
デジタル温湿度計

自 記 記 録 計

SK-110TRHⅡ

①標準タイプ

（TYPE1）
No.8111-00
￥25,800(税込￥27,090)
コンピュータルーム、工場内、研究室等の
環境測定に。

測 定 範 囲：温度－10～60℃
湿度20～98％rh(at23℃)

用途に応じ各種センサ形状(5種類)を用意しました。

デジタル温湿度計

SK-120TRH
No.8130-00
￥26,800(税込￥28,140)

温度 外部温度 湿球温度 湿度 露点 校正対応 

●湿球温度・露点も測定可能です
●コンパクトなポケットサイズです
●持ち運びに便利なソフトケース付です
●センサを埃などから保護できる、回転式
の保護キャップ付です
●オートパワーオフ機能（時間設定可能）
付です

測定範囲：温　　度　0.0～50.0℃
湿　　度　10.0～95.0%rh

デジタル温湿度計

SK-140TRH
No.8134-00
￥27,800(税込￥29,190)

●持ち運びに便利なハンディタイプです
●指示計をカメラ用三脚に固定することができます

測定範囲：温　　度　0.0～50.0℃
湿　　度　10.0～95.0%rh

温度 湿度 湿球温度 校正対応 JCSS

②先トガリタイプ

（TYPE2）
No.8112-00
￥34,800(税込￥36,540)
穀物、粉末、紙や布の間等に突き刺して
の測定に。

③棒状タイプ

（TYPE3）
No.8113-00
￥34,800(税込￥36,540)
手の届きにくいエアコン吹き出し口等
の測定に。

④フレキタイプ

（TYPE4）
No.8114-00
￥34,800(税込￥36,540)
狭い隙間等の測定に。

⑤伸縮タイプ

（TYPE5）
No.8115-00
￥39,800(税込￥41,790)
手の届きにくいエアコン吹き出し口等
の測定に。

温度 湿度 校正対応 JCSS

シグマⅡ型温湿度記録計 手巻き式
No.7215-00
￥82,000(税込￥86,100)

温湿度記録計・クォーツ式

シグマⅡ型温湿度記録計
No.7210-00
￥54,500(税込￥57,225)

●機能性を追求したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
測定範囲：温度－15～40℃　湿度0～100%rh

温度 湿度 

校正対応 

温湿度記録計・クォーツ式

シグマミニキューブ温湿度記録計
No.7008-10
￥42,900(税込￥45,045)

●小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計。
測 定 範 囲：温度－15～40℃　湿度5～100%rh

温度 湿度 

長期巻温湿度記録計・クォーツ式

オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計
No.7012-00(3カ月用)/NO.7012-20(1カ月用)
￥132,000(税込￥138,600)

●長期間でも精度の高い計測を可能にする温湿度記録計。
測 定 範 囲：温度－20～50℃　湿度0～100%rh

気圧記録計・クォーツ式

シグマⅡ型気圧記録計
No.7237-00
￥70,400(税込￥73,920)

●信頼性の高いシグマⅡシリーズの気圧記録計。
測 定 範 囲：940～1045hPa

温度 

湿度 

校正対応 

気圧 

校正対応 

温・湿度記録計・クォーツ式

シグマⅡ型温度記録計
No.7230-00
￥49,500(税込￥51,975)
測 定 範 囲：温度－15～40℃

シグマⅡ型湿度記録計
No.7234-00
￥62,700(税込￥65,835)
測 定 範 囲：0～100%rh
※注文製作品です

温度 

校正対応 

湿度 

校正対応 

温湿度記録計・クォーツ式

シグマミニα温湿度記録計
No.7006-00(ブルー)
No.7006-10(モカブラウン)
￥32,800(税込￥34,440)

アルファ

温度 湿度 

●小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計。
測 定 範 囲：温度－15～50℃　湿度10～100%rh

温度記録計・クォーツ式

シグマⅡ型隔測式温度記録計
No.7200-00(1針)/No.7202-00(2針)
￥93,500/￥143,000
(税込￥98,175)/(税込￥150,150)
※注文製作品です

●離れた場所の気温や地温・水温等の計測記録に威力を発揮する記録計。
測 定 範 囲：温度－15～50℃

温度 

校正対応 

ポール取付型百葉箱
No.7960-30
￥150,000(税込￥157,500)

内 寸 法：本体(W)330×(H)330×(D)300mm

◆◆各種パンフレットをご用意しております。各営業所までご請求お願いします。◆◆

温度・湿度・露点
記録計・気圧・他各種測定器

www.sksato.co.jp

●屋外にて自記記録計で計測する際に使用します。



食品用デジタル温度計

デジタル温度計

気　圧　計

■SWPⅡシリーズ　オプションセンサ（樹脂グリップ）

食品用標準センサ（防水） 

SWPⅡ-01M No.8071-01 
￥8,000（税込 ￥8,400） 

温度－40～250℃ 
φ3×R100mm（先トガリ） 
コード1m付 

鉄板表面測定用センサ（非防水） 

SWPⅡ-03 No.8073‐00 
￥14,000（税込 ￥14,700） 

温度－15～200℃ 
φ12×R105｠mm（握手部） 
φ9（検出部）　コード1m付 

揚げ油測定用センサ（防水） 

SWPⅡ-05M No.8075-01 
￥12,000（税込 ￥12,600） 

温度－15～250℃ 
φ3×R400mm（先丸） 
コード1m付 

食品用標準高温センサ（防水） 

SWPⅡ-02M No.8072-01 
￥8,000（税込 ￥8,400） 

温度－15～250℃ 
（0℃精度向上品） 
φ3×R100mm（先トガリ） 
コード1m付 

食品用中心温度測定用センサ（防水） 

SWPⅡ-04M No.8074-01 
￥10,000（税込 ￥10,500） 

温度－15～250℃ 
φ2×R150mm（先トガリ） 
コード1m付 

食品用中心温度測定用センサ（防水） 

SWPⅡ-06M No.8076-01 
￥11,000（税込 ￥11,550） 

温度－40～250℃ 
φ2（先端）×R45mm＋φ3（根元） 
×R55mm（先トガリ）  コード1m付  

■SWPⅡシリーズ　オプションセンサ（ステンレスグリップ）

食品用ステンレスセンサ（防水） 

SWPⅡ-07 No.8077-10 
￥8,000（税込 ￥8,400） 

温度－40～250℃ 
φ3×R100mm（先トガリ） 
コード1m付 

揚げ油用ステンレスセンサ（防水） 

SWPⅡ-08 No.8077-20 
￥12,000（税込 ￥12,600） 

温度－15～250℃ 
φ3×R400mm（先丸） 
 コード1m付 

食品用ステンレスセンサ（防水） 

SWPⅡ-10 No.8077-40 
￥11,000（税込 ￥11,550） 

温度－15～250℃ 
φ2×R150mm（先トガリ） 
 コード1m付 

一般用ステンレスセンサ（防水） 

SWPⅡ-09 No.8077-30 
￥9,500（税込 ￥9,975） 

温度－40～250℃ 
φ3×R200mm（先トガリ） 
コード1m付 

気圧計

バロメックス気圧計（温度計付）
No.7612-00
￥22,000(税込￥23,100)

置針により、気圧の変化がわかる気圧計。
デジタル温度計付。
測 定 範 囲：気圧945～1045hPa

温度0～50℃

気圧計

アネロイド気圧計（温度計付）
No.7610-20
￥33,500(税込￥35,175)

気象観測にも使用される本格的気圧計。
インテリアとしても最適。
測 定 範 囲：気圧930～1070hPa

温度－10～50℃

気圧 温度 

校正対応 

気圧 温度 

校正対応 

デジタル温度計

SK-1110
No.8014-03
￥12,800(税込￥13,440)（指示計のみ）

デジタル温度計

SK-1120
No．8014-04
￥14,500(税込￥15,225)
（指示計のみ）

標準センサ　SK-K010
（センサはオプション）

SK-K010
（センサはオプション）

標準センサ　SK-K020
（センサはオプション）

専用プリンタ（オプション）
№8009-50
￥40,000(税込￥42,000)

防水型デジタル温度計

SK-250WPⅡ-N（最高最低機能付）
No.8062-00
￥21,800（税込￥22,890）
（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

防水型デジタル温度計

SK-250WPⅡ-K（単機能）
No.8068-00
￥18,800(税込￥19,740)
（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

HOLD オート 
パワーオフ HOLD MAX

MIN オート 
パワーオフ 

防水型デジタル温度計

SK-250WPⅡ-R（レコード機能付）
No.8066-00
￥21,800(税込￥22,890)
（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

防水型デジタル温度計

SK-250WPⅡ-T（時計機能付）
No.8064-00
￥19,800(税込￥20,790)
（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

HOLD MAX MIN オート 
パワーオフ 

時計 タイマー ALARM レコード 

HOLD MAX MIN

時計 タイマー ALARM オート 
パワーオフ 

温度 

校正対応 

JCSS 温度 校正対応 JCSS

アスファルト用センサ

MC-K7109
No.8250-68 ￥15,000(税込￥15,750)
0～300℃　φ5×R250mm

アスファルト用先トガリセンサ

MC-K7106
No.8250-58 ￥14,000(税込￥14,700)
0～300℃　φ5×R250mm

中・高温用センサ

MC-K7102
No.8250-54 ￥13,000(税込￥13,650)
0～800℃　φ4.8×R500mm

アスファルト用先トガリセンサ

MC-K7103
No.8250-56 ￥16,500(税込￥17,325)
0～300℃　φ5×R250mm

標準センサ　液体、粘性体用

MC-K7100
No.8250-50 ￥8,500(税込￥8,925)
－100～300℃　φ2.3×R150mm

一般計測用センサ

MC-K7101
No.8250-52 ￥10,500(税込￥11,025)
－100～700℃　φ3.2×R250mm

堆肥用センサ

MC-K7108
No.8250-67 ￥17,500(税込￥18,375)
0～300℃　φ8×R900mm

SK-1110・SK-1120・SK-7000PRTⅡ兼用 オプションセンサ（K熱電対）

プリンタ付デジタル温度計

SK-7000PRTⅡ
No.8250-30
￥61,800（指示計のみ）(税込￥64,890)

センサはオプション

温度 

校正対応 

JCSS温度 

校正対応 

JCSS

温度 

校正対応 

2ch プリント 

JCSS

食品の調理温度管理や
研究所・工場の
製品管理施設等での
温度管理に
オプションセンサの
種類が多いです

SK-S100K

メモリ機能付防水型デジタル温度計

SK-1260
No.8080-05
￥31,000
(税込￥32,550)

（K熱電対標準センサSK-S100K1本付）
（ソフトケース付）

温度 メモリ 警報 プリント 校正対応 JCSS

温度 校正対応 JCSS 温度 校正対応 JCSS

センサが2本同時に
使用できます
測定値をその場で
プリントできます

SK-S100K 標準センサ　液体、粘性体用
－100～300℃　φ2.3×R150mm
No.8080-20 ￥8,500（税込￥8,925）

SK-S103K アスファルト用先トガリセンサ
0～300℃　φ5×R250mm
No.8080-28 ￥16,500（税込￥17,325）

SK-S102K 中・高温用センサ 0～800℃ φ4.8×R500mm No.8080-26 ￥13,000（税込￥13,650）

SK-S101K 一般計測用 －100～700℃ φ3.2×R250mm No.8080-24 ￥11,000（税込￥11,550）

SK-S100WK 食品用防水型センサ
－100～300℃　φ2.3×R150mm
No.8080-22 ￥11,000（税込￥11,550）

SK-S104K 高感度測定用（液体、粘性体）
－100～300℃　φ１×R1000mm
No.8080-30 ￥16,500（税込￥17,325）

SK-S301K 静止表面用
0～600℃　先端部φ25×R40mm
No.8080-50 ￥14,000（税込￥14,700）

SK-1260各種オプションセンサ一覧　　　　※特注センサが製作可能です

熱電対センサ（K）多彩な形状により、幅広い温度測定が可能なセンサです。

SK-S305K 静止表面用（90°角度可変）
－30～500℃　先端部φ17×R36mm
No.8080-58  ￥19,500（税込￥20,475）

SK-S307K 静止表面用
－30～400℃　先端部φ17×R25mm
No.8080-62 ￥13,000（税込￥13,650）

別途、低温時の精度が高いサーミスタセンサもございます

※特注センサが製作可能です
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各種計測器へ 

電圧・電流 
RS-485

4～20mA

赤外線放射温度計

温湿度変換器・表示器・レコーダー

結露チェッカー

測定範囲：温　度　　0～50℃
湿　度　　10～95％rh
表面温度　－20～105℃
露　点　　演算表示
湿球温度　演算表示

結露チェッカー（放射温度計付）

SK-130ITH
No.8132-00
￥48,000(税込￥50,400)

レーザマーカ 

放射温度計（サークルサーモ）防滴（IPX4）

SK-8110
No.8211-00
￥45,000(税込￥47,250)

温度 校正対応 

測定範囲：－40～400℃
放 射 率：0.95、0.90、0.85

3点切替式

放射温度計（サークルサーモ）防滴（IPX4） アラーム設定が可能

SK-8120
No.8212-00
￥46,000(税込￥48,300)

温度 校正対応 

測定範囲：－40～400℃
放 射 率：0.95、0.90、0.85

3点切替式

●上下限アラーム付

放射温度計（サークルサーモ）防滴（IPX4）

SK-8130
No.8213-00
￥48,000(税込￥50,400)

温度 校正対応 

測定範囲：－50～500℃

●液晶バックライト付
●上下限アラーム付
●最高、最低
温度表示機能付

φ2.5㎜ 

27㎜ 

放射温度計　2点レーザ（スポット測定専用）防滴（IPX4）

SK-8140
No.8214-00
￥58,000(税込￥60,900)

温度 校正対応 

測定範囲：－50～500℃

●近距離・スポット測定専用
●液晶バックライト付
●上下限アラーム機能付
●最高、最低
温度表示機能付

測定ポイントをサークルで表示 

マーク付 

測定ポイントを2点レーザで表示 

マーク付 

測定ポイントをサークルで表示 

マーク付 

測定ポイントをサークルで表示 

マーク付 

温度 湿度 湿球温度 露点 校正対応 

測定範囲：温度　－10～60.0℃
湿度　20.0～95.0％rh（at23℃）

温湿度変換器

SK-RHCシリーズ
一体型センサ付
￥58,000(税込￥60,900)～
分離型センサ付
￥60,000(税込￥63,000)～

分離型センサ　SK-RHCS-2付（センサはオプション）

一体型センサ　SK-RHCS-1付
（センサはオプション）

ACアダプタ
No.7687-52
￥5,500(税込￥5,775)

中型温湿度表示器

SK-M400-TRH
No.8090-00
￥220,000 (税込￥231,000)（センサ別売）

●温度、湿度を同時に表示する高輝度デジタル表示器。

温度 湿度 

温湿度計表示器

EDMパネルメータ
No.8087
￥61,000(税込￥64,050)〈表示のみ〉
￥71,000(税込￥74,550)〈上下限警報付〉

●SD・SDHCカード対応

●LEDを使用した、見やすい表示器。

レーザマーカ 

赤外線放射温度計（レーザマーカ付）

SK-8700Ⅱ
No.8261-00
￥9,500(税込￥9,975)

測定範囲：－20～315℃

●バックライト付
●自動ホールド機能付
●放射率　0.95固定
●レーザマーカON、OFF機能付

測定範囲：－40～450℃

●放射率の設定ができます
(0.95、0.90、0.85の3点切替)

●暗い場所でも温度指示値が読める
液晶バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付
●自動ホールド機能付

マーク付 

温度 校正対応 

レーザマーカ 

レーザマーカ 

レーザマーカ 

測定キー 

赤外線放射温度計（レーザマーカ付）

SK-8900
No.8263-00
￥13,800(税込￥14,490) マーク付 

温度 校正対応 

●ガンタイプで安価な放射温度計です。

食品用放射温度計（レーザマーカ付）

SK-8920
No.8264-00
￥10,400(税込￥10,920)

測定範囲：－40.0～250℃

●食品の測定対象物に合わせて放射率を3点
（ε=0.98、0.92、0.85）から選択できます。
●オートパワーオフ機能付
●自動ホールド機能付

赤外線放射温度計（レーザマーカ付）

SK-8940
No.8266-00
￥16,800（税込￥17,640）

測定範囲：－40～500℃

●ワイドな温度測定範囲
（ー40～500℃）
●放射率は測定物にあわせて、
ε＝0.30～1.00の範囲におい
て0.01単位で設定ができます。
●オートパワーオフ機能付
●自動ホールド機能付

マーク付 

温度 校正対応 

マーク付 

温度 校正対応 

校正対応 

温度 湿度 

校正対応 

ペーパーレスレコーダー

SKR-SD10
No.8098-00
（３ch） ￥150,000(税込￥157,500)
（６ch） ￥180,000(税込￥189,000)
（９ch） ￥210,000(税込￥220,500)
（12ch）￥240,000(税込￥252,000)

温度 湿度 校正対応 

◆
◆
各
種
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
各
営
業
所
ま
で
ご
請
求
お
願
い
し
ま
す
。
◆
◆

設置型放射温度計

デジタルパネルメーター

SK-EMシリーズ
No.8152-00
￥22,000 (税込￥23,100)（センサ別売）

●熱電対センサ、測温抵抗体センサと組み合わせて
使用する温度表示器。
●電圧・電流の各種計測信号も入力可能です。

温度 

●温湿度計と放射温度計が一体化されました
●露点が測定でき、結露チェックができます
●資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所
などで結露の予防にご使用できます
●鉄工所、塗装業界、建築の現場で威力を発
揮します

測定範囲 0～400℃
出　　力 4～20mA
距離係数 12：1

放 射 率 0.95固定

設置型放射温度計

SK-8200
No.8267-00
￥35,000 (税込￥36,750)

測定範囲 0～400℃
出　　力 4～20mA
距離係数 20：1

放 射 率 0.95固定

設置型放射温度計

SK-8210
No.8267-10
￥37,000 (税込￥38,850)

温度 校正対応 

温度 校正対応 

●温度・湿度の計測値を、電圧、電流、
RS-485出力の3種類でご用意しました。
接続機器に合わせて出力の選択が可能
です。
●センサは一体型、分離型、２種類の互
換センサをご用意しました。
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人と地球と未来を測る。 

おもとめは… 

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は平成23年3月現在の価格（税込価格）です。 

本 社  
本 社 営 業 部  
東 京 営 業 所  
大 阪 支 店  
札 幌 営 業 所  
仙 台 営 業 所  
名古屋営業所 
富 山 営 業 所  
福 井 出 張 所  
福 岡 営 業 所  
 

〒101-0037 
〒101-0037 
〒174-0072 
〒540-0037 
〒001-0020 
〒989-1304 
〒460-0011 
〒939-8211 
〒918-8026 
〒812-0011 
 

東京都千代田区神田西福田町3番地 
東京都千代田区神田西福田町3番地 
東京都板橋区南常盤台2-9-18 
大阪市中央区内平野町2 - 1 - 1 0  
北海道札幌市北区北20条西4-2-17 
宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 
名古屋市中区大須 1 - 3 - 1 6  
富山県富山市二口町5 - 2 - 3  
福 井 県 福 井 市 渕 2 - 1 5 0 6  
福岡市博多区博多駅前4-18-26 
 

103-3254-8111（代） 
103-3254-8110（代）
103-3958-2351（代）
106-6944-0921（代） 
1011-758-0051（代） 
10224-83-4781（代） 
1052-204-1234（代） 
1076-494-3088（代） 
10776-35-7778（代） 
1092-451-1685（代） 
 

FAX03-3254-8123 
FAX03-3254-8119 
FAX03-3957-5986 
FAX06-6944-0926 
FAX011-758-0065 
FAX0224-83-4770 
FAX052-204-1123 
FAX076-494-3090 
FAX0776-36-0170 
FAX092-451-1688 
 東京工場　　宮城工場　　朝霞配送センター 

ISO9001／宮城工場　　ISO14001／本社　　JCSS／宮城工場  校正技術課 

データロガー

熱中症暑さ指数計

手持屈折計Rシリーズ pH計

デジタル温湿度計

2チャンネル温度ロガー

SK-L210T
No.8186-00
￥27,800(税込￥29,190)
指示計、温度プローブ 2本付、通信機　一式セット

2本の温度プローブにより同時
に2箇所の温度測定が可能です。
・記憶容量：8000データ
・解析ソフトウェア付属

SK-100R No.0180-00
Brix  0.0～32.0％　自動温度補正付
SK-101R No.0181-00
Brix  28.0～62.0％　自動温度補正付
SK-102R No.0182-00
Brix  0.0～18.0％　自動温度補正付
SK-104R No.0184-00
Brix  0.0～10.0％　自動温度補正付
SK-106R No.0186-00
Brix  58.0～92.0％
SK-107R No.0187-00
Brix  45.0～82.0％
SK-109R No.0189-00
Brix  0～50％　自動温度補正付
SK-200R No.0190-00
塩分濃度 0.0～28.0％　自動温度補正付
SK-201R No.0190-02
スープ濃度 0.0～32.0％ かんすいボーメ度 0.0～10.0
SK-202R No.0190-04
汁濃度 0～56％ 食塩水 0～28％

￥14,000（税込￥14,700）

￥15,000（税込￥15,750）

￥16,000（税込￥16,800）

￥17,000（税込￥17,850）

￥11,000（税込￥11,550）

￥11,000（税込￥11,550）

￥11,000（税込￥11,550）

￥14,000（税込￥14,700）

￥14,000（税込￥14,700）

￥19,000（税込￥19,950）

デジタル温湿度計　ルームナビ

PC-7700Ⅱ
No.1069-00
￥3,700(税込￥3,885)

温度 湿度 校正対応 

温度 記憶 校正対応 JCSS

ペンタイプpH計
SK-610PH-Ⅱ
No.6410-00
￥12,800(税込￥13,440)

ハンディ型pH計
SK-620PH
No.6400-00
￥24,000(税込￥25,200)

●河川の水質調査、工場排水の管理、食品加工の調査、醸造・発酵工程の管理などに最適です。
●全機種ともpH標準液を使用したキャリブレーションが可能です

データロガー　記憶計

SK-L200TⅡ（温度タイプ）分離型
セット時価格
￥24,800(税込￥26,040)

データロガー　記憶計

SK-L200TⅡ（温度タイプ）一体型
セット時価格
￥23,800(税込￥24,990)

データロガー　記憶計

SK-L200THⅡα（温湿度タイプ）一体型
セット時価格
￥28,800(税込￥30,240)

データロガー　記憶計

SK-L200THⅡα（温湿度タイプ）分離型
セット時価格
￥29,800(税込￥31,290)

温度 湿度 記憶 校正対応 JCSS

温度 記憶 校正対応 JCSS

温度 湿度 記憶 校正対応 JCSS

温度 記憶 校正対応 JCSS

・記憶容量：最大8000データ
・解析ソフトウェア付属

・センサ形状は各種ありますのでお問い合せ下さい。
・DC電源タイプもご用意してあります。別途お問い合わせ下さい。

SK-L200THⅡα（温湿度分離型）SK-L200TⅡ（温度分離型）

SK-L200THⅡα（温湿度一体型）SK-L200TⅡ（温度一体型）

SATOのトレーサビリティー校正
温度・湿度・気圧・風速の校正が可能な国家標準とトレーサブルな基準器・標準器を使用し、ご使用中の計
測器を校正いたします。校正成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図を発行いたします。

R

R

R

R

アルファ

アルファ

ハンディタイプのWBGT指数測定器

SK-150GT
No.8310-00
￥28,000(税込￥29,400)

高温環境下で、体温の調節機能が破綻するなどして 
体内の水分や塩分（ナトリウムなど）のバランスが 
崩れ発症する障害の総称です。 
最悪の場合は、死に至る可能性もありますが、 
予防法を知っていれば防ぐことができます。 

●熱中症って？ 

●アラーム警報付：設定値（任意のＷＢＧＴ指数）に
なるとブザーでお知らせ

●ハードケース付：持ち運び、保管に便利です
●目安シール付：熱中症予防のＷＢＧＴ指数の指針を
目安シールにしました
●カメラ用三脚に固定できるネジ穴付
●ＷＢＧＴ指数の測定環境設定機能付

●学校での体育や部活動に
●屋内・屋外のスポーツなどに
●高温環境での作業現場や、建設業などの作業現場に
●道路工事、保線工事に、農作業に

温度 黒球温度 湿度 WBGT

ソーラーデジタル温湿度計

PC-5200TRH
No.1050-10
￥4,000(税込￥4,200)

温度 湿度 

●バーグラフ表示があり、デジ・アナデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計です
●常時、最高最低温湿度を表示します
●スタンド付のため、壁掛け・卓上のどちらでも
ご使用できます

測定範囲：温度　－10～50.0℃
湿度　20～95％rh

壁掛け卓上タイプのWBGT指数測定器

SK-160GT
No.8311-00
￥8,500(税込￥8,925)

●屋内専用の熱中症暑さ指数計です
●大きなデジタル表示は離れていてもとても見やすいです
●設定した暑さ指数を超えると音と光（LED）でお知らせします
●壁掛け、卓上のどちらでも設置できます
●警報機能付（暑さ指数）

温度 暑さ指数 湿度 WBGT

卓上型pH計
SK-650PH(指示計のみ)
No.6427-00
￥57,000(税込￥59,850)

SK-150GT専用三脚（オプション）

CX-440SK
No.8310-50
￥7,500(税込￥7,875)

※専用ケース付
※全高144cm 、質量1.2kg
※三脚にセット時、黒球高さ150cm 以上可能です

●太陽電池を採用したエコな温湿度計です
（太陽電池が動作しない環境の場合は、コイン電池をセットしてご使用
することもできます）

●最高最低温湿度を常時表示します
●本体背面に壁掛け用穴とスタンド付のため、壁掛け、卓上のどちらでも
ご使用できます

※接続センサはお問い合わせ下さい

測定範囲：温度　－10～50℃
湿度　20～95％rh


