
スマホ/タブレットに測定値と演算値をスピーディに表示！

測定データはアプリからCSVやPDFでメール送信可能！

最大６台まで接続！複数ポイントの同時測定にも

使い方は簡単！ 演算やメール送信はアプリで対応‼
ステップ 1.  スマートフォンのアプリをタップ
ステップ 2.  スマートプローブの電源ON
ステップ 3.  接続が確立したら、測定スタート

スマートプローブシリーズ

スマートプローブシリーズ

換気空調メンテや室内環境測定に

温湿度温湿度
スマートプローブ
testo 605i 温　度 湿　度

校正可

電気クランプメーター
testo 770-3

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

冷媒ゲージ圧冷媒圧
スマートプローブ
testo 549i 冷媒圧

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　度飽和温度演算 校正可 電　圧 電　流

抵　抗

パイプを挟んで表面温度を
正確に測定
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 7,800円（税別）

チャージホースなしで直接ポートに接続
115iと併用で過熱度/過冷却度まで演算
測定範囲
差圧：　　 -0.1～6MPa
接続口径:  1/4"フレアメス

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 9,400円（税別）

測定レンジ
直流電圧:  1mV～600V
交流電圧:  1mV～600V
直流電流:  0.1μA～600A
交流電流:  0.1μA～600A
抵抗:　　  0.1Ω～60.00MΩ
静電容量:  2nF～60.00mF

型番  0590 7703
標準価格  31,300円（税別）

真空度真空計
testo 552 真空度

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 23,500円（税別）

スマート真空計 クランプメーター

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

露点演算

ポケットサイズの風速計
最長40cmの伸縮ロッド付き
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 14,100円（税別）

Φ40mm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 11,700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 10,200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 13,300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 11,700円（税別）

折りたたみ式
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Flue gas

テストー スマートシリーズ 詳しくはwebで

＊本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。掲載されている価格は、2018年6月現在のものです。

お問い合わせは

（2018.06）

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

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

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

温度分布スマート
サーモグラフィ
testo 871 温　度

校正可
メモリ

温度分布スマート
サーモグラフィ
testo 872 温　度

校正可
メモリ

風量・差圧大型フード付風量計
testo 420 風　速 温　度

湿　度 風量演算
差　圧 絶対圧

冷媒ゲージ圧デジタルマニホールド
testo 550BT/557BT 温　度

排ガス　

排ガス・O2・CO排ガス分析計
testo 320 プリント

校正可
排ガス　

排ガス・O2・CO・NO排ガス分析計
testo 330-1LL/2LL プリント

校正可

冷媒圧

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）

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）

温度・湿度・絶対圧・差圧測定

型番 0563 4200（風量計）
標準価格 340,000円（税別）
型番 0560 0420（微差圧計のみ）
標準価格 119,000円（税別）

大型ボイラのメンテナンスに
測定範囲
O2：　　  0～21vol%
CO：　　 0～4000ppm

セット：
本体、300mmプローブ
ACアダプタ、アタッシュケース

型番 0632 3220 70
標準価格 169,400円（税別）

ボイラ排ガス管理に最適なモデル
測定範囲 
O2：　　  0～21vol%
CO：　　 0～4000ppm
NO：　　 0～3000ppm
(オプション)

プローブ別売

型番 0632 3306（330-1LL）
標準価格 178,000円～（税別）
型番 0632 3307（330-2LL）
標準価格 205,000円～（税別）

R410AやR22を含む
60種の冷媒に対応
温度プローブを接続して
過熱度/過冷却度まで演算
測定範囲
ゲージ圧： -0.1～6.0MPa
温度:　　 -50～150℃

セット：
本体、クランプ温度プローブ×2、
ケース、真空プローブ（557BT）

型番 0563 1550（550BT）
標準価格 45,800円（税別）
型番 0563 1557（557BT）
標準価格 67,600円（税別）

スマートサーモグラフィシリーズ

フード付風量計&微差圧計スマート排ガス分析計

スマートマニホールド

＜測定器間通信可能＞＜測定器間通信可能＞

550BT

557BT

テストーのスマート製品は・・・

1. 測定器メーカーならではのプロフェッショナルな操作メニュー
2. モバイル端末で測定結果のレポート作成やメール送信が可能
3. アプリはGoogle playまたはApp Storeより無料ダウンロード

飽和温度演算

Wi-Fi


