
温度計

testo 905-T1 中心温度計

付属品： 乾電池、説明書

型番： 0560 9055
定価： ￥9,300

● K熱電対センサ
● 応答速度10秒
● 回転式ディスプレイ

中心温度
測定範囲 -40～+350℃
精度 ±1℃ or ±1%rdg
分解能 ±0.1℃

動作温度 0～40℃
電池 単4×3本、1,０００時間
質量 80g

付属品： 乾電池、説明書

testo 905-T2 表面温度計

型番： 0560 9056
定価： ￥12,600

● バネ式クロスバンドのK熱電対センサ
● 応答速度5秒
● 回転式ディスプレイ

中心温度
測定範囲 -40～+350℃
精度 ±（1℃+1%rdg）
分解能 ±0.1℃

動作温度 0～40℃
電池 単4×3本、1,０００時間
質量 80g

testo 810 赤外放射温度計

型番： 0560 0811
定価： ￥15,000

● スポット比 6：1
● Min/Max、ホールド
● 放射率設定　● 1点レーザー
● 雰囲気温度（気体温度センサ付）

赤外線温度/雰囲気温度
測定範囲 -30～+300℃/-10～+50℃
精度 ±2℃ or ±2%rdg/±0.5℃
分解能 0.1℃ 
演算 温度差 

動作温度 -10～50℃ 
電池 単4×2本、5０時間
質量 90g

付属品： 保護カバー、ベルトホルダー、ストラップ、乾電池、
 　　　 検査書、説明書 

コンパクト測定器の決定版！
温・湿・風・圧力・回転・照度の測定業務をワイドにカバー

testo ポケットライン / スティックシリーズ

ポケットライン 119×46×25mm / 133×46×23mm （testo 410・540）
スティック 60×40×40mm（ヘッド部のみ、センサ部は除く）
全機種校正可能

実物大

・現場への持ち運びに便利 ! 手軽に測定
・保護キャップまたはセンサ保護シャッター付
  なので携行時にも安心（testo 905-T1/T2 は除く）

ポケット
サイズ

・全14機種から業務用途に合った1台を
  チョイス
・シンプル機能でラクラク操作

単機能
簡単操作

スティックシリーズの
ディスプレイ部分は
回転します。

ベルトホルダー保護キャップ
ポケットライン付属品

ストラップ



 ＊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、2017年2月現在のものです。

お問い合わせは

（2017.02）

■ 本社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● セールス TEL.045-476-2288  FAX.045-476-2277
● サービスセンター（修理・校正） TEL.045-476-2266  FAX.045-476-2277
■ 大阪営業所
〒530-0055 大阪市北区野崎町 7-8 梅田パークビル9F
TEL.06-6314-3180  FAX.06-6314-3187
ホームページ  http://www.testo.com　e-mail  info@testo.co.jp

風速計

testo 405-V1 熱線式風速計

付属品： 乾電池、ダクトホルダー、説明書

型番： 0560 4053
定価： ￥16,900

● 熱線式風速計
● スケール付伸縮ロッド
● センサ保護シャッター付
● 回転式ディスプレイ

風速/温度
測定範囲 0～10m/s/-20～49.9℃
精度 ±（0.3m/s+5%rdg）/±0.5℃
分解能 0.01m/s/0.1℃
演算 風量

動作温度 -20～50℃
電池 単4×3本、2０時間
質量 115g

testo 410 / 460 付属品： 保護カバー、ベルトホルダー、ストラップ、乾電池、検査書、説明書

testo 410-1/2 ベーン式風速計

型番： 0560 4101
定価： ￥13,500
型番： 0560 4102
定価： ￥21,000 

● φ40mmベーン　● 体感温度
● Min/Max、平均、ホールド 

風速/温度
測定範囲 0.4～20m/s/-10～50℃
精度 ±（0.2m/s+2%rdg）/±0.5℃
分解能 0.1m/s/0.1℃
湿度（410-2）
測定範囲 5～95％ｒｈ
精度 ±2.5％ｒｈ
分解能 0.1％ｒｈ
演算 湿球温度、露点温度
動作温度 -10～50℃
電池 単4×3本、10０/60時間
質量 100g

testo 460 非接触式回転計

型番： 0560 0460
定価： ￥19,300

● LEDマーカー付
● Min/Max、ホールド

回転
測定範囲 100～29,999rpm
精度 ±0.02%rdg
分解能 0.1rpm/ 
 1rpm（1,000rpm～）

動作温度 -20～50℃
電池 単4×3本、2０時間
質量 85g

差圧・絶対圧計

testo 510 差圧計

testo 510 / 511 / 540 付属品： 保護カバー、ベルトホルダー、ストラップ、乾電池、検査書、説明書 

型番： 0563 0510
定価： ￥19,300

● 温度補償付
● 背面マグネット付
● Min/Max、ホールド
● 測定ホース付
差圧
測定範囲 0～100hPa
精度 ±（0.1hPa+1.5%rdg）
分解能 0.01hPa
演算 風速

動作温度 0～50℃
電池 単4×3本、2０時間
質量 85g

testo 511 絶対圧計

型番： 0560 0511
定価： ￥22,300

● 海面気圧補正
● Min/Max、ホールド

絶対圧
測定範囲 300～1,200hPa
精度 ±3.0hPa
分解能 0.1hPa

動作温度 0～50℃
電池 単4×3本、20０時間
質量 90g

testo 540 照度計

型番： 0560 0540
定価： ￥17,400

● 人の目と同等の分光感度特性を 
　持ったセンサを採用
● Min/Max、ホールド 

照度
測定範囲 99,999lx
精度 ±3%（基準との比較）
分解能 1lx, 10lx（20,000lx～） 

動作温度 0～50℃ 
電池 単4×2本、10０時間 
質量 95g 
※取引証明には使用できません。

回転計

照度計

温湿度計

testo 605-H1 温湿度計

付属品： 乾電池、ダクトホルダー、説明書

型番： 0560 6053
定価： ￥13,300

● 温度と湿度の測定
● スケール付ロッド
● センサ保護シャッター付
● 回転式ディスプレイ

気体温度/湿度
測定範囲 0～+50℃/5～95％rh
精度 ±0.5℃/±3%rh
分解能 0.1℃/0.1%rh
演算 露点

動作温度 0～+50℃
電池 単4×3本、1,00０時間
質量 75g

testo 610 / 606 付属品： 保護カバー、ベルトホルダー、ストラップ、乾電池、検査書、説明書

testo 610 温湿度計

型番： 0560 0610
定価： ￥18,000

● 静電容量式湿度センサ
● Min/Max、ホールド

気体温度/湿度
測定範囲 -10～+50℃/5～95％ｒｈ
精度 ±0.5℃/±2.5％ｒｈ
分解能 0.1℃/0.1％ｒｈ
演算 WB（湿球温度）、td（露点）

動作温度 -10～+50℃
電池 単4×2本、5０時間
質量 90g

testo 606-1/2 材料水分計（建材）

型番： 0560 6060
定価： ￥12,400
型番： 0560 6062
定価： ￥22,300

● 電気伝導率による材料水分測定
● ホールド 

材料水分
測定範囲 0～54.8質量%
精度 ±0.1%
分解能 0.1質量%
温度/湿度（606-2）
測定範囲 -10～+50℃/5～95％ｒｈ
精度 ±0.5℃/±2.5％ｒｈ
分解能 0.1℃/0.1％ｒｈ
演算 WB（湿球温度）、td（露点）
動作温度 -10～50℃
電池 単4×2本、5０時間
質量 90g


