｓ. ±０.１％ｆ.ｓ.

高精度オプション ±０.１％ｆ.ｓ. － － －

温度依存性
０～５０℃

０.４％ｆ.ｓ. ０.４％ｆ.ｓ. ０.４％ｆ.ｓ. ０.４％ｆ.ｓ.

測定サイクル ４回/秒、ＧＭＨ３１８１のみ１０００回/秒に切替可能

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：φ３.５ｍｍジャック

圧力接続
内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）および内径φ６ｍｍ（ｔ＝１）チューブ兼用タケノコポート、

またはワンタッチ継手

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 ＧＭＨ３１８１のみ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 ＧＭＨ３１８１のみインターバル：１０,０００データ、瞬時値：９９データ

ピーク検出 ＧＭＨ３１８１のみ１０００回/秒サンプリング≧１ｍｓ

機能 オートパワーオフ、ホールド、 大/ 小値、ゼロ点、オフセット/スロープ補正

動作温度・湿度 -２５～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

電源
００６Ｐ ９Ｖ乾電池（通常５００時間、１０００回/秒測定時１２０時間）、

ＤＣ１０.５～１２Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量
１４２×７１×２６ｍｍ（ポートを除く）/

ＧＭＨ３１６１：１６５ｇ、ＧＭＨ３１８１：１７０ｇ　ＡＢＳ製

標準 GMH3161-07 GMH3161-07B GMH3161-13
ロギング機能付き型番 GMH3181-07 GMH3181-07B GMH3181-13
センサ/媒体 ピエゾ抵抗式センサ/空気・非腐食性ガス

測定範囲 -１０.０～＋３５０.０ｈＰａ -１０.０～＋４２０.０ｈＰａ -１００～＋２０００ｈＰａ

過負荷 １００ｋＰａ １００ｋＰａ ４００ｋＰａ

分解能 ０.１ｈＰａ ０.１ｈＰａ １ｈＰａ

表示単位 ｂａｒ、ｋＰａ、ＭＰａ ｂａｒ、ｋＰａ、ＭＰａ ｂａｒ、ｋＰａ、ＭＰａ

精度 ±０.２％ｆ.ｓ. ±０.１％ｆ.ｓ. ±０.２％ｆ.ｓ.

高精度オプション ±０.１％ｆ.ｓ. － ±０.１％ｆ.ｓ.

温度依存性
０～５０℃

０.４％ｆ.ｓ. ０.４％ｆ.ｓ. ０.４％ｆ.ｓ.

測定サイクル ４回/秒、ＧＭＨ３１８１のみ１０００回/秒に切替可能

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：φ３.５ｍｍジャック

圧力接続
内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）および内径φ６ｍｍ（ｔ＝１）チューブ兼用タケノコポート、

またはワンタッチ継手

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 ＧＭＨ３１８１のみ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 ＧＭＨ３１８１のみインターバル：１０,０００データ、瞬時値：９９データ、

ピーク検出 ＧＭＨ３１８１のみ１０００回/秒サンプリング≧１ｍｓ

機能 オートパワーオフ、ホールド、 大/ 小値、ゼロ点、オフセット/スロープ補正

動作温度・湿度 -２５～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

電源
００６Ｐ ９Ｖ乾電池（通常５００時間、１０００回/秒測定時１２０時間）、

ＤＣ１０.５～１２Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量
１４２×７１×２６ｍｍ（ポートを除く）/

ＧＭＨ３１６１：１６５ｇ、ＧＭＨ３１８１：１７０ｇ　ＡＢＳ製

型番 製品名/製品説明

GMH3161-002 高精度差圧計（-５００.０～＋５００.０Ｐａ）

GMH3181-002 高精度差圧計（-５００.０～＋５００.０Ｐａ） ロギング機能付き

GMH3161-01 高精度差圧計（-１００～＋２５００Ｐａ）

GMH3181-01 高精度差圧計（-１００～＋２５００Ｐａ） ロギング機能付き

GMH3161-07H 高精度差圧計（-１.００～＋７０.００ｈＰａ）

GMH3181-07H 高精度差圧計（-１.００～＋７０.００ｈＰａ） ロギング機能付き

GMH3161-07 高精度差圧計（-１０.０～＋３５０.０ｈＰａ）

GMH3181-07 高精度差圧計（-１０.０～＋３５０.０ｈＰａ） ロギング機能付き

GMH3161-07B 高精度差圧計（-１０.０～＋４２０.０ｈＰａ）

GMH3181-07B 高精度差圧計（-１０.０～＋４２０.０ｈＰａ） ロギング機能付き

GMH3161-13 高精度差圧計（-１００～＋２０００ｈＰａ）

GMH3181-13 高精度差圧計（-１００～＋２０００ｈＰａ） ロギング機能付き

GMH3161-12 高精度絶対圧計（０～１３００ｈＰａ）

GMH3181-12 高精度絶対圧計（０～１３００ｈＰａ） ロギング機能付き

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ

GKK3600 USB3100N GSOFT3050
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アクセサリ - チューブ、チューブクランプ、アダプタ等

GDZ-01 GDZ-02 GDZ-03 GDZ-04 GDZ-05 GDZ-06

詳細
ＰＶＣチューブ

６/４ｍｍ（チューブ）
ＰＥチューブ（ポリエチレン）

６/４ｍｍ（チューブ）
ＰＵＲチューブ（ポリウレタン）

６/４ｍｍ（チューブ）
ＰＡチューブ（ポリアミド）

６/４ｍｍ（チューブ）
ねじ式グランディング

６/４ｍｍチューブ-外ネジＧ１/８
インクリーザーグランディング

６/４ｍｍチューブ-内ネジＧ１/８

GDZ-14 GDZ-15 GDZ-16 GDZ-17 GDZ-18 GDZ-19

詳細
ハーフジョイント

６/４ｍｍチューブ-外ネジＲ１/８
ハーフジョイント

内径φ６ｍｍチューブ-外ネジＲ１/４
ハーフジョイント

６/４ｍｍチューブ-外ネジＲ１/４
ハーフジョイント

６/４ｍｍチューブ-外ネジＧ１/４
６/４ｍｍチューブ用クランプ

１０/７ｍｍ・８/６ｍｍ
チューブ用クランプ

GDZ-29 GDZ-30 GDZ-31 GDZ-32 GDZ-33 GWA1214

詳細
メンブレンフィルタ

ＧＤＺ３２/ＧＤＺ３３ルアーロック付
ハーフジョイント

６/４ｍｍチューブ-内ネジＧ１/２
耐熱２００℃シリコンチューブ
外径φ８ｍｍ、内径φ５ｍｍ

６/４ｍｍチューブ用
ルアーロックオス

６/４ｍｍチューブ用
ルアーロックメス

異径アダプタ
外ネジＧ１/２-内ネジＧ１/４

GDZ-UT GDZ-QC6 GDZ-ST6 GDZ-MCM GDZ-MCF

詳細
圧力プラグ

６/４ｍｍまたは８/６ｍｍ
チューブ-Ｇ１/８

ワンタッチ継手
６/４ｍｍチューブ-Ｇ１/８

ねじ込み継手
６/４ｍｍチューブ-Ｇ１/８

ミニワンタッチカプラプラグ
ＮＷ２.７-Ｇ１/８

ミニワンタッチカプラソケット
ＮＷ２.７-６/４ｍｍチューブ

GDZ-20 GDZ-21 GDZ-22 GDZ-23 GDZ-27 GDZ-28

詳細
ハーフジョイント

６/４ｍｍチューブ-内ネジＧ１/４
６/４ｍｍチューブ用

Ｔピース

カップリングアダプタ
ＮＷ５-６/４ｍｍチューブ

（ＧＤＺ-１２に適合）

異径アダプタ
内ネジＧ１/２-外ネジＧ１/４

Ｇ１/４用ガスケット
銅製３ｍｍ厚

Ｇ１/２用ガスケット
銅製５ｍｍ厚

GDZ-08 GDZ-09 GDZ-10 GDZ-11 GDZ-12 GDZ-13

詳細
タケノコ式継ぎ手

６/４ｍｍチューブコネクタ

カップリングアダプタ
ＮＷ５-内ネジＧ１/４
（ＧＤＺ-１２に適合）

カップリングアダプタ
ＮＷ５-内径φ６ｍｍチューブ

（ＧＤＺ-１２に適合）

カップリングアダプタ
ＮＷ５-外ネジＧ１/４
（ＧＤＺ-１２に適合）

カップリングソケット
ＮＷ５-外ネジＧ１/４

異径アダプタ
外ネジＧ１/２-内ネジＧ１/８
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 GMUD-MP 差圧/絶対圧トランスミッタ

ＧＭＵＤ-ＭＰは差圧/絶対圧のトランスミッタです。出力は電流４～２０ｍＡ/電圧
０～１０Ｖを備えており、設定メニューから使用する出力を選択できます。取付け
方向は選びません。
出力のスケーリングが前面の操作ボタンで設定でき、ボタン操作は暗証番号で
ロックをかけることができます。

コンパクトな差圧/絶対圧トランスミッタ

● コンパクトデザイン、ワイドレンジ
● ４～２０ｍＡまたは０～１０Ｖ出力をメニューで選択
● 前面ボタンでスケール調整可能
● 暗証番号による設定のロック

センサ ピエゾ抵抗式

精度
精度はモデルに依存（取扱説明書を参照）
±０.１５％

温度特性 ±０.６％ｆ.ｓ.（０～７０℃）

出力信号
４～２０ｍＡ：ＲＡ[Ω]≦(Ｕｖ[Ｖ]-１２Ｖ)/０.０２Ａ
０～１０Ｖ：≧３０００Ω

圧力接続 内径φ４ｍｍ（ｔ＝１）または内径φ６ｍｍ（ｔ＝１）チューブ

動作温度 -２０～＋７０℃

保護等級 ＩＰ６５

電源 ４～２０ｍＡ出力用：ＤＣ１２～３０Ｖ、０～１０Ｖ出力用：ＤＣ１８～３０Ｖ

本体寸法 ８０×８２×５５ｍｍ　ＡＢＳ製

差圧 測定範囲 過負荷 分解能 破断圧力

GMUD MP-F-MR0 ０.０００～１.０００ｈＰａ ２５０ｈＰａ ０.００１ｈＰａ ５００ｈＰａ

GMUD MP-F-MR1 ０.００～１０.００ｈＰａ １５０ｈＰａ ０.０１ｈＰａ ２００ｈＰａ

GMUD MP-F-MR2 ０.００～２０.００ｈＰａ １５０ｈＰａ ０.０１ｈＰａ ２００ｈＰａ

GMUD MP-F-MR3 -１.９９９～＋２.５００ｈＰａ ２５０ｈＰａ ０.００１ｈＰａ ５００ｈＰａ

GMUD MP-F-MR31 -１０.００～＋１０.００ｈＰａ １５０ｈＰａ ０.０１ｈＰａ ２００ｈＰａ

GMUD MP-F-MR4 -１９.９９～２０.００ｈＰａ １５０ｈＰａ ０.０１ｈＰａ ２００ｈＰａ

GMUD MP-S-MR0 ０.０～１００.０ｈＰａ １０００ｈＰａ ０.１ｈＰａ １５００ｈＰａ

GMUD MP-S-MR1 ０.０～５００.０ｈＰａ １０００ｈＰａ ０.１ｈＰａ １５００ｈＰａ

GMUD MP-S-MR2 ０～１０００ｈＰａ ２０００ｈＰａ １ｈＰａ ３０００ｈＰａ

GMUD MP-S-MR4 ０～５０００ｈＰａ ７０００ｈＰａ １ｈＰａ ７０００ｈＰａ

GMUD MP-S-MR50 -５０.０～＋５０.０ｈＰａ １５０ｈＰａ ０.１ｈＰａ ２００ｈＰａ

GMUD MP-S-MR5 -１００.０～＋１００.０ｈＰａ １０００ｈＰａ ０.１ｈＰａ １５００ｈＰａ

GMUD MP-S-MR6 -５００.０～＋５００.０ｈＰａ １０００ｈＰａ ０.１ｈＰａ １５００ｈＰａ

GMUD MP-S-MR7 -１０００～＋１０００ｈＰａ ２０００ｈＰａ １ｈＰａ ３０００ｈＰａ

絶対圧 測定範囲 過負荷 分解能 破裂圧力

GMUD MP-S-MA0 ０～１１００ｈＰａ ４０００ｈＰａ １ｈＰａ ６０００ｈＰａ

GMUD MP-S-MA1 ０～２０００ｈＰａ ４０００ｈＰａ １ｈＰａ ６０００ｈＰａ

GMUD MP-S-MA2 ６００～１０００ｈＰａ ２０００ｈＰａ １ｈＰａ ３０００ｈＰａ

特⻑

ご注⽂コード

■テクニカルデータ
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アクセサリ・コネクタ

EBS 20M/60M（英語版のみ） GSOFT3050（英語版のみ）

ソフトウェア：測定データのリアルタイムな監視に。２０/６０チャンネル対応。
測定値取得ソフト。.ｃｓｖ出力

ソフトウェア：ロギング機能の操作、図表示、エクスポート機能。.ｃｓｖ出力。
ロギングの開始/停止/読み取り、およびデータの視覚化や保存に

USB3100N USB5100 AAG2M AAG5000 GAC-PTS-12V

φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ ４極バヨネット-ＵＳＢケーブルアダプタ
φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたは

バラ線ケーブルアダプタ
４極バヨネット-バナナプラグまたは

バラ線ケーブルアダプタ
１２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK252 GKK1000 GKK1001 GKK1100
２３５×１８５×４８ｍｍ ２３５×１８５×４８ｍｍ ３９５×２９５×１０６ｍｍ ３４０×２７５×８３ｍｍ

GKK3500 GKK3600 GKK5001
３９５×２９５×１０６ｍｍ ３９５×２９５×１０６ｍｍ ３９５×２９５×１０６ｍｍ

K50-Cover BL/K50-Cover RE
シリコン保護カバー

ミニＤＩＮコネクタ ＢＮＣコネクタ バナナジャックコネクタ ３.５ｍｍジャックコネクタ ７極バヨネットコネクタ

４極バヨネットコネクタ ＮＳＴ１２００コネクタ Ｓ７コネクタ Ｍ８コネクタ Ｍ１２コネクタ

７極ダイオードコネクタ 電源コネクタ アングルコネクタ ２.５ジャックコネクタ Ｃｉｎｃｈ製コネクタ

■製品共通アクセサリ

■製品共通コネクタ形状

■製品共通ハードケース
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グライシンガーは小ロットからカスタマイズ製品を提供しています。カスタマイズ製品は測定器の機能は標準のままで、お客様の要求に合わせてハウジングの色、ロゴ・型番
などのプリントを行います。また、ブランド名のプリントをすべて外したノンブランドでの提供も可能です。

コンパクトシリーズ
１０００シリーズ
３０００シリーズ
５０００シリーズ
ケース

　：　低価格、簡単操作、クラシックデザイン
　：　高品質、高防水性、バックライト付きディスプレイ
　：　実用的でコストパフォーマンスの高いベストセラーシリーズ
　：　 高の品質と精度、耐水・耐衝撃ケースバックライト付きディスプレイ
　：　アクセサリ類のカスタムプリントも可能です

コンパクトシリーズ ３０００シリーズ １０００シリーズ５０００シリーズ

会社のロゴや名前、イメージなどを製品にプリントできます。
ＥＰＳ/ＴＩＦＦ/ＪＰＥＧのいずれかで、３００ｄｐｉおよび十分なサイズのデータをご提供ください。
弊社からサイズや位置のご提案をいたします。

ケース⾊・ブランドカスタマイズ品を⼩ロットでご提供

１．モデルの選択

２．ハウジング⾊の選択

３．ロゴの配置

OEMについて

ブラック イエロー レッド ブルー オレンジ ライトグレー ダークグレー

コンパクト ● ● ● ● ●

１０００ ● ● ● ● ● ●

３０００ ● ● ● ● ● ●

５０００ ●※ ●※ ●※ ●

※保護シリコンカバーの色



グライシンガー社は測定のエキスパートとして実用性の高い製品と技術を提供します

○　コンパクトで丈夫、耐久性の高いハンドヘルド測定テクノロジー

○　幅広い製品レンジにより多様な物理量測定が可能

○　常にアプリケーションを念頭にした実用的な測定器デザイン

○　小ロット数量でのプライベートブランド、カスタマイズ製品の便宜を提供します

○　豊富なセンサとハンドヘルド測定器による高い測定システム精度

○　熱電対、Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００センサ素子による高応答速度の温度測定

※ 当カタログ掲載製品の仕様は、使用部品の変更、ソフトウェアアップグレード、

その他の改良のため、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい。
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