
テストー ポータブルダイジェスト 2014

熱線式風速熱線式風速（風量）計
testo 405-V1

ポケットに入る
スティック型風速計
伸縮ロッドで最長30cm

〈本体〉
測定範囲（風速） 0～5m/s
  （-20～0℃時）
  0～10m/s
  （0～+49.9℃時）
 （温度） -20～+49.9℃

型番 0560 4053
標準価格 25,000円（税別）

風　速 温　度
風量演算

ベーン式風速ポケットライン風速計
testo 410-1/-2

ポケットタイプのベーン式風速計
環境温度も同時測定
湿度測定（-２）

測定範囲 風速 0.4～20m/s
  温度 -10～+50℃
  湿度 5～95%rh(-2)

testo 410-1
型番 0560 4101
標準価格 27,000円（税別）
testo 410-2
型番 0560 4102
標準価格 42,000円（税別）

風　速 温　度

湿　度
testo 410-2

プリント

温湿度計
testo 635-2
〈高精度圧力露点プローブ〉

-45℃td までの圧力露点
パソコンに接続して解析が可能

〈プローブ〉 
測定範囲（露点）　-45～+50℃tpd
　　　　（湿度）　0～100％rh

型番(本体)　0563 6352
標準価格 100,000円（税別）
型番(プローブ)　0636 9836
標準価格 245,000円（税別）

露点

プリント メモリ
湿　度 露　点

　
風　速 温　度

ベーン式風速マルチ環境計測器
testo 445
〈φ16mm高温風速ローブ〉

140℃までの高温風速測定
60m/sまでの風速対応

〈プローブ〉
測定範囲（風速）0.6～60m/s
　　　　（温度）-30～+140℃

型番（本体） 0560 4450
標準価格 166,000円（税別）
高温用ベーンプローブ
型番（プローブ）　0635 9540
標準価格 221,000円（税別）
プローブ用ハンドルまたは
伸縮ロッドが必要です。

 ＊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、2014年１月現在のものです。マークのついた製品は専用プリンタ（型番０５５４ ０５４９）に対応しています。

風速・差圧計

騒音、照度、CO2、排ガス計、ガス検知器

テストーは風速計、温度計、温湿度計などポータブル測定器を豊富に取り揃えています。
お客様のご用途に合わせてお使いいただけるテストー製品のダイジェストカタログです。

■ 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.jp　e-mail  info@testo.co.jp

お問い合わせは

（2014.0１）

ベーン式風速（風量）計
testo 417

φ100mmのベーン式センサ
ポイント平均／時間平均演算機能
吹出し口、給排気の風速に

〈本体〉
測定範囲（風速） 0.3～20m/s
 （温度） 0～+50℃

型番 0560 4170
標準価格 89,000円（税別）

ベーン式風速
風　速 温　度
風量演算

プリント

熱線式風速マルチ環境計測器
testo 435-1
〈マルチプローブ〉

風速・温度・湿度を同時測定
ポイント平均・
時間平均機能付き

〈プローブ〉
測定範囲（風速） 0～20m/s
 （温度） -20～+70℃
 （湿度） 0～100％rh

型番（本体） 0560 4351
標準価格 73,000円（税別）
型番（プローブ）　0635 1535
標準価格 91,000円（税別）

風　速 温　度
湿　度 風量演算

熱線式風速熱線式風速（風量）計
testo 425

20m/sまでの風速（風量）・温度
ポイント平均／時間平均演算機能
伸縮ロッド付（最長820mm）

〈本体〉
測定範囲（風速） 0～20m/s
 （温度） -20～+70℃

型番 0560 4251
標準価格 107,000円（税別）

風　速 温　度
風量演算

プリント

熱線式マルチ環境計測器
testo 435-2
〈熱線式プローブ〉

伸縮式熱線式プローブ
メモリ、ポイント平均・
時間平均機能付き

〈プローブ〉
測定範囲（風速） 0～20m/s
 （温度） -20～+70℃

型番（本体） 0563 4352
標準価格 110,000円（税別）
型番（プローブ）　0635 1025
標準価格 48,000円（税別）

風　速 温　度
風量演算

ベーン式風速ベーン式風速計
testo 4１６

７m以上の風速では熱線式より
精度よく測定可能
４０m/sまでの風速を測定

測定範囲　0.6～４０m/s
精度　±（測定値の1.5%＋0.2m/s)

型番 　　　 0560 4160
標準価格 121,000円（税別）

風　速 風量演算

風量演算

差圧差圧計
testo 512-1/-2/-3/-4

風速演算機能付（testo 512-1/-2/-3）

測定範囲（testo 512-1） 0～2hPa
 （testo 512-2） 0～20hPa
 （testo 512-3） 0～200hPa
 （testo 512-4） 0～2,000hPa

〈本体〉
型番（testo 512-1）　0560 5126
標準価格 100,000円（税別）
型番（testo 512-2）　0560 5127
標準価格 99,000円（税別）
型番（testo 512-3）　0560 5128
標準価格 97,000円（税別）
型番（testo 512-4）　0560 5129
標準価格 99,000円（税別）

プリント差　圧

騒　音

騒音レベル普通騒音計
testo ８１６-1
〈IEC/JIS対応〉

作業環境の騒音測定に
31,000データをメモリ

測定範囲 ＋３0～+１３0dB
周波数特性 A,C
周波数範囲 20Hz～8kHz

型番 0563 8170
標準価格 110,000円（税別）

メモリ 照　度

照度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 0～99,999lx

testo 540
型番 0560 0540
標準価格 31,000円（税別）

※取引証明には使用できません。

CO2

CO2CO2計
testo 535

室内CO2濃度測定用
換気を最適化で省エネ
NDIRセンサ

測定範囲 0～99,999ppm

testo 535
型番：　 0560 5350
標準価格 167,000円（税別）

排ガス　

排ガス・O2・CO排ガス分析計
testo 320

ボイラ、工業炉のO2・CO測定
H2補償COの測定可（オプション）

測定範囲 O2 0～21vol%
 CO 0～4000ppm

testo 320
型番 0632 3220
標準価格 136,000円（税別）

メタン プロパン

ガス漏れガス漏れ検知器
testo 316-2

フレキシブルチューブ、
ファン吸引でガス漏れを早く検知
メタン、プロパン、水素切替

アラーム CH4　200ppm
  10,000ppm
 C3H8 100ppm
  5,000ppm
 H2 200ppm
  1000ppm

testo 316-3
型番 0632 3162
標準価格 87,000円（税別）

水　素 CO

ガス漏れガス漏れ検知器 testo 317-2
CO検知器 testo 317-3

2段階アラームで安全に検知
メタン、プロパンガス対応
アラーム CH4 100ppm
  10,000ppm
 C3H8 50ppm
  5,000ppm
testo 317-2
型番 0632 3172
標準価格 28,000円（税別）

設定しきい値に対して
アラーム音を発生
測定範囲 CO　0～1,999ppm
testo　317-3
型番 0632 3173
標準価格 55,000円（税別）

水　分

木材・建材の水分測定
testo ６１６

ブレードをあてるだけで
水分率を測定（高周波式）
木材・３種、建材７種に対応
最高５cmまでの深度の
材料水分を測定

〈本体〉
測定範囲
木材　　　  50%質量以内
建築資材　  ２0%質量以内

型番 ０５６０ ６１６０
標準価格 ７7，０００円（税別）

材料水分
水　分

ポケットライン材料水分計
testo 606-1/12

電気伝導率で水分測定
7種類の建材に対応
温度・湿度測定（-2）

測定範囲 0～54.8 質量%

testo 606-1
型番 0560 6060
標準価格 ￥24,000円（税別）
testo 606-2
型番 0560 6062
標準価格 ￥42,000円（税別）

材料水分

湿度・露点計

（317-2）

（317-3）

メタン プロパン



Pt100温度計
testo 735-1
〈高精度Pt100浸漬／芯温プローブ〉

最高精度±0.05℃
分解能0.001℃

〈プローブ〉
測定範囲 -40～+300℃

型番（本体） 0560 7351
標準価格 73,000円（税別）
型番（プローブ）　0614 0235
標準価格 121,000円（税別）

温　度 プリント

※testo 735はPt100・K・T熱電対に対応

K熱電対K熱電対温度計（1ch）
testo 925
〈K熱電対高速応答プローブ〉

わずか3秒の高速応答

〈プローブ〉
測定範囲 -40～+300℃（高速応答プローブ）

型番（本体） 0560 9250
標準価格 23,000円（税別）
型番（プローブ）0602 0393
標準価格 31,000円（税別）

温　度 プリント

T/K熱電対T/K熱電対防水温度計
testo 108

T/K熱電対対応
大型ディスプレイ
測定のみのシンプル設計

測定範囲  -50～300℃

型番 0563 1080
標準価格 18,000円（税別）
T熱電対プローブが付属しています。

温　度

データロガーコンパクトデータロガー
testo 175T1/T2 温　度

testo
175T1
（１ch）

testo 175T2
（２ch）

SDカードで内部メモリを
コピーしてデータ収集可能
内蔵・外付プローブで2ch（T2）
〈本体〉
測定範囲（175T1）　-35～+55℃
型番 0572 1751
標準価格 24,000円（税別）
〈本体・プローブ〉
測定範囲（175T2内蔵） -35～+55℃
　　　　（プローブ接続時） -40～+120℃
型番 0572 1752
標準価格 28,000円（税別）
別途サーミスタプローブが必要です。

メモリ
SDメモリカード

※ソフトウェアはHPよりダウンロード可（無料）

データ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よりダウンロード可（無料）

ミニサイズのデータロガー（1チャネル）
専用USBインターフェイスで
データ転送

〈本体〉
測定範囲 -30～+70℃

型番（本体）  0572 1560
標準価格 12,000円（税別）

　　　インターフェイスセット型番
　　　0572 0561
　　　標準価格　24,000円（税別）

セット （２ch）

K／T熱電対コンパクトデータロガー
testo 175T3
〈K熱電対フラットコードプローブ〉

SDカードで内部メモリを
コピーしてデータ収集可能
ミニプラグ採用

〈プローブ〉
測定範囲（K熱電対）　-40～+220℃

型番 0572 1753
標準価格 34,000円（税別）
型番（プローブ）　0572 9001
標準価格 13,000円（税別）

温　度 メモリ
SDメモリカード

※ソフトウェアはHPよりダウンロード可（無料）

K熱電対K熱電対温度計
testo 905-T1／T2

スティック型K熱電対温度計
中心温度、表面温度タイプ

〈本体〉
測定範囲 -40～+350℃

型番(testo 905-T1)　0560 9055
標準価格 9,500円（税別）
型番(testo 905-T2)　0560 9056
標準価格 14,500円（税別）

温　度

接触式表面温度計
testo 905-T2

中心温度計
testo 905-T1

サーミスタ高精度サーミスタ温度計
testo 110
〈防水型サーミスタ浸漬／芯温プローブ〉

システム精度±0.4℃
サーミスタ温度計

〈プローブ〉
測定範囲 -50～+150℃

型番（本体） 0560 1108
標準価格 24,000円（税別）
型番（プローブ）　0613 1212
標準価格 15,000円（税別）

温　度 プリント

K熱電対K熱電対温度計（2ch）
testo 922
〈K熱電対浸漬／芯温プローブ〉

K熱電対2ch接触式温度計
チャネル間温度差表示

〈プローブ〉
測定範囲 -40～+400℃（浸漬／芯温プローブ）

型番（本体） 0560 9221
標準価格 35,000円（税別）
型番（プローブ） 0602 1293
標準価格 7,700円（税別）

温　度 プリント

データ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よりダウンロード可（無料）

ミニサイズのデータロガ（2チャネル）
専用USBインターフェイスでデータ転送
〈本体〉
測定範囲（温度）　-20～+70℃
　　　　（湿度）　0～100％rh

型番（本体） 0572 6560
標準価格 19,000円（税別）

　　  インターフェイスセット型番
　　  0572 0566
　　  標準価格　32,000円（税別）

セット

温湿度温湿度計
testo 605-H1

1台で気体温度・湿度を測定
露点演算機能
ディスプレイ部分が回転

〈本体〉
測定範囲（気体温度）
0～+50℃
測定範囲（湿度）
5～95％rh

型番 0560 6053
標準価格 19,000円（税別）

温　度 湿　度
露点演算

温湿度ポケットライン温湿度計
testo 610

小型温湿度計
最大・最小値表示
露点・湿球温度演算機能

測定範囲（気体温度）
0～+50℃
測定範囲（湿度）
5～95％rh

型番 0560 0610 
標準価格 36,000円（税別）

温　度 湿　度
露点演算

温湿度

1台で温度・湿度・湿球温度・
露点を表示
ハンドル付ケーブルと接続可

〈本体〉
測定範囲（温度）　-10～+60℃
　　　　（湿度）　0～100％rh
型番 0563 6251
標準価格 59,900円（税別）

ハンドル付ケーブル（アセクサリ）
型番（本体） 0430 9725
標準価格 11,000円（税別）

温　度 湿　度
プリント露点演算

温湿度計
testo 625

温湿度温湿度計
testo 635-1
〈汎用温湿度プローブ〉

温度・湿度を測定
定期印刷機能

〈プローブ〉
測定範囲（温度）　-20～+70℃
　　　　（湿度）　0～100％rh

型番（本体） 0560 6351
標準価格 74,000円（税別）
型番（プローブ）　0636 9735
標準価格 68,000円（税別）

温　度 湿　度
露点演算 プリント

温湿度2チャネル×2（4チャネル）

〈本体〉
測定範囲（温度）　-20～+70℃
　　　　（湿度）　0～100％rh
型番 0572 1765
標準価格 93,000円（税別）

〈プローブ〉
測定範囲 -20～+70℃  
型番 0572 6172
標準価格 ３3,000円（税別）

データロガー4チャネル温湿度ロガー
testo 176 H1 
〈testo 176専用温湿度プローブ〉 メモリ SDメモリカード

※ソフトウェアはHPよりダウンロード可（無料）

温　度 湿　度

データロガーコンパクトデータロガー
testo 175H1

演算露点、相対湿度記録可能
SDカードで保存データの
収集が可能

〈本体〉
測定範囲（温度）　-20～+55℃
　　　　（湿度）　0～100％rh

型番 0572 1754
標準価格 50,000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よりダウンロード可（無料）

高温対応温湿度温湿度計
testo 635-1
〈平衡水分プローブ〉

雰囲気中の平衡水分を測定し
乾燥状態をチェック。

〈プローブ〉
測定範囲（温度）　0～+４０℃
　　　　（湿度）　0～100％rh

型番（本体） 0560 6351
標準価格 74,000円（税別）
型番（プローブ）　0636 21３５
標準価格 118,000円（税別）

温　度 湿　度
平衡水分 プリント

32

湿度・露点計

温度計

風速・温度・湿度・気圧・照度等
環境に関わるパラメータに対応

本体測定範囲
（風速）0～50ｍ/ｓ
（温度）-200～1，370℃
（湿度）0～100％rh
（CO2）0～10,000ppm
（気圧）+700～1,100hPa
（照度）0～100,000Lux

型番（本体） 0563 4800
標準価格 230,000円（税別）

マルチ環境計測器 testo 480&プローブ
伸縮ロッド付φ16mmベーン式プローブ
0635 9542　￥128 ,000（税別）

温湿度プローブ
0636 9743　￥86,000（税別）

IAQプローブ
0632 1543　￥203,000（税別）

熱線式無指向プローブ（気流測定用）
0628 0143　￥139,000（税別）

K熱電対輻射熱プローブφ150 mm
0602 0743　￥102,000（税別）

Pt１００高精度温度プローブ
0６１４ ０073　￥86,000（税別）

K熱電対照度プローブ
0635 0543　￥86,000（税別）

伸縮ロッド付熱線式マルチプローブ
0635 1543　￥112,000（税別）

φ100mmベーン式プローブ
0635 9343　￥134,000（税別）

接続するプローブにより測定範囲が異なります。
右プローブ以外にK熱電対プローブ、ピトー管
の接続が可能です。詳しくはお問い合せ下さい。

マルチ環境

Digital

Digital

Digital

Digital

Digital

Digital

Digital

デジタルプローブ（　　　  マークのついたプローブ）には別途接続ケーブルが必要になります。　0430 0100　￥9,100（税別）Digital

風　速

プリント

温　度

気　圧
湿　度

照　度
CO2

メモリ

露点演算

温湿度卓上・壁掛式温湿度計
testo 608-H1／H2

温度・湿度・露点、
大きくて見やすい表示文字
最高・最小値表示
testo 608-H1
測定範囲（温度）　0～+50℃
　　　　（湿度）　10～95％rh
testo 608-H2（アラーム付）
測定範囲（温度）　-10～+70℃
　　　　（湿度）　2～98％rh

型番（本体） 0560 6081
標準価格 11,000円（税別）
型番（本体） 0560 6082
標準価格 17,000円（税別）

温　度 湿　度

testo 608-H1

testo 608-H2

赤外線赤外放射温度計
testo 835-T1/-T2
〈4点レーザー式〉

温　度

4点レーザーで測定スポットが
視覚的にわかる
スポット比　50：１
600℃、1,500℃の2モデル

testo 835-T1
測定範囲 -30～600℃
型番 0560 8354 
標準価格 50,000円（税別）

testo835-T2
測定範囲 -10～1,500℃
型番 0560 8355
標準価格 77,000円（税別）

メモリ

４点レーザー
50：1

測定
スポット

赤外線コンパクトサーモグラフィ
testo 870-1/2

小型軽量・簡単操作の
サーモグラフィ
jpgでの画像保存も可能
可視カメラ・専用ケース付（2）

testo 870-1
型番　　　0560 8701
標準価格　280,000円（税別）

testo 870-2
型番　　　0560 8702
標準価格　340,000円（税別）

温　度

赤外線赤外放射温度計
testo 830-T1/-T2

ガンタイプ放射温度計
2点レーザー（T２）
上下限アラーム・熱電対（T2)

testo 830-T1
測定範囲 -30～600℃
型番 0560 8305 
標準価格 18,000円（税別）

testo 830-T2
測定範囲 -30～600℃
型番 0560 8306
標準価格 22,000円（税別）

温　度

１点レーザー
10：1

測定

スポット

2点レーザー
12：1

測定
スポット



Pt100温度計
testo 735-1
〈高精度Pt100浸漬／芯温プローブ〉

最高精度±0.05℃
分解能0.001℃

〈プローブ〉
測定範囲 -40～+300℃

型番（本体） 0560 7351
標準価格 73,000円（税別）
型番（プローブ）　0614 0235
標準価格 121,000円（税別）

温　度 プリント

※testo 735はPt100・K・T熱電対に対応

K熱電対K熱電対温度計（1ch）
testo 925
〈K熱電対高速応答プローブ〉

わずか3秒の高速応答

〈プローブ〉
測定範囲 -40～+300℃（高速応答プローブ）

型番（本体） 0560 9250
標準価格 23,000円（税別）
型番（プローブ）0602 0393
標準価格 31,000円（税別）

温　度 プリント

T/K熱電対T/K熱電対防水温度計
testo 108

T/K熱電対対応
大型ディスプレイ
測定のみのシンプル設計

測定範囲  -50～300℃

型番 0563 1080
標準価格 18,000円（税別）
T熱電対プローブが付属しています。

温　度

データロガーコンパクトデータロガー
testo 175T1/T2 温　度

testo
175T1
（１ch）

testo 175T2
（２ch）

SDカードで内部メモリを
コピーしてデータ収集可能
内蔵・外付プローブで2ch（T2）
〈本体〉
測定範囲（175T1）　-35～+55℃
型番 0572 1751
標準価格 24,000円（税別）
〈本体・プローブ〉
測定範囲（175T2内蔵） -35～+55℃
　　　　（プローブ接続時） -40～+120℃
型番 0572 1752
標準価格 28,000円（税別）
別途サーミスタプローブが必要です。

メモリ
SDメモリカード

※ソフトウェアはHPよりダウンロード可（無料）

データ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よりダウンロード可（無料）

ミニサイズのデータロガー（1チャネル）
専用USBインターフェイスで
データ転送

〈本体〉
測定範囲 -30～+70℃

型番（本体）  0572 1560
標準価格 12,000円（税別）

　　　インターフェイスセット型番
　　　0572 0561
　　　標準価格　24,000円（税別）

セット （２ch）

K／T熱電対コンパクトデータロガー
testo 175T3
〈K熱電対フラットコードプローブ〉

SDカードで内部メモリを
コピーしてデータ収集可能
ミニプラグ採用

〈プローブ〉
測定範囲（K熱電対）　-40～+220℃

型番 0572 1753
標準価格 34,000円（税別）
型番（プローブ）　0572 9001
標準価格 13,000円（税別）

温　度 メモリ
SDメモリカード

※ソフトウェアはHPよりダウンロード可（無料）

K熱電対K熱電対温度計
testo 905-T1／T2

スティック型K熱電対温度計
中心温度、表面温度タイプ

〈本体〉
測定範囲 -40～+350℃

型番(testo 905-T1)　0560 9055
標準価格 9,500円（税別）
型番(testo 905-T2)　0560 9056
標準価格 14,500円（税別）

温　度

接触式表面温度計
testo 905-T2

中心温度計
testo 905-T1

サーミスタ高精度サーミスタ温度計
testo 110
〈防水型サーミスタ浸漬／芯温プローブ〉

システム精度±0.4℃
サーミスタ温度計

〈プローブ〉
測定範囲 -50～+150℃

型番（本体） 0560 1108
標準価格 24,000円（税別）
型番（プローブ）　0613 1212
標準価格 15,000円（税別）

温　度 プリント

K熱電対K熱電対温度計（2ch）
testo 922
〈K熱電対浸漬／芯温プローブ〉

K熱電対2ch接触式温度計
チャネル間温度差表示

〈プローブ〉
測定範囲 -40～+400℃（浸漬／芯温プローブ）

型番（本体） 0560 9221
標準価格 35,000円（税別）
型番（プローブ） 0602 1293
標準価格 7,700円（税別）

温　度 プリント

データ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よりダウンロード可（無料）

ミニサイズのデータロガ（2チャネル）
専用USBインターフェイスでデータ転送
〈本体〉
測定範囲（温度）　-20～+70℃
　　　　（湿度）　0～100％rh

型番（本体） 0572 6560
標準価格 19,000円（税別）

　　  インターフェイスセット型番
　　  0572 0566
　　  標準価格　32,000円（税別）

セット

温湿度温湿度計
testo 605-H1

1台で気体温度・湿度を測定
露点演算機能
ディスプレイ部分が回転

〈本体〉
測定範囲（気体温度）
0～+50℃
測定範囲（湿度）
5～95％rh

型番 0560 6053
標準価格 19,000円（税別）

温　度 湿　度
露点演算

温湿度ポケットライン温湿度計
testo 610

小型温湿度計
最大・最小値表示
露点・湿球温度演算機能

測定範囲（気体温度）
0～+50℃
測定範囲（湿度）
5～95％rh

型番 0560 0610 
標準価格 36,000円（税別）

温　度 湿　度
露点演算

温湿度

1台で温度・湿度・湿球温度・
露点を表示
ハンドル付ケーブルと接続可

〈本体〉
測定範囲（温度）　-10～+60℃
　　　　（湿度）　0～100％rh
型番 0563 6251
標準価格 59,900円（税別）

ハンドル付ケーブル（アセクサリ）
型番（本体） 0430 9725
標準価格 11,000円（税別）

温　度 湿　度
プリント露点演算

温湿度計
testo 625

温湿度温湿度計
testo 635-1
〈汎用温湿度プローブ〉

温度・湿度を測定
定期印刷機能

〈プローブ〉
測定範囲（温度）　-20～+70℃
　　　　（湿度）　0～100％rh

型番（本体） 0560 6351
標準価格 74,000円（税別）
型番（プローブ）　0636 9735
標準価格 68,000円（税別）

温　度 湿　度
露点演算 プリント

温湿度2チャネル×2（4チャネル）

〈本体〉
測定範囲（温度）　-20～+70℃
　　　　（湿度）　0～100％rh
型番 0572 1765
標準価格 93,000円（税別）

〈プローブ〉
測定範囲 -20～+70℃  
型番 0572 6172
標準価格 ３3,000円（税別）

データロガー4チャネル温湿度ロガー
testo 176 H1 
〈testo 176専用温湿度プローブ〉 メモリ SDメモリカード

※ソフトウェアはHPよりダウンロード可（無料）

温　度 湿　度

データロガーコンパクトデータロガー
testo 175H1

演算露点、相対湿度記録可能
SDカードで保存データの
収集が可能

〈本体〉
測定範囲（温度）　-20～+55℃
　　　　（湿度）　0～100％rh

型番 0572 1754
標準価格 50,000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よりダウンロード可（無料）

高温対応温湿度温湿度計
testo 635-1
〈平衡水分プローブ〉

雰囲気中の平衡水分を測定し
乾燥状態をチェック。

〈プローブ〉
測定範囲（温度）　0～+４０℃
　　　　（湿度）　0～100％rh

型番（本体） 0560 6351
標準価格 74,000円（税別）
型番（プローブ）　0636 21３５
標準価格 118,000円（税別）

温　度 湿　度
平衡水分 プリント

32

湿度・露点計

温度計

風速・温度・湿度・気圧・照度等
環境に関わるパラメータに対応

本体測定範囲
（風速）0～50ｍ/ｓ
（温度）-200～1，370℃
（湿度）0～100％rh
（CO2）0～10,000ppm
（気圧）+700～1,100hPa
（照度）0～100,000Lux

型番（本体） 0563 4800
標準価格 230,000円（税別）

マルチ環境計測器 testo 480&プローブ
伸縮ロッド付φ16mmベーン式プローブ
0635 9542　￥128 ,000（税別）

温湿度プローブ
0636 9743　￥86,000（税別）

IAQプローブ
0632 1543　￥203,000（税別）

熱線式無指向プローブ（気流測定用）
0628 0143　￥139,000（税別）

K熱電対輻射熱プローブφ150 mm
0602 0743　￥102,000（税別）

Pt１００高精度温度プローブ
0６１４ ０073　￥86,000（税別）

K熱電対照度プローブ
0635 0543　￥86,000（税別）

伸縮ロッド付熱線式マルチプローブ
0635 1543　￥112,000（税別）

φ100mmベーン式プローブ
0635 9343　￥134,000（税別）

接続するプローブにより測定範囲が異なります。
右プローブ以外にK熱電対プローブ、ピトー管
の接続が可能です。詳しくはお問い合せ下さい。

マルチ環境

Digital

Digital

Digital

Digital

Digital

Digital

Digital

デジタルプローブ（　　　  マークのついたプローブ）には別途接続ケーブルが必要になります。　0430 0100　￥9,100（税別）Digital

風　速

プリント

温　度

気　圧
湿　度

照　度
CO2

メモリ

露点演算

温湿度卓上・壁掛式温湿度計
testo 608-H1／H2

温度・湿度・露点、
大きくて見やすい表示文字
最高・最小値表示
testo 608-H1
測定範囲（温度）　0～+50℃
　　　　（湿度）　10～95％rh
testo 608-H2（アラーム付）
測定範囲（温度）　-10～+70℃
　　　　（湿度）　2～98％rh

型番（本体） 0560 6081
標準価格 11,000円（税別）
型番（本体） 0560 6082
標準価格 17,000円（税別）

温　度 湿　度

testo 608-H1

testo 608-H2

赤外線赤外放射温度計
testo 835-T1/-T2
〈4点レーザー式〉

温　度

4点レーザーで測定スポットが
視覚的にわかる
スポット比　50：１
600℃、1,500℃の2モデル

testo 835-T1
測定範囲 -30～600℃
型番 0560 8354 
標準価格 50,000円（税別）

testo835-T2
測定範囲 -10～1,500℃
型番 0560 8355
標準価格 77,000円（税別）

メモリ

４点レーザー
50：1

測定
スポット

赤外線コンパクトサーモグラフィ
testo 870-1/2

小型軽量・簡単操作の
サーモグラフィ
jpgでの画像保存も可能
可視カメラ・専用ケース付（2）

testo 870-1
型番　　　0560 8701
標準価格　280,000円（税別）

testo 870-2
型番　　　0560 8702
標準価格　340,000円（税別）

温　度

赤外線赤外放射温度計
testo 830-T1/-T2

ガンタイプ放射温度計
2点レーザー（T２）
上下限アラーム・熱電対（T2)

testo 830-T1
測定範囲 -30～600℃
型番 0560 8305 
標準価格 18,000円（税別）

testo 830-T2
測定範囲 -30～600℃
型番 0560 8306
標準価格 22,000円（税別）

温　度

１点レーザー
10：1

測定

スポット

2点レーザー
12：1

測定
スポット
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熱線式風速熱線式風速（風量）計
testo 405-V1

ポケットに入る
スティック型風速計
伸縮ロッドで最長30cm

〈本体〉
測定範囲（風速） 0～5m/s
  （-20～0℃時）
  0～10m/s
  （0～+49.9℃時）
 （温度） -20～+49.9℃

型番 0560 4053
標準価格 25,000円（税別）

風　速 温　度
風量演算

ベーン式風速ポケットライン風速計
testo 410-1/-2

ポケットタイプのベーン式風速計
環境温度も同時測定
湿度測定（-２）

測定範囲 風速 0.4～20m/s
  温度 -10～+50℃
  湿度 5～95%rh(-2)

testo 410-1
型番 0560 4101
標準価格 27,000円（税別）
testo 410-2
型番 0560 4102
標準価格 42,000円（税別）

風　速 温　度

湿　度
testo 410-2

プリント

温湿度計
testo 635-2
〈高精度圧力露点プローブ〉

-45℃td までの圧力露点
パソコンに接続して解析が可能

〈プローブ〉 
測定範囲（露点）　-45～+50℃tpd
　　　　（湿度）　0～100％rh

型番(本体)　0563 6352
標準価格 100,000円（税別）
型番(プローブ)　0636 9836
標準価格 245,000円（税別）

露点

プリント メモリ
湿　度 露　点

　
風　速 温　度

ベーン式風速マルチ環境計測器
testo 445
〈φ16mm高温風速ローブ〉

140℃までの高温風速測定
60m/sまでの風速対応

〈プローブ〉
測定範囲（風速）0.6～60m/s
　　　　（温度）-30～+140℃

型番（本体） 0560 4450
標準価格 166,000円（税別）
高温用ベーンプローブ
型番（プローブ）　0635 9540
標準価格 221,000円（税別）
プローブ用ハンドルまたは
伸縮ロッドが必要です。

 ＊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、2014年１月現在のものです。マークのついた製品は専用プリンタ（型番０５５４ ０５４９）に対応しています。

風速・差圧計

騒音、照度、CO2、排ガス計、ガス検知器

テストーは風速計、温度計、温湿度計などポータブル測定器を豊富に取り揃えています。
お客様のご用途に合わせてお使いいただけるテストー製品のダイジェストカタログです。

■ 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.jp　e-mail  info@testo.co.jp

お問い合わせは

（2014.0１）

ベーン式風速（風量）計
testo 417

φ100mmのベーン式センサ
ポイント平均／時間平均演算機能
吹出し口、給排気の風速に

〈本体〉
測定範囲（風速） 0.3～20m/s
 （温度） 0～+50℃

型番 0560 4170
標準価格 89,000円（税別）

ベーン式風速
風　速 温　度
風量演算

プリント

熱線式風速マルチ環境計測器
testo 435-1
〈マルチプローブ〉

風速・温度・湿度を同時測定
ポイント平均・
時間平均機能付き

〈プローブ〉
測定範囲（風速） 0～20m/s
 （温度） -20～+70℃
 （湿度） 0～100％rh

型番（本体） 0560 4351
標準価格 73,000円（税別）
型番（プローブ）　0635 1535
標準価格 91,000円（税別）

風　速 温　度
湿　度 風量演算

熱線式風速熱線式風速（風量）計
testo 425

20m/sまでの風速（風量）・温度
ポイント平均／時間平均演算機能
伸縮ロッド付（最長820mm）

〈本体〉
測定範囲（風速） 0～20m/s
 （温度） -20～+70℃

型番 0560 4251
標準価格 107,000円（税別）

風　速 温　度
風量演算

プリント

熱線式マルチ環境計測器
testo 435-2
〈熱線式プローブ〉

伸縮式熱線式プローブ
メモリ、ポイント平均・
時間平均機能付き

〈プローブ〉
測定範囲（風速） 0～20m/s
 （温度） -20～+70℃

型番（本体） 0563 4352
標準価格 110,000円（税別）
型番（プローブ）　0635 1025
標準価格 48,000円（税別）

風　速 温　度
風量演算

ベーン式風速ベーン式風速計
testo 4１６

７m以上の風速では熱線式より
精度よく測定可能
４０m/sまでの風速を測定

測定範囲　0.6～４０m/s
精度　±（測定値の1.5%＋0.2m/s)

型番 　　　 0560 4160
標準価格 121,000円（税別）

風　速 風量演算

風量演算

差圧差圧計
testo 512-1/-2/-3/-4

風速演算機能付（testo 512-1/-2/-3）

測定範囲（testo 512-1） 0～2hPa
 （testo 512-2） 0～20hPa
 （testo 512-3） 0～200hPa
 （testo 512-4） 0～2,000hPa

〈本体〉
型番（testo 512-1）　0560 5126
標準価格 100,000円（税別）
型番（testo 512-2）　0560 5127
標準価格 99,000円（税別）
型番（testo 512-3）　0560 5128
標準価格 97,000円（税別）
型番（testo 512-4）　0560 5129
標準価格 99,000円（税別）

プリント差　圧

騒　音

騒音レベル普通騒音計
testo ８１６-1
〈IEC/JIS対応〉

作業環境の騒音測定に
31,000データをメモリ

測定範囲 ＋３0～+１３0dB
周波数特性 A,C
周波数範囲 20Hz～8kHz

型番 0563 8170
標準価格 110,000円（税別）

メモリ 照　度

照度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 0～99,999lx

testo 540
型番 0560 0540
標準価格 31,000円（税別）

※取引証明には使用できません。

CO2

CO2CO2計
testo 535

室内CO2濃度測定用
換気を最適化で省エネ
NDIRセンサ

測定範囲 0～99,999ppm

testo 535
型番：　 0560 5350
標準価格 167,000円（税別）

排ガス　

排ガス・O2・CO排ガス分析計
testo 320

ボイラ、工業炉のO2・CO測定
H2補償COの測定可（オプション）

測定範囲 O2 0～21vol%
 CO 0～4000ppm

testo 320
型番 0632 3220
標準価格 136,000円（税別）

メタン プロパン

ガス漏れガス漏れ検知器
testo 316-2

フレキシブルチューブ、
ファン吸引でガス漏れを早く検知
メタン、プロパン、水素切替

アラーム CH4　200ppm
  10,000ppm
 C3H8 100ppm
  5,000ppm
 H2 200ppm
  1000ppm

testo 316-3
型番 0632 3162
標準価格 87,000円（税別）

水　素 CO

ガス漏れガス漏れ検知器 testo 317-2
CO検知器 testo 317-3

2段階アラームで安全に検知
メタン、プロパンガス対応
アラーム CH4 100ppm
  10,000ppm
 C3H8 50ppm
  5,000ppm
testo 317-2
型番 0632 3172
標準価格 28,000円（税別）

設定しきい値に対して
アラーム音を発生
測定範囲 CO　0～1,999ppm
testo　317-3
型番 0632 3173
標準価格 55,000円（税別）

水　分

木材・建材の水分測定
testo ６１６

ブレードをあてるだけで
水分率を測定（高周波式）
木材・３種、建材７種に対応
最高５cmまでの深度の
材料水分を測定

〈本体〉
測定範囲
木材　　　  50%質量以内
建築資材　  ２0%質量以内

型番 ０５６０ ６１６０
標準価格 ７7，０００円（税別）

材料水分
水　分

ポケットライン材料水分計
testo 606-1/12

電気伝導率で水分測定
7種類の建材に対応
温度・湿度測定（-2）

測定範囲 0～54.8 質量%

testo 606-1
型番 0560 6060
標準価格 ￥24,000円（税別）
testo 606-2
型番 0560 6062
標準価格 ￥42,000円（税別）

材料水分

湿度・露点計

（317-2）

（317-3）

メタン プロパン
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