
温度ロガー輸送用USB温度ロガー
testo 184T3/T4

USBポート一体型
専用ソフトウェア不要
T3：　一般輸送用
T4：　低温輸送用

測定範囲
温度:　　　 -35～+70℃（T３）
温度:　　　 -80～+70℃（T4）

型番 0572 1843（T3）
標準価格 16,000円（税別）
型番 0572 1844（T4）
標準価格 28,000円（税別）

USBポート一体型
専用ソフトウェア不要
H1：　温湿度
G1：　温湿度・衝撃度

測定範囲
温度：　　　 -20～+70℃
湿度：　　　 0～100％rh
湿度：　　　 0～27G（G1）

型番 0572 1845（H1）
標準価格 22,000円（税別）
型番 0572 1846（G1）
標準価格 41,000円（税別）

温　度

184T3 184T4

メモリ
校正可

温度ロガーミニデータロガー
testo 174T 温　度 メモリ

※ソフトウェアはHPよりダウンロード（無料）

ミニサイズの温度ロガー
専用インターフェイスで
データ転送

測定範囲
温度：　　　 -30～+70℃

型番 0572 1560
標準価格 8,000円（税別）
型番 0572 0561（IFセット）
標準価格 18,000円（税別）

校正可

温湿度ロガーミニデータロガー
testo 174H 温　度 湿　度

メモリ

※ソフトウェアはHPよりダウンロード（無料）

ミニサイズの温湿度ロガー
2チャネル

測定範囲
温度：　　　 -20～+70℃
湿度：　　　 0～100％rh

型番 0572 6560
標準価格 13,000円（税別）
型番 0572 0566（IFセット）
標準価格 23,000円（税別）

校正可

温湿度ロガーコンパクトデータロガー
testo 175H1
SDカード/USBでデータ転送
温度湿度2チャネル
絶対湿度、露点演算

測定範囲
温度:　　　 -20～+55℃
湿度:　　　 0～100％rh

型番 0572 1754
標準価格 40,000円（税別）

温　度 湿　度
絶対湿度露点演算
メモリSDメモリカード

※ソフトウェアはHPよりダウンロード（無料）

校正可

輸送用USB温度ロガー
testo 184H1/G1

温湿度ロガー

184H1 184G1

（温湿度のみ）
メモリ
温　度 湿　度

校正可

温度ロガーコンパクトデータロガー
testo 175T1/T2 温　度

175T1
（１ch）

175T2
（２ch）

SDカード/USBでデータ転送
T1：　内蔵温度1チャネル
T2：　内蔵/外付2チャネル

測定範囲
内蔵温度:　 -35～+55℃
外付温度:　 -40～+120℃（T2）

型番 0572 1751（T1）
標準価格 20,000円（税別）
型番 0572 1752（T2）
標準価格 24,000円（税別）
型番 0572 1001（プローブ）
標準価格 12,000円（税別）

メモリ
SDメモリカード

※ソフトウェアはHPよりダウンロード（無料）

校正可

スマートサーモグラフィシリーズ： スマートサーモグラフィがWi-Fi アクセスポイント！

セット

セット

温湿度
スマートプローブ
testo 605i

クランプメーター
testo 770-3温　度 湿　度

校正可

熱線式風速熱線式風速
スマートプローブ
testo 405i 風　速 温　度

風量演算 校正可

K熱電対気体温度
スマートプローブ
testo 905i

ベーン式風速ベーン式風速
スマートプローブ
testo 410i 風　速 温　度

風量演算 校正可

差圧差圧計
スマートプローブ
testo 510i 差　圧

校正可
風速演算

温　度 校正可
NTC サーミスタ表面温度

スマートプローブ
testo 115i 温　度 校正可

パイプをクランプして
表面温度を測定

測定範囲
温度：　　 -40～+150℃

Φ6～35mmのパイプに対応

型番  0560 1115
標準価格  8,000円（税別）

ポケットサイズの風速計
最長400mmの伸縮ロッド付

測定範囲
風速：　　 0～15m/s

（精度保証範囲）
温度：　　 -20～+60℃

型番  0560 1405
標準価格  15,000円（税別）

Φ30mmのベーンセンサ

測定範囲
風速：　　  0.4～20m/s

（精度保証範囲）
温度：　　 -20～+60℃

型番  0560 1410
標準価格  12,000円（税別）

気体温度を測定

測定範囲
温度：　　 -40～+150℃

（精度保証範囲）

型番  0560 1905
標準価格  11,000円（税別）

冷媒ゲージ圧冷媒圧
スマートプローブ
testo 549i

チャージホースなしで、
冷媒システムに接続

測定範囲
差圧：　　 -0.1～6MPa

必要に応じて異径アダプタを
お求めください。

型番  0560 1549
標準価格  10,000円（税別）

室内の差圧測定に

測定範囲
差圧：　　 -150～150hPa

型番  0560 1510
標準価格  14,000円（税別）

温湿度を手軽に測定

測定範囲
温度：　　 -20～+60℃
湿度：　　 0～100%rh

型番  0560 1605
標準価格  12,000円（税別）

折りたたみ式

温度分布 温度分布 温度分布スマート
サーモグラフィ
testo 868 温　度

校正可
メモリ

スマート
サーモグラフィ
testo 871 温　度

校正可
メモリ

スマート
サーモグラフィ
testo 872

大型フード付風量計/微差圧計
testo 420/420dP温　度

校正可
メモリ

測定範囲
温度：　　 -30～+650℃

温度分解能: 0.1℃以下
画素数：　  160×120

（SR 320×240）
視野角:　  31×23°

可視カメラ付

型番  0560 8681
標準価格  234,000円（税別）

測定範囲
温度：　　 -30～+650℃

温度分解能: 0.09℃以下
画素数：　  240×180

（SR 480×360）
視野角:　  35×26°

可視カメラ付

型番  0560 8712
標準価格  310,000円（税別）

測定範囲
温度：　　 -30～+650℃

温度分解能: 0.06℃以下
画素数：　  320×240

（SR 640×480）
視野角:　  42×30°

デジタルズーム
可視カメラ付

型番  0560 8722
標準価格  420,000円（税別）

＜測定器間 通信可能＞＜測定器間 通信可能＞

排ガス分析計
testo 320

排ガス分析計
testo 300

※アプリ不要

デジタルマニホールド
testo 550BT/557BT

デジタル真空計
testo 552BT

冷媒圧 校正可
お問い合わせください

温湿度

温湿度データロガー

温度センサ内蔵
保管庫の温度管理に

測定範囲
温度：　　　 -30～+50℃

型番 0572 2031
標準価格 20,000円（税別）

温湿度センサ内蔵
倉庫などの温湿度管理に

測定範囲
温度：　　　 -30～+50℃
湿度:　　　 0～100%rh

型番 0572 2034
標準価格 40,000円（税別）

1台でIAQ（室内空気品質）を
測定

測定範囲
温度：　　　 -10～+50℃
湿度：　　　 0～100%rh
CO2：　　　 0～5,000ppm
大気圧：　　 600～1,100hPa

型番 0572 2014
標準価格 75,000円（税別）

温度Wi-Fi データロガー
testo Saveris 2-T1 温　度 一元管理

校正可

温湿度Wi-Fi データロガー
testo Saveris 2-H1 温　度 湿　度

一元管理 校正可

温湿度・気圧・CO2Wi-Fi データロガー
testo 160 IAQ 温　度 湿　度

一元管理
気　圧

CO2 校正可

テストーのWi-Fiデータロガーは、無線LAN環境があれば、設定からデータ管理まで、Webブラウザで行うので、手軽に導入ができます。（無線LANシステムは別途ご準備下さい。）
Testoクラウドのライセンスは、使用料無料のベーシックと有料のアドバンスがあります。初期設定時に、いずれかをお選びください。

複数のロガーのデータも手軽に一元管理が可能

Testo クラウド Testo クラウド Testo クラウド

クラウドモニタリングロガー

testo スマートシリーズ -スマートフォンやタブレットとアプリでつながる測定器シリーズ

テストー ポータブルダイジェスト 2020

お問い合わせください

お問い合わせください

冷媒ゲージ圧
温　度 排ガス　

排ガス・O2・CO
プリント
校正可

排ガス　

排ガス・O2・CO
校正可冷媒圧

校正可
校正可

真空度
真空度

測定範囲
O2：　　 0～21vol%
CO：　　0～4000ppm

プローブ別売／
Bluetooth オプション使用時

型番 0632 3220
標準価格 115,000円～（税別）

測定範囲
O2：　　 0～21vol%
CO：　　0～4000ppm

O2・CO セット
本体、180mmプローブ
ACアダプタ、ソフトケース

型番 0564 3002 70
標準価格 165,000円（税別）

冷媒圧測定に、R32対応

測定範囲
ゲージ圧：-0.1～6.0MPa
温度:　　-50～150℃

型番 0563 1550（550BT）
標準価格 48,000円（税別）
型番 0563 1557（557BT）
標準価格 70,000円（税別）

冷凍空調システムの
真空引きに

測定範囲
真空度：　 20,000～0micron

26.66～0hPa

型番 0560 5522
標準価格 24,000円（税別）

排ガス分析計マニホールド 真空計

※Androidのみ アプリ対応

550BT

557BT

スマートプローブシリーズ& クランプメーター

電気
電　圧 電　流

抵　抗測定レンジ
直流電圧: 6/60/600V
交流電圧: 6/60/600V
直流電流: 600A（クランプ）
交流電流: 600A（クランプ）
抵抗:　　 60/600Ω/6/

60・600kΩ6/60MΩ
静電容量: 6/60/600nF

6/60/600μF
6/60mF

型番  0590 7703
標準価格  32,000円（税別）

風量
風　速 温　度
湿　度 風量演算
差　圧 絶対圧

大型フードで風量を測定

測定範囲
風量：　　40～4000m3/h
風速:　　0～14m/s（演算）

型番 0563 4200（風量計）
標準価格 360,000円（税別）
型番 0560 0420（微差圧計のみ）
標準価格 125,000円（税別）

風量計&微差圧計

露点演算

お問い合わせください

＊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、2020年1月現在のものです。

お問い合わせは

（2020.01）

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F TEL.045-476-2544（代表）
● セールス  TEL.045-476-2288  FAX.045-476-2277
● サービスセンター（修理・校正） TEL.045-476-2266  FAX.045-393-1863

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

www.testo.com



2点レーザー
12：1

測定
スポット

１点レーザー
10：1

測定

スポット

４点レーザー
50：1

測定
スポット

１点レーザー

測定

スポット

Pt100高精度温度計
testo 735-1/-2

最高精度±0.05℃
分解能0.001℃の高精度プローブ

測定範囲（プローブ接続時）
温度：　　　 -80～+300℃

型番 0560 7351（735-1）
標準価格 51,000円（税別）
型番 0563 7352（735-2）
標準価格 68,000円（税別）
型番 0614 0235（プローブ）
標準価格 60,500円（税別）

温　度 プリント
K熱電対K熱電対温度計

testo 925

K熱電対温度計
プローブ外付タイプ
アラーム機能

測定範囲（プローブ接続時）
温度：　　　 -50～+300℃

型番 0560 9250 08
標準価格 15,000円（税別）
型番 0602 0393（プローブ）
標準価格 18,300円（税別）

温　度 プリント

温湿度

突出しタイプの湿度センサ
センサ部分は取り外して
ケーブルと接続して使用可能
露点・湿球温度演算

測定範囲
温度：　　　 -10～+60℃
湿度：　　　 0～100％rh

型番 0563 6251
標準価格 33,000円（税別）
型番 0430 9725（ケーブル）
標準価格 6,800円（税別）

用途に応じてプローブ交換可能
温湿度測定、露点温度を演算

測定範囲
温度：　　　 -20～+70℃
湿度：　　　 0～100％rh

型番 0563 4404
標準価格 67,000円（税別）

温　度 湿　度
露点演算 露点演算

コンパクト温湿度計
testo 625

温湿度マルチ環境計測器
testo 440
温湿度計セット

露点演算

温湿度卓上式温湿度計
testo 608-H1/H2

大型ディスプレイに温湿度表示

測定範囲
温度：　　　 0～+50℃（H1）

-10～+70℃（H2）
湿度：　　　 10～95％rh（H1）

2～98％rh（H2）

型番 0560 6081（H1）
標準価格 11,000円（税別）
型番 0560 6082（H2）
標準価格 16,000円（税別）

温　度 湿　度

608-H1

608-H2

温湿度高精度卓上式温湿度計
testo 622/623

湿度精度±2%rh
622：  気圧センサ付
623：  グラフ表示

測定範囲
温度：　　　 -10～+60℃
湿度：　　　 0～100%rH
気圧：　　　 300～1,200hPa（622）

型番 0560 6220（622）
標準価格 40,000円（税別）
型番 0560 6230（623）
標準価格 25,000円（税別）

温　度 湿　度

気　圧
testo 622

温湿度ポケットライン温湿度計
testo 610

ポケットサイズの温湿度計
センサ保護キャップ付
露点・湿球温度演算

測定範囲
温度：　　　 -10～+50℃
湿度：　　　 0～100％rh

型番 0560 0610 
標準価格 20,000円（税別）

温　度 湿　度
露点演算

622

623

校正可

校正可

校正可

校正可

校正可 校正可

赤外線表面温度計
testo 830-T1/-T2

830-T1：  1点レーザー付
スポット比  10：1

830-T2：  2点レーザー付
スポット比  12：1
プローブ接続可能

測定範囲
表面温度: -30～+400℃

型番 0560 8305（T1）
標準価格 15,000円（税別）
型番 0560 8306（T2）
標準価格 18,000円（税別）

温　度 校正可
赤外線表面温度計

testo 835-T1/-T2 温　度

600℃、1500℃の2モデル
4点レーザー付
スポット比　50：１
プローブ接続可能

測定範囲
表面温度:　 -30～+600℃（T1）

-10～+1,500℃（T2）

型番 0560 8354（T1）
標準価格 49,000円（税別）
型番 0560 8355（T2）
標準価格 79,000円（税別）

メモリ
校正可

風速計&マルチ環境計測器

微差圧計

温度計

湿度計

照度計

熱線式風速（風量）計
testo 405-V1

ポケットに入る
スティック型風速計
最長30cmの伸縮ロッド

測定範囲
風速：　　 0～5m/s（-20～0℃時）

0～10m/s（0～49.9℃時）
温度：　　 -20～+49.9℃
風量：　　 0～99,990m3/h

型番　　　0560 4053
標準価格　19,000円（税別）

ベーン式風速ポケットライン風速計
testo 410-1/-2

φ30mmベーン式風速計

測定範囲
風速：　　　 0.4～20m/s
温度：　　　 -10～+50℃
湿度：　　　 0～100%rh（410-2）

型番 0560 4101（410-1）
標準価格 15,000円（税別）
型番 0560 4102（410-2）
標準価格 23,000円（税別）

風　速 温　度

校正可湿　度
testo 410-2

熱線式風速熱線式風速（風量）計
testo 425

熱線式風速プローブ付
定番風速計
ポイント・時間平均機能付

測定範囲
風速：　　　 0～20m/s
温度：　　　 -20～+70℃
風量：　　　 0～99,999m3/h

型番 0560 4251
標準価格 67,000円（税別）

風　速 温　度
風量演算 校正可

ベーン式風速ベーン式風速計
testo 4１６

マルチ環境計測器
testo 440
IAQセット

ダクトの風速風量を測定
φ16mmベーン式風速計
ポイント・時間平均機能付

測定範囲
風速：　　　 0.6～40m/s
風量：　　　 0～99,999m3/h

型番 　　　 0560 4160
標準価格 72,000円（税別）

風　速 風量演算
校正可

ベーン式風速計
testo 417

換気口の風量を測定
φ100mmベーン式風速計
ポイント・時間平均機能

測定範囲
風速：　　　 0.3～20m/s
温度：　　　 0～+50℃
風量：　　　 0～99,999m3/h

型番 0560 4170
標準価格 52,000円（税別）

ベーン式風速
風　速 温　度
風量演算 校正可

熱線式風速マルチ環境計測器
testo 440
熱線式風速計セット

用途に応じてプローブ交換可能
風量演算アプリケーション搭載

測定範囲
風速：　　　 0.3～30m/s
温度：　　　 -20～+70℃

型番 0563 4400
標準価格 74,000円（税別）

型番 0563 0401
標準価格 490,000円（税別）

差圧ポケットライン差圧計
testo 510

100hPaまでの差圧を測定
風速演算機能付

測定範囲
差圧：　　　 0～100hPa

型番 　　　 0563 0510
標準価格 21,000円（税別）

風速演算
差圧差圧計

testo 512-1/-2/-3/-4

風速演算機能付（512-1/-2/-3）

測定範囲
差圧：　　　 0～2hPa（512-1）

0～20hPa（512-2）
0～200hPa（512-3）
0～2,000hPa（512-4）

型番 　　　 0560 5126（512-1）
0560 5127（512-2）
0560 5128（512-3）
0560 5129（512-4）

標準価格  62,000円（税別）

ポケットライン照度計
testo 540

ポケットサイズの照度計
最大・最小値表示
ホールド機能

測定範囲
照度：　　 0～99,999lx

型番 0560 0540
標準価格 20,000円（税別）
※取引証明には使用できません。

差　圧
校正可

スティック温度計
testo 905-T1/T2

K熱電対センサ内蔵
905-T1：  中心温度計
905-T2：  接触式表面温度計

測定範囲
温度：　　　 -40～+350℃

（精度保証範囲）

型番 0560 9055（T1）
標準価格 10,000円（税別）
型番 0560 9056 08（T2）
標準価格 14,000円（税別）

校正可
赤外線ポケットライン表面温度計

testo 810

表面温度と気体温度を
同時測定
1点レーザー付
スポット比　6：1

測定範囲
表面温度: -30～+300℃
気体温度: -10～50℃

型番 0560 0811
標準価格 16,000円（税別）

温　度

スティック温湿度計
testo 605-H1

回転式ディスプレイ
持ち運び時に安心の
センサ保護シャッター
露点演算機能付

測定範囲
温度：　　　 0～+50℃
湿度：　　　 5～95％rh

型番 0560 6053
標準価格 15,000円（税別）

校正可
風速演算

プリント
差　圧

メモリ
735-2

風　速 温　度
風量演算 校正可

• testo 400 本体
• IAQ用アタッシュケース
• データ管理ソフトウェア
• 圧力測定用ホース
• ACアダプタ
• USBケーブル
• IAQプローブ（型番 0632 1551）
• 熱線式無指向性プローブ（型番 0628 0152）
• 輻射熱プローブ（型番 0602 0743）
• 測定スタンド（型番 0554 1591）
※IAQデータロガーを併用する場合は有線ハンドル
（型番 0554 2222）を別途お求めください。

マルチ環境計測器
testo 400 PMVセット

熱線式風速
風　速 温　度
風量演算 校正可

照　度
照度

校正可

K熱電対
温　度

接触式表面温度計
905-T2

中心温度計
905-T1

校正可

温湿度
温　度 湿　度
露点演算 校正可

温　度 湿　度
校正可

マルチ

用途に応じてプローブ交換可能。
温度・湿度・CO2を同時測定

測定範囲
温度：　　  0～+50℃
湿度：　　  5～95%rh
CO2：　　  0～10,000ppm
気圧：　　  700～1,100hPa

型番 　　　 0563 4405
標準価格 113,000円（税別）

温　度 湿　度
CO2 プリント露点演算

校正可
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