製品ガイド「漏れ検知・検査」
蛍光式油検知器

FD-280C

／旭化成テクノシステム㈱

蛍光式油検知器：FD-280Cは、センサーとコントローラーで構成され、センサー
を水に浮かべることで水溶性油，混濁油などを高感度で検知できる接触式の検知器
である。時間がかかっていた従来の検出方法に比べ、試薬が不要で迅速な検知が行
える。
■検知原理
検知方法には蛍光受光方式を採用している。油のように蛍光性を持つ物質に励起
光を照射すると、物質の濃度に比例した蛍光スペクトルが得られる。この蛍光スペ
クトルを定期的に測定することで漏油を監視することができる。
■特長
◦水溶性油（金属加工油）、水中油（熱媒体油）など水中の蛍光性のある油を検知
◦高感度で安定した検知性能（油種によっては数ppm程度の検知可能）
◦リアルタイムの監視することで、漏油トラブルへの素早い対応が可能

問い合わせ先／TEL：03-3296-3927
（技術営業部
URL：http://www.a-ts.jp

におい検知器

NSD-1000

第１グループ）

／旭化成テクノシステム㈱

におい検知器：NSD-1000は、悪臭物質や揮発性有機物質の漏れ流出を常時監視す
る。悪臭防⽌法の特定悪臭物質や⼤気汚染防⽌法で規制されている揮発性有機化合
物（VOC）等の微⼩濃度変化を検知し、漏洩事故を未然に防ぎ、安全を確保する。
■特長
◦屋外設置で常時監視
◦⾼感度で、有害物質の漏れ・流出を早期検知
◦異常判定をサポートする機能が充実
◦簡単な維持メンテナンス
■仕様
◦検 知 対 象 ：主な揮発性有機化合物（VOC）、アンモニア、硫化⽔素など
◦出
力 ：接点出⼒：ドライ接点３点（検知警報、検知注意、ERR）
◦データ保存 ：SDカード（警報ログ、におい出力値など）
◦外 形 寸 法 ：約W240×D120×H240mm、約5 kg、屋外仕様（IP65相当）
◦電
源 ：AC100 V ±10% 1φ50〜60 Hz 50 VA以下

問い合わせ先／TEL：03-3296-3927
（技術営業部
URL：http://www.a-ts.jp

油膜検知器

第１グループ）

エポラームM：LMD-3000 ／旭化成テクノシステム㈱
LMD-3000は、工場内の排水路、排水ピット、油水分離槽や浄水場の取水口などの
油膜を検知し警報を発報するレーザ式の油膜検知器である。
水面を流れる油膜をミクロンオーダーの膜厚で検知可能。
■特長
◦水面の波立ちに強く、4 mまでの水位変動に対応できる。
◦警報を発報したい油膜の広さを設定可能（エリア検知機能）。
◦光学部が釣鐘構造となっており、設置時の光軸調整が不要。
◦見やすい3.5インチ大型カラーLCD（タッチパネル付）を採用。
■仕様
◦検知対象：水面及び床面の浮遊油膜（ガソリン、灯油、絶縁油、潤滑油等）
◦検知方法：レーザ光走査式反射光受光方式
◦出
力：接点（油膜警報、機器・レベル異常）、電流出力（4〜20 mA）
◦外形寸法：f185×547（H）mm、重量：約11 kg
◦電
源：AC100 V±10％ 50／60 Hz 100 VA以下

問い合わせ先／TEL：03-3296-3927
（技術営業部
URL：http://www.a-ts.jp
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製品ガイド「漏れ検知・検査」
リークディテクタ

LD316C

／アサダ㈱

氷点下（−30～50 ℃）の状況でも使用できる、業界初の赤外線式リークディテクタ。
■用途
冷凍倉庫の温度範囲で最も多い、－30～－20 ℃で使用でき、漏えい量が多い、冷
凍倉庫での漏えい検知を効率よく行える。
■特長
◦業界初の－30～50 ℃環境対応
◦特定不活性ガス対応
◦冷凍倉庫の冷媒（R404A・R134A）に反応しやすい赤外線式
◦－30～－20 ℃で電池寿命が連続運転時間２時間
◦冷媒の漏れを９段階のLEDでインジケータ表示
■対応冷媒
R410A・R32・R407C・R404A・R507A・R134a・R22・R502・HFO1234yf
・HFO1234ze・HFO1233zdなどのフロン

問い合わせ先／TEL：052-911-7165
URL：http://www.asada.co.jp

リークディテクタ

HELIOT900シリーズ

／アルバック販売㈱

性能と利便性に優れた、次世代リークディテクタ
■用途
自動車関連、空調冷媒機関連、電子デバイス、真空装置の気密性検査、食品・医薬品パッ
ケージ、配管部品、各種製品検査、他
■製品特長
◦大きな排気速度：5 L/secのヘリウム排気速度により快適な検査が可能
◦タブレットコントローラの採用：高精度の大画面で視認性、操作性に優れている。最大
40 mまでの無線リモート機能を標準で搭載。堅牢な産業用タブレット
◦機動性に優れたカート設計：取り回しの良いスリム設計。大型車輪、太いハンドル、ポ
ンプカバー、足踏み式ストッパ。起動/停止時間も大幅に短縮
◦簡単な保守作業：作業内容は動画でタブレットに収録。内部構造もシンプルでアクセス
し易い工夫がされている。作業パネルも工具不要で簡単に外せる
◦豊富なポンプラインアップ：30～500 L/minの油回転真空ポンプ、スクロールドライ真
空ポンプを用意

問い合わせ先／東日本営業部 TEL：03-5769-5511㈹
西日本営業部 TEL：06-6397-2281㈹
URL：https://www.ulvac-es.co.jp

発泡性ガス漏洩検査剤 GL-1B・GL-1B Special

／栄進化学㈱

発泡性が良いきめ細かな泡立ちなので、微小な漏洩箇所からの微量なガス漏れを
すばやくキャッチ可能。
また消泡性にも優れているので必要以上に泡立つような事がなく、ガス漏れ箇所
を正確に知る事が可能。
各種タンク類や配管系統のガス漏れ検査に広く利用可能。
■特長
◦不燃性なので安心して使用可能
◦金属に対する腐食性が極めて少なく、またゴム・プラスチックスに対しても侵
食することがない（銅に対しては腐食するおそれがあるため、使用後水または
アルコール等で洗浄を推奨）
◦JIS Z 2329-1991に基づき最低発泡圧力について確認の上、検査証明書を添付
◦確認最低発泡圧：4×103〜5×103 Pa（0.04〜0.05 kg f/cm2）

問い合わせ先／TEL：03-3573-4235
URL：http://www.eishinkagaku.co.jp/
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製品ガイド「漏れ検知・検査」
漏油・漏液の位置検出システム トレーステック／エヌヴェントジャパン㈱
漏油・漏液の位置検出システム『トレーステック』は、プラント・化学工場・自家発電設
備・データセンター・ビルの配管などからの水・酸・アルカリ・燃料油・有機溶剤などの液
体の漏れと漏液箇所を、少量のうちに迅速かつ正確に検出することができるシステム。
■用途
◦ビル・工場の非常用自家発電設備：燃料油配管やタンクからの燃料油の漏れ検知
◦ビル・データセンター：水配管や空調設備からの水漏れ検知
◦工場・プラント・浄水場：配管やタンクからの酸・アルカリ・有機溶剤の漏れ検知
■特長
◦全世界で30,000件以上の納入実績
◦センサケーブルには、世界をリードする「レイケム」の導電性ポリマー技術を適用
◦システムは検知装置とセンサケーブルで構成され、拡張や変更が容易
◦センサケーブルは水用（TT1000）
、導電性液体用（TT3000）
、燃料油用
（TT5000）
、
有機溶剤用（TT5001）
、濃硫酸・濃硝酸用（TT7000）をラインナップ
◦１つの回路で1 mから最大1,500 mまで、自由に増設・変更が可能
◦検知装置は１台で最大127回路、最長190 km以上の監視が可能

問い合わせ先／TEL：045-471-7630
URL：www.nVent.com

検知管式気体測定器

／㈱ガステック
ガステックの気体測定は、検知管と気体採取器、たったこれだけで気体の検知・
測定が行える。検知管を気体採取器（ポンプ）に取り付け、気体を吸引すると、検
知管の色が変わる。色の変化によって、その環境下に存在するガスが測定可能。測
定可能なガスは約250種類。いつでも、どこでも、誰でも、スピーディで簡単、しか
も正確な結果が得られる。

問い合わせ先／TEL：0467-79-3911
URL：https://www.gastec.co.jp/

バリオテック460

／㈱グッドマン
漏水音では見つけられない宅内の漏水箇所を瞬時に検出。
塩ビ管・鋼管など管種を選ばず極小の漏水箇所も検出。
■特長
◦配管内に水素／窒素の混合ガスを注入する簡単操作
◦メーター以降の建物内の漏水検知に絶大な威力を発揮
◦USB接続による計測データのPC管理が可能
◦取扱い容易なバックライト付大型画面のアイコン表示
◦小型軽量ボディと各種探索プローブが標準装備
◦安心の動作確認用電池式水素発生装置が付属
◦5％水素95％窒素の混合ガスは不燃性で安全
（※ISO 10156指定の不燃性ガスで全国のガス供給会社で入手可能）
■仕様
◦本体：205×148×57 mm/１kg
◦ケース（収納時）：390×700×180 mm
◦電源：単三形充電池＋充電機セット

問い合わせ先／TEL：045-701-5680
URL：http://www.goodman-inc.co.jp
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製品ガイド「漏れ検知・検査」
超音波漏れ試験器

SDT200

／㈱KJTD

SDT200はベルギーのSDT社にて開発された汎用超音波漏れ試験器。様々な設備に
おいて発生する超音波や人為的に発生させた超音波（周波数約40 kHz）を検知するこ
とにより、設備の異常や消耗状態、あるいは製品の気密性を調べることができる。
■用途
１．乱気流（空気伝搬）：漏れ検知、気密性試験
◦加圧型装置の漏れ
◦真空システムの漏れ
◦圧力ボンベの漏れ
◦蒸気装置の漏れ
２．摩擦（構造的）：機械の保全（オプションセンサー使用）
◦継手、ギア、ベアリング損傷
◦アーク放電、コロナ放電、トラッキング
■特長
◦軽量、コンパクト（770 g）
◦豊富なオプションセンサ

問い合わせ先／TEL：072-965-6235（企画・開発部）
URL：https://www.kjtd.co.jp

船舶用超音波漏れ試験器

Sherlog Mate

／㈱KJTD

Sherlog Mate（SDT200）はベルギーのSDT社にて開発された船舶用超音波漏れ
試験器。ハッチカバー気密性検査においては8chの超音波発振器（SDT8MS）を船倉
内に設置し、気密性が無い場所から漏れ出してきた超音波を検知し、数値または可
聴音に変換された音で評価。超音波を利用した気密性試験はハッチカバーの検査に
おいてホーステストに替わる検査方法としてIACS（国際船級協会連合）より承認さ
れており、本器はLloyd’
s Registerより型式認定されている。
■用途
◦船舶ハッチカバー、水密ドアの気密性検査
＊SDT200と同様の汎用アプリケーションにも対応可能
■特長
◦受信器の重量はわずか770 g
◦検査は１～２人、短時間作業でコストダウン
◦積荷の保護：船倉内の貨物を下さず検査が可能
◦停泊中、航行中でも検査可能
◦漏えい個所を受信センサーにより特定が可能

問い合わせ先／TEL：072-965-6235（企画・開発部）
URL：https://www.kjtd.co.jp

北川式ガス検知管・ガス採取器

／光明理化学工業㈱

測定対象ガス、測定濃度範囲毎に豊富な種類から選択できる。
その場で結果が得られるので、発生源の測定、労働衛生管理、室内環境測定、工
程管理など広範囲に使用されている。
濃度の読み取りはフィルム目盛りを採用しているので、検知管は破損しにくい構
造である。
ガス採取器AP-20型は吸引終了がわかりやすいフローインジケーター、ガラスチ
ップのこぼれない蓋付きチップカッター、抗菌樹脂のグリップを採用している。
より低濃度を測定できる室内環境用検知管は、ガス採取器の代わりに電動式のエ
アーサンプリングポンプASP-1200等を用いる。

問い合わせ先／TEL：044-833-8900
URL：http://www.komyokk.co.jp/
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製品ガイド「漏れ検知・検査」
差圧式エアリークテスター

LS-R902

／㈱コスモ計器

タッチパネル式カラー液晶を採用。メニュー画面のアイコン表示で分かりやすい
操作を実現。多くの機能を搭載し様々な要求に応える事が出来る差圧式エアリーク
テスター。
■特長と機能
◦７言語表示切替、CE＆UL規格対応で、海外の工場でも安心。
◦波形モニターにて、テスト圧力と差圧（リーク量）を視覚的に確認可能。
◦USBポートにてデータ収集やパラメーターバックアップが容易。
◦産業用ネットワーク（オプション）
◦温度補正機能（オプション）
■仕様
◦テスト圧力レンジ 微圧から4.9 MPaまで
◦リーク量単位、テスト圧単位各種選択可能
◦RS-232Cポート 前面と背面に搭載
◦外観寸法 W282×H203×D382 mm
◦電源 AC100〜240 V

問い合わせ先／TEL：042-642-1357（営業本部）
URL：http://www.cosmo-k.co.jp

防爆設置型

ガス広域監視システム

／コニカミノルタ㈱

ガス広域監視システムは、ガス漏洩を自律的に広域監視し異常の早期発見・早期
対応を可能にし、プラントの安定操業に貢献する。
■特長
◦高感度の赤外線により、爆発限界の10%のガスを可視化
◦ガスの漏洩を自動的に検知しお知らせ
◦ガスの映像だけを抽出し可視画像に重ねる事で直感的に見える化
◦漏洩位置と濃度を推定表示
◦複数カメラによる一括監視が可能で、画面の拡大表示にも対応
◦防爆対応 （Ex d IIB T4 Gb）
■検出対象ガス
メタン、エタン、プロパン、ベンゼン、トルエン、エーテル類、アルコール類、
など、炭化水素系ガス（アセチレンを除く）

問い合わせ先／TEL：042-6607581
URL：https://www.konicaminolta.jp/com_message/monitoring_solution/index.html

水没（液没）漏れ気泡検知装置

気泡検知表示画面
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／㈱コムウェーブ

工業製品の漏れ検査に水没（液没）漏れ検査が広く行われている。しかし、人が
目視で気泡を検知している現状がある。
①見落とし ②検査の標準化ができない ③検査員の労働環境の問題
等がある。これらの問題を克服するため、
＜カメラ・画像処理技術で水没漏れ検査の自動化を実現＞
装置の基本構成要素
◦気泡を集めるホッパー
◦ホッパーの上下させる機械駆動部
◦撮影装置
◦撮影・解析ソフトウエアを組み込んだPC等
気体媒体は空気が一般的であるが、ヘリウムガス等特殊ガスを活用し、より極小
のピンホール検知にも活用。
（装置システム＆検知方法：2018年特許出願）

問い合わせ先／TEL：03-6420-3508
URL：http://www.commwave.co.jp
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製品ガイド「漏れ検知・検査」
LD-300超音波リークディテクター 省エネくん！

／㈱sanzo

■特長
◦非接触でリークを簡単検知
◦設備稼働中でも使用可能
◦指向性調整フォーカスチューブ付属
◦密閉度検査用、超音波トーンジェネレーター（オプション）
■仕様
◦リーク検出：超音波受信方式
◦ディスプレイ：３色液晶ディスプレイ（バックライト付）
◦電源：内蔵充電電池
◦連続稼働時間：約６時間
◦充電時間：1.5 時間
◦本体重量：220 g

問い合わせ先／TEL：082-230-6517（CS事業部）
URL：http://www.sanzo.com

エアリークビューアー

MK-750

／JFEアドバンテック㈱

エアリークを見つけて省エネに貢献。
本製品は、エアリークに起因する超音波を検出し、そのリーク方位をカメラ画像
に重ね合わせて表示。リアルタイムに音源方位を特定できる。
◦広範囲（横方向50°
×縦方向30°
）のリーク位置を短時間で特定
◦超音波を使って音源方位を特定するので、騒音環境下でも使用可能
◦様々な現場で検出可能、持ち運び容易なポータブルタイプ
◦配管、タンクからの圧縮空気、ガス注）などのリークを検出
◦架空配管のような離れた場所のリークも検出
◦製品紹介動画URL
http://www.jfe-advantech.co.jp/setsubi/zetsuen/mk_750.html
注）防爆非対応

問い合わせ先／TEL：03-5825-7362（東京営業）／0798-66-1508（大阪営業）
URL：https://www.jfe-advantech.co.jp/

漏酸位置検知システム「ドコサンミハール」

／タツタ電線㈱

「ドコサンミハール」は、酸漏れを素早く検知し漏酸した位置情報が分かるため漏
酸による事故を未然に防止するシンプルな漏酸位置検知システムである。
水質汚濁防止法により目視点検できない場所の定期点検が義務付けられたが、こ
のような見えない場所でも短時間で漏酸位置検知が可能。
■特長
◦硫酸（最大条長200 m）、塩酸（最大条長100 m）など用途に合わせた多様なラ
インナップ
◦既設設備への取り付けOK
◦屋外敷設可
◦コネクタで接続が容易・防水IP67相当
（両端コネクタ付センサ：標準50 m）
◦敏速に漏酸位置の特定が可能

問い合わせ先／TEL：06-6721-3333（産業電線営業部）
URL：http://www.tatsuta.co.jp/
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製品ガイド「漏れ検知・検査」
発泡漏れ検査剤（リークチェック）

／㈱タセト

リークチェックは、塗布することにより微小なガス漏れでも発泡現象で高感度に
検出することができる発泡漏れ検査剤。
使用条件・用途などを考慮し、特長のある多くの種類を準備している。
品質はJISZ2329の要求条件を満足。
◦リークチェック標準型：一般の気密、ガス漏れ検査用
◦リークチェックウルトラ：「低ハロゲン・低イオウ」で試験成績書付
◦リークチェックV：立て向きの検査面でも安定した検査ができる
◦リークチェックH：検査面が高温（50～200 ℃）の範囲で使用することができる
◦リークチェックLU：常温から低温（－15 ℃）まで使用できるタイプ
「低ハロゲン・低イオウ」の試験成績書付
◦リークチェックNX：濃縮タイプですので、上水で10倍に希釈して使用する
※荷姿：エアゾール（標準型、V及びウルトラのみ）、4 Lまたは18 L

問い合わせ先／TEL：045-624-8952
URL：http://www.taseto.com/

液体漏れ発色検査剤（モレミール）

／㈱タセト

モレミールは、液体の入った容器や配管結合部の漏れ箇所を白地に赤色の発色で検
出する液体漏れ発色検査剤｡
モレミールの種類には、水漏れ発色検査剤『モレミールW』と油漏れ発色検査剤
『モレミールOiL』『モレミールOiL−Ｑ』がある。
◦水漏れ発色検査剤『モレミールW』
水漏れを白地に赤色の指示模様で検出。
タンクの水圧（水張り）試験や水ベースの各種溶液などの漏れ検査に最適。
◦油漏れ発色検査剤『モレミールOiL』『モレミールOiL−Ｑ』
ほとんどの油の漏れを白地に赤色の指示模様で検出。
石 油系溶剤（ガソリン、灯油、軽油）、各種有機溶剤、潤滑油、作動油、植物
油、アルコールなどの漏れ検査用で、危険物容器、油圧機器、変圧器及び各種
プラントの配管結合部などの漏れ検査に最適。

問い合わせ先／TEL：045-624-8952
URL：http://www.taseto.com/

液体漏れ試験用蛍光添加剤（ケイコーネペトール）

／㈱タセト

本製品を対象液体に微量添加することにより、微小な漏れも暗所でブラックライ
トを照射することで高感度で見落としなく検出することができる。
本製品は、水用と油用の２種類あり、用途により選択して使用には注意が必要。
＜ケイコーペネトール：（水漏れ用）＞
（用途）水圧試験、水張試験、循環水、各種水系液体の漏れ試験
（希釈倍率）水又は水系液体に5,000〜40,000倍希釈して使用。
＜ケイコーペネトールOF2：（油漏れ用）＞
（用途）潤滑油、絶縁油、油圧機器、空調関連、タンクや配管からの油漏れの試験
（添加量）対象の油に0.05〜0.2%添加して使用。
※暗所でブラックライトを照射して漏れを検出する。
※画像はケイコーペネトールOF2の検出例

問い合わせ先／TEL：045-624-8952
URL：http://www.taseto.com/
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製品ガイド「漏れ検知・検査」
ガス漏れ検知器シリーズ

／㈱テストー

testo 316-2/317-2は、２段階のアラームを備えたガス漏れ検知器。しきい値を超えるガスを検知すると断続
音のアラームが鳴り、次のポイントで連続音に変わることで超過度を知らせる。ボイラーや給湯器、厨房機
器などのガス漏れチェック、ガス機器の定期点検に最適。
■特長
testo 316-2：都市ガス（メタン）CH4、プロパンガスC3H8、水素H2を検出。ファンを搭載し、蛇腹ケーブル
の先端からガスを吸引して検知する。ガス漏れ箇所の特定に便利。ガス濃度は18段階のバー
で表示され、アラーム中にはディスプレイが赤く点灯する。
testo 317-2：都市ガス（メタン）
、プロパンガスを検出。ガス濃度は８段階のバーで表示される。軽量90 g
のポケットサイズ。拡散式のため、屋内の大気環境での検知に最適。
■仕様
製品名

testo 316-2

testo 316-2

testo 317-2

バッテリ

CH4：10ppm～4.0Vol.%
C3H8：10ppm～1.9Vol.%
H2：10ppm～4.0Vol.%
充電池（６時間）

単４乾電池×２（４時間）

外形寸法、質量

190×57×42 mm、348 g

130×30×15 mm、90 g

測定範囲

CH4：100～20,000ppm
C3H8：50～10,000ppm

問い合わせ先／TEL：045-476-2288
URL：https://www.testo.com

testo 317-2

赤外線式無線可燃性ガス検知器

GS01

／ドレーゲルジャパン㈱

GS01は、プラントのさらなる安全操業に貢献するワイヤレス炭化水素ガス検知
器。シングルビームトリプル波長赤外線（IR）技術と、平均5 mWの超低電力設計
を実現した特許取得済みMEMS光学フィルターを採用。常識を覆す生涯校正不要コ
ンセプトを持つ。
■特長
◦完全ケーブルレスの本質安全防爆構造
◦５秒以下の素早い応答時間（通信時間を含む）
◦連続駆動による平均２年間のバッテリ寿命（塩化チオニルリチウム電池）
◦北極圏から赤道直下まであらゆる過酷なアプリケーション用途に適用
◦世界標準のISA100.11a工業用無線規格とSIL2適合（各種条件有り）
■仕様
◦使用環境温度／湿度：−40～65 ℃/0～100%R.H.
◦寸法：300（W）×168（H）×108（D）mm
◦重量：約2.8 kg
◦認証：Ex ib IIC T4 Gb（労検 第TC22095X 号）

問い合わせ先／TEL：03-6447-7171
URL：http://www.draeger.com

エアーフローリークテスター

NFT-720

／㈱ナック

エアーの流量テストやリークテストに最適。
質量流量計のため、温度・圧力の影響を受けない。
■特長
漏れが多いワークや密閉性があまりないワークを流量測定する。
■機能
◦オートゼロ：計測直前の値をゼロ補正。◦補正：測定ワークにより計測ノイズ
を補正。◦判定信号選択：判定後のOK、NG信号をパルス出力。◦各種チェック機
能：センサー、テスト圧力、入出力、CPU ◦ホールド：測定終了時の数値をホー
ルド。◦データ出力：USBポート付きで設定条件や計測結果を出力。
■仕様
◦電源：AC100 V 50/60 HZ ◦テスト圧力：０～0.7 MPa 耐圧1 MPa ◦流
量レンジ：0〜100 ml/min 0〜500 ml/min 0〜2 L/min その他相談
◦再現性：±0.5％FS ◦精度：±1.5％FS ◦チャンネル数：16CH ◦タイマ
ー：0～999.9秒 ◦圧力：テスト圧力+0.1 MPa以上のドライエア ◦配管接続径：Rc
（PT）1/4 ◦温度範囲：5～40 ℃

問い合わせ先／TEL：042-659-1315
URL：http://www.leaktester.co.jp
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製品ガイド「漏れ検知・検査」
超音波リークディテクター

TKSU 10

／日本エスケイエフ㈱

SKF TKSU 10超音波リークディテクターは、高品質で簡単に使用できる高感度機
器で、超音波を使って空気の漏れを検出。リークは高圧から低圧へ、流体が乱流す
ることによって起こる。TKSU 10は、乱流が引き起こす高い周波数音（超音波）を
検出。センサーにある高感度圧電性結晶により、いち早く最も音が出ている漏れの
箇所を通知。本体、ヘッドホン、ゴムノズル、電池が専用ケースに同梱。
■特長
◦軽量・コンパクトで片手で操作可能、簡単操作
◦空気漏れを特定し、それを修正することで、エネルギー消費量を大幅に削減
◦センサー付きのフレキシブルチューブは、狭い場所でも使用可能
◦高品質ヘッドホンは、高騒音環境下でも最適な音質でさらに防音具として機能
■仕様
◦検出周波数：35〜42 kHz
◦電源：単３電池 ２本
◦操作温度：−10〜+50 ºC

問い合わせ先／TEL：045-478-2700
URL：http://www.skf.jp

micro CD-100 可燃性ガス検知器（非防爆）

／日本エマソン㈱

RIDGIDⓇmicro

CD-100可燃性ガス検知器は、可燃性ガスを素早くかつ迅速に検知
しお知らせします。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素な
どの可燃性ガスを検知することができます。検知感度の高低を設定できるため、少
量であっても、可燃性ガスを数秒内に検知することが可能。
■特長
◦作業環境の厳しさにも耐えられる人間工学に基づいたデザインを採用
◦ガスの存在をランプ表示、音、振動で知らせる３モードアラート
◦漏れの発生個所がボタンをタッチするだけで特定できるアジャスタブル感度セ
レクター機能
◦届きにくい狭い空間でも、漏れを検知できる40 cmフレキシブルプローブ採用
■検知対象ガス
メタン、水素、一酸化炭素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、ベンゼ
ン、イソブタンエタノール、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド、トルエン、Pキシレン、アンモニア、硫化水素
＊ガスの有無を検知する検知器。ガスの種類の探知および濃度表示は不可。

問い合わせ先／TEL：03-5769-6953（リッジ事業部）
URL：http://www.ridgid.jp

MicroRAE（マイクロレイ）

／ハネウェルジャパン㈱

ワイヤレス複合型ガス検知器：
従来の軽量・小型・堅牢な複合型ポータブル検知器に無線機能（Bluetooth）を新
たに搭載する事により、遠距離から検知器の各センサーの状態及び位置情報をリア
ルタイムでモニタリング。
■特長
◦無線機能を利用し、スマートフォン経由でデータを転送。
離れた場所からのリモート監視が可能。
◦位置情報はスマートフォンのGPS機能でグーグルマップ上に表示。
◦マンダウン・アラーム機能も搭載、ガス検知以外でのリスク監視にも。
◦対象ガス：可燃性ガス（LEL）、酸素（O2）、一酸化炭素（CO）、硫化水素（H2S）

問い合わせ先／TEL：03-6730-7320
URL：http://www.raesystems.com/products/microrae-multi-gas-detector
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製品ガイド「漏れ検知・検査」
相関式 漏水探知器

LC-2500

／フジテコム㈱

高有収率時代に入り、漏水の発見は非常に困難になってきており、有収率向上へ
より効率的で正確な漏水探知能力が求められている。
LC-2500は、時代の要求に応えた性能、操作性、耐久性を備え、正確で効率的な調
査を行うことが可能。
■特長
◦24ビットDSPによる高速演算処理
◦高い耐衝撃・耐振動性
◦見やすい大型液晶表示
◦異状音判別機能
◦漏水音録音機能
◦フィルタ機能
◦状態監視機能
◦波形モニタ機能
◦多言語に対応

問い合わせ先／TEL：03-5825-2588（業務管理グループ）
URL：https://www.fujitecom.co.jp/

管路音圧監視システムLNL-1 フジリークネッツ

／フジテコム㈱

漏水対策は、調査から監視へ
「設置」・「巡回」・「分析」３ステップで、異常管路を選別。
高感度音圧センサーを搭載したロガーを消火栓・空気弁など水道管路の付帯設備
へ設置。
一定の測定間隔に基づき、“漏水音の最小音圧値”を記録し、ロガーに記録され
たデータは、分析器へ無線で送信される。収集されたデータは、専用管理ソフト上
で、しきい値に基づき漏水発生を地図上へ表示。また個々のロガーデータのグラフ
化・比較・経時変化を視覚的に捉えることが可能。
継続的な漏水の監視を行い、管路の維持管理を効率的に行うことが可能。

問い合わせ先／TEL：03-5825-2588（業務管理グループ）
URL：https://www.fujitecom.co.jp/

ノイズカット漏水探知器

DNR-18

／フジテコム㈱

ノイズ除去デジタルフィルタが車両の通過音や動物の鳴き声など調査の妨げにな
る騒音を３つのレベルで除去。また本体内蔵メモリへ漏水音の最小レベル値を250ヶ
所分記録でき、調査結果の保存・報告書への添付が可能になる。
■特長
◦車 の通過音、動物の鳴き声や足音が消える（ノイズ除去デジタルフィルタ搭
載）
◦大きくて見やすい液晶ディスプレイ（バックライト搭載大型ディスプレイ視認
性向上）
◦漏水音レベル値が記録可能（報告書への記載データとして活用可能）
◦突然の雨でも大丈夫（防塵・防滴構造、さらに耐衝撃性・耐振動性も向上）

問い合わせ先／TEL：03-5825-2588（業務管理グループ）
URL：https://www.fujitecom.co.jp/
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製品ガイド「漏れ検知・検査」
リークディテクターASM3xxシリーズ

／伯東㈱

ASM 3xxシリーズは、ヘリウムまたは水素を用いたリーク検査が可能であり、機
器メンテナンスから生産環境までさまざまな用途での真空リーク検出およびスニフ
ァーリーク検出において最高レベルの性能を発揮する。
■特長
◦大容量補助ポンプはオイル・ドライ選択が可能＝ASM340
◦最小検出可能リークレート＠スニファー➡10−10
（Pa m3/s）台＝ASM340
◦業界最高水準のヘリウム排気速度：25（l/s）により優れた応答を実現＝ASM392
◦持ち運びに最適な業界最軽量レベル：21（kg）＝ASM310
◦Semi S2に対応＝ASM390/ASM392
◦SDカードへの記録・ダウンロードが可能＝全モデル
◦オプション：専用カート＝ASM310/340
◦オプション：専用アプリ（Android）を介したリモート制御が可能
※デモ機の貸出、実機での製品説明等可能
※写真はASM340

問い合わせ先／TEL：03-3225-8938（東京本社）/06-6350-8913（関西支店）
URL：http://www.hakuto-vacuum.jp/

一酸化炭素ガス検知用 赤外線サーモグラフィFLIR GF346 ／フリアーシステムズジャパン㈱
FLIR GF346は一酸化炭素ガス検知用に設定された赤外線サーモグラフィである。
一酸化炭素は主に製鉄所などで、副産物として生成されるコークスガスなどに多く
含まれるが、重篤な中毒症状を引き起こす可能性がある危険なガスである。機器の
稼働中にガスの漏洩状況をリアルタイムに映像化し、確認できる本製品は、広大な
エリアを素早く効率的に点検でき、作業現場の安全性を高める新たなツールとして
活用されている。
■特長
冷却型インジウムアンチモン（InSb）検出素子を搭載。感度波長域4.52–4.67 µm
のナローバンドパスフィルター内蔵により、一酸化炭素ガスを可視化する。
■検出できるガス
一酸化炭素

問い合わせ先／TEL：03-6721-6648
URL：http://www.flir.com/thg

メタンなど揮発性有機化合物の検知用 赤外線サーモグラフィFLIR GF320 ／フリアーシステムズジャパン㈱
本製品は揮発性有機化合物（VOC）のガス漏れを画像化し、ガス漏れの正確な位置を特定
する携帯型赤外線サーモグラフィである。稼働中の機器を停止せずに、ガス漏れ検査を行なう
ことが可能。また、離れた場所から検査を行なうことができるので、作業者の安全性は大幅に
向上する。さらに、環境保護の観点からも、有毒ガスの発生を検知することは有益である。本
製品は精油所や天然ガス処理施設、海上作業台船、化学／石油化学産業、バイオガス発電所な
どさまざまな産業用途で活用できる。
■特長
冷却型インジウムアンチモン（InSb）検出素子を搭載。感度波長領域3.2〜3.4 µmの高感度
検出素子によりガスを煙のように眼に見える形で表示。わずかな温度差も検出できるため、ガ
ス漏れ検査だけでなく、電気機器などの保守点検や温度計測にも使用できる。温度計測範囲は
－20～＋350 ℃を可視化できる。ガス漏れ検査に使用できるだけでなく、一般的なサーモグラ
フィとして各種設備の保守点検にも使用可能。
■検出できるガス
◦ベンゼン
◦メチルエチルケトン
◦ブタン
◦エタノール
◦メチルイソブチルケトン
◦エタン
◦エチルベンゼン
◦オクタン
◦メタン
◦ヘプタン
◦ペンタン
◦プロパン
◦ヘキサン
◦1-ペンタン
◦エチレン
◦イソプレン
◦トルエン
◦プロピレン
◦メタノール
◦キシレン

問い合わせ先／TEL：03-6721-6648
URL：http://www.flir.com/thg
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製品ガイド「漏れ検知・検査」
タンクリークテスタ

PSR-5101

／㈱プレックス

消防法で規定の地下タンク気相部、移動貯蔵タンク（タンクローリ）漏れ試験器
■圧力レンジ
◦加圧：100 kPa/50 kPa/20 kPa ◦減圧：－20 kPa ◦微加圧：2 kPa
◦微減圧：－10 kPa/－4 kPa/－2 kPa ◦温度：白金抵抗体×2 分解能0.01 ℃
■検査可能槽数（チャンネル）地下タンク、タンクローリ共最大10槽
■表示および記録：７インチカラータッチパネル（オプションでタブレットあり）
■データ保存：内臓SDカードに50データ及びUSBメモリに自動保存
■電源：AC100 V 形状：W350×H240×D460 重量：10.0 ㎏
■その他
◦タンクローリ漏洩センサPLS-220 ◦エアー分配器ARD-300（最大９槽）
（単槽ローリを最大10台同時検査も可能）
◦地下タンク液相部ペアリークテスタLLT-2200α（全危協評第10-3号）
◦気相部圧力レコーダpascal4
◦配管密閉冶具（特許庁長官奨励賞受賞品）20A～150Aまで各種
２段の密閉冶具で接手チーズの両側同時密封も可能

問い合わせ先／TEL：076-407-5400
URL：http://www.prex-com.jp

漏洩検査剤（油漏れ・水漏れ・発泡漏れ）

／マークテック㈱

豊富な漏洩検査剤をラインナップにより、さまざまな漏れ検査に最適な製品の提
供が可能。
■油漏れ検査
油に希釈して使用する蛍光漏洩検査剤
製品名：スーパートレーサーOL-200Ⅱ、FT-32、FT-56
■水漏れ検査
水に希釈して使用する蛍光漏洩検査剤
製品名：スーパーグローDF-300 Liquid
■発泡漏れ検査
試験箇所を塗布して使用する検査剤
製品名：スーパーバブルTR-1、TR-1C

問い合わせ先／TEL：03-3765-1712
URL：http://www.marktec.co.jp

蛍光式油圧作動油リーク検知システム SPECTROLINEスペクトロライン／㈱リークラボ・ジャパン
蛍光式リーク検知「スペクトロライン」は、特殊な蛍光剤と紫外線ランプで微量な流体の漏れ
をピンポイントで検知する画期的な診断方法。使用方法は、オイルに対し蛍光剤を標準0.1％程度
添加し、後は紫外線ランプで疑わしい箇所を検査するだけ。
今まで見つけられづらかったにじみ程度の漏れも簡単にすばやくキャッチでき、オイルの使用
低減・検査時間の削減など、多くのメリットを簡単に得られる。
■用途
◦設備保全での油圧作動油漏れ検知･･･オイルの使用低減・漏れの早期発見に。
◦重機、建機、工作機械などの出荷前検査に･･･オイルの漏れか付着かを的確に判断できる。
◦その他、各種オイル・水・冷媒ガスの微少漏れ検知に（蛍光剤の種類は変わる）
。
■仕様
◦油圧作動油用蛍光剤OIL-GLO44-Q（946 mL）
◦紫外線ランプ

保全部門用：オプティマックス3000（品番：TP-8690/J）
検査部門用：オプティマックス365 （品番：OPX-365/J）

問い合わせ先／TEL：06-6582-5497（営業開発課）
URL：http://leaklab-japan.jp/
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