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ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション

Weather StationsWeather Stations

風速 風向 気温 相対湿度 雨量 日射 空きポート
ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション
品名 型式
2900ET 3350WD2 ● ● ● ● ● ● 5
2800 3345WD2 N/A N/A OPT N/A OPT OPT 9
2700 3340WD2 ● ● ● ● ● OPT 6
2600 3325WD2 ● ● ● N/A ● OPT 6
2550 3320WD2 ● ● ● ● N/A OPT 6
●：標準装備　OPT：オプション設定　N/A：設定なし

ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション、、、、ミニウェザーステーションミニウェザーステーションミニウェザーステーションミニウェザーステーション又又又又はははは各種各種各種各種ウォッチドックシリーズウォッチドックシリーズウォッチドックシリーズウォッチドックシリーズ全全全全てでてでてでてで
ごごごご使用頂使用頂使用頂使用頂けるけるけるけるソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアですですですです。。。。測定測定測定測定データデータデータデータをををを、、、、計算計算計算計算、、、、グラフィックグラフィックグラフィックグラフィック機能表示機能表示機能表示機能表示などなどなどなど多機能多機能多機能多機能
ななななソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアですですですです。。。。 ＊＊＊＊専用専用専用専用ケーブルケーブルケーブルケーブル付付付付きですきですきですきです。。。。

スペックスペックスペックスペック9プロプロプロプロ

各種各種各種各種データロガーデータロガーデータロガーデータロガー、、、、エコノミーデータロガーシリーズエコノミーデータロガーシリーズエコノミーデータロガーシリーズエコノミーデータロガーシリーズ用用用用のののの
ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアですですですです。。。。 ＊＊＊＊専用専用専用専用ケーブルケーブルケーブルケーブル付付付付きききき

ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション、、、、ミニウェザーステーションシリーズミニウェザーステーションシリーズミニウェザーステーションシリーズミニウェザーステーションシリーズ
にはにはにはには対応対応対応対応しておりませんしておりませんしておりませんしておりません。。。。

型式型式型式型式：：：：３６５４３６５４３６５４３６５４型式型式型式型式：：：：３６５４３６５４３６５４３６５４BBBBBBBB９９９９９９９９

型式型式型式型式：：：：３６５４３６５４３６５４３６５４型式型式型式型式：：：：３６５４３６５４３６５４３６５４PPPPPPPP９９９９９９９９

専用専用専用専用ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア

スペックスペックスペックスペック9ベーシックベーシックベーシックベーシック

測定測定測定測定データデータデータデータをををを月単位月単位月単位月単位でででで管理管理管理管理しししし日平均日平均日平均日平均やややや最大最小値最大最小値最大最小値最大最小値をををを表示加工表示加工表示加工表示加工、、、、自動計算自動計算自動計算自動計算しますしますしますします。。。。測定測定測定測定データデータデータデータをををを月単位月単位月単位月単位でででで管理管理管理管理しししし日平均日平均日平均日平均やややや最大最小値最大最小値最大最小値最大最小値をををを表示加工表示加工表示加工表示加工、、、、自動計算自動計算自動計算自動計算しますしますしますします。。。。

月平均月平均月平均月平均やややや日平均日平均日平均日平均のののの気象気象気象気象データデータデータデータをををを手軽手軽手軽手軽にににに自動計算自動計算自動計算自動計算しししし、、、、
自動計算自動計算自動計算自動計算したしたしたしたデータデータデータデータははははテキストデータテキストデータテキストデータテキストデータでででで保存保存保存保存できますできますできますできます。。。。

単単単単3333電池電池電池電池４４４４本本本本でででで1111年間年間年間年間データログデータログデータログデータログ
本体本体本体本体でででで測定条件確認変更可能測定条件確認変更可能測定条件確認変更可能測定条件確認変更可能
各各各各センサーセンサーセンサーセンサー配線済配線済配線済配線済みみみみ
軽量設計軽量設計軽量設計軽量設計

ウエザーステーションウエザーステーションウエザーステーションウエザーステーション２９００２９００２９００２９００ETはははは、、、、風向風向風向風向、、、、風速風速風速風速、、、、気温気温気温気温、、、、

湿度湿度湿度湿度、、、、雨量雨量雨量雨量、、、、日射量日射量日射量日射量をををを直接測定直接測定直接測定直接測定しますしますしますします。。。。測定測定測定測定したしたしたしたデータデータデータデータ
をををを元元元元にににに、、、、ET（（（（EvapoTranspiration）、）、）、）、露点温度露点温度露点温度露点温度（（（（ Dew 

Point））））等等等等をををを計算計算計算計算しますしますしますします。。。。

日本国内日本国内日本国内日本国内TELEC認証認証認証認証をををを取得取得取得取得したしたしたしたワイヤレスシステムワイヤレスシステムワイヤレスシステムワイヤレスシステムをををを

オプションオプションオプションオプションでででで搭載搭載搭載搭載できますできますできますできます。。。。研究室研究室研究室研究室にににに居居居居ながらながらながらながらデータデータデータデータをををを
確認確認確認確認するするするする事事事事がががが容易容易容易容易になりますになりますになりますになります。。。。
電波法電波法電波法電波法にににに触触触触れるれるれるれる違法通信違法通信違法通信違法通信がががが横行横行横行横行するするするする中中中中でででで合法的合法的合法的合法的にににに通通通通
信信信信するするするする数少数少数少数少ないないないない装置装置装置装置ですですですです。。。。

1時間時間時間時間にににに1回回回回のののの計測計測計測計測でででで約約約約1年間分年間分年間分年間分のののの測定測定測定測定ができますができますができますができます。。。。
単単単単3アルカリアルカリアルカリアルカリ乾電池乾電池乾電池乾電池4本本本本でででで1年間測定可能年間測定可能年間測定可能年間測定可能ののののロングランロングランロングランロングラン。。。。

持持持持ちちちち運運運運べるべるべるべるタイプタイプタイプタイプののののウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションですですですです。。。。

本格本格本格本格データデータデータデータ収集収集収集収集からからからから1かかかか月程度月程度月程度月程度のののの定点測定定点測定定点測定定点測定までまでまでまで幅広幅広幅広幅広くおくおくおくお

使使使使いいただけますいいただけますいいただけますいいただけます。。。。
空空空空ききききポートポートポートポートがあるのでがあるのでがあるのでがあるのでオプションセンサーオプションセンサーオプションセンサーオプションセンサーをををを選選選選べますべますべますべます。。。。

追加追加追加追加でででで各種各種各種各種センサーセンサーセンサーセンサー（（（（結露結露結露結露センサーセンサーセンサーセンサー、、、、土壌水分土壌水分土壌水分土壌水分、、、、土壌温土壌温土壌温土壌温
度度度度、、、、光量子光量子光量子光量子センサーセンサーセンサーセンサー、、、、CO2センサーセンサーセンサーセンサー））））電流電流電流電流････電圧測定電圧測定電圧測定電圧測定もももも
利用可能利用可能利用可能利用可能ですですですです。。。。安心安心安心安心ののののEEPROMデータメモリーデータメモリーデータメモリーデータメモリーですですですです。。。。

型式型式型式型式：：：：３３５０３３５０３３５０３３５０型式型式型式型式：：：：３３５０３３５０３３５０３３５０WD2WD2WD2WD2WD2WD2WD2WD2

三脚三脚三脚三脚三脚三脚三脚三脚 型式型式型式型式：：：：型式型式型式型式：：：：OLOLOLOLOLOLOLOL--------TPTPTPTPTPTPTPTP

オプションオプションオプションオプション

現場で手軽に測定データをデータシャ
トルのみで吸い上げます。複数のウェ
ザーステーションのデータ回収も安心
のEEPROMデータメモリーです。

データシャトルデータシャトルデータシャトルデータシャトル

型式型式型式型式：：：：３６７９３６７９３６７９３６７９型式型式型式型式：：：：３６７９３６７９３６７９３６７９WDWDWDWDWDWDWDWD１１１１１１１１

ウエザーステーションウエザーステーションウエザーステーションウエザーステーション2900ET

USBUSBUSBUSBシリアルシリアルシリアルシリアル変換変換変換変換ケーブルケーブルケーブルケーブル

型式型式型式型式：：：：型式型式型式型式：：：：USB/RS232USB/RS232USB/RS232USB/RS232USB/RS232USB/RS232USB/RS232USB/RS232



特徴

ワイヤレスウェザーステーションの測定項目は
蒸発散(ET) 、日射量、風向/風速、露点、温度、相対湿度、
および雨量を測定、計算、記録し設定したデータをPCに転送します。
各センサーは接続済みです。
設置場所に合わせた三脚やポールをご用意いたします。
測定現場の農業気象を測定します。
追加で各種センサー（結露センサー、気圧センサー、土壌水分、
土壌温度、光量子センサー、CO2センサー）を利用可能です。

ミニウエザーステーションミニウエザーステーションミニウエザーステーションミニウエザーステーション

ワイヤレスウェザーステーションワイヤレスウェザーステーションワイヤレスウェザーステーションワイヤレスウェザーステーション

1000m

日本国内日本国内日本国内日本国内TELEC認証認証認証認証をををを持持持持ったったったったワイヤレスシステムワイヤレスシステムワイヤレスシステムワイヤレスシステムををををオプションオプションオプションオプションでででで搭載搭載搭載搭載してしてしてして

いますいますいますいます。。。。

アメリカアメリカアメリカアメリカではではではでは通信通信通信通信できてもできてもできてもできても日本国内日本国内日本国内日本国内ではではではでは電波法電波法電波法電波法にににに触触触触れるれるれるれる違法通信違法通信違法通信違法通信がががが横行横行横行横行すすすす
るるるる中中中中でででで日本国内日本国内日本国内日本国内でででで合法的合法的合法的合法的ににににデータデータデータデータ通信通信通信通信できるできるできるできる数少数少数少数少ないないないない気象観測装置気象観測装置気象観測装置気象観測装置ですですですです。。。。

TELECとはとはとはとは？？？？
電波法電波法電波法電波法にににに基基基基づいたづいたづいたづいた基準認証制度基準認証制度基準認証制度基準認証制度ですですですです。。。。
TELECはははは、、、、総務大臣総務大臣総務大臣総務大臣からからからから登録証明機関登録証明機関登録証明機関登録証明機関のののの登録登録登録登録をををを受受受受けてけてけてけて実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。

通信通信通信通信イメージイメージイメージイメージ

気温 相対湿度 光量子 雨量 空きポート
ミニウェザーステーションミニウェザーステーションミニウェザーステーションミニウェザーステーション
品名 型式
2475 3686WD ● ● ● OPT 1
2450 3684WD ● ● OPT OPT 2
2425 3683WD ● N/A OPT OPT 3
2400 3685WD N/A N/A OPT OPT 4
●：標準装備　OPT：オプション設定　N/A：設定なし

型式型式型式型式：：：：３６８６３６８６３６８６３６８６型式型式型式型式：：：：３６８６３６８６３６８６３６８６WDMWDMWDMWDMWDMWDMWDMWDM

測定点数測定点数測定点数測定点数のののの少少少少ないないないない小型小型小型小型ののののウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションですですですです。。。。気気気気
温温温温、、、、湿度湿度湿度湿度、、、、光量子量光量子量光量子量光量子量、、、、雨量雨量雨量雨量ととととコンパクトコンパクトコンパクトコンパクトにににに仕上仕上仕上仕上がっていがっていがっていがってい
ますますますます。。。。
必要必要必要必要のないのないのないのない測定測定測定測定をををを削削削削ってってってって多点計測多点計測多点計測多点計測をされたいをされたいをされたいをされたい時時時時におにおにおにお使使使使
いいいい下下下下さいさいさいさい。。。。
電源電源電源電源はははは、、、、単単単単３３３３アルカリアルカリアルカリアルカリ乾電池乾電池乾電池乾電池４４４４本本本本でででで１１１１年間年間年間年間データデータデータデータ測定測定測定測定しししし
ますますますます。。。。

測定点数測定点数測定点数測定点数：：：：４４４４点点点点
測定間隔測定間隔測定間隔測定間隔：：：：１１１１，，，，１０１０１０１０，，，，１５１５１５１５，，，，３０３０３０３０，，，，６０６０６０６０，，，，１２０１２０１２０１２０min

メモリーメモリーメモリーメモリー：：：：６０６０６０６０min測定測定測定測定でででで約約約約３６０３６０３６０３６０日測定可能日測定可能日測定可能日測定可能ですですですです。。。。

空空空空ききききポートポートポートポートをををを利用利用利用利用してしてしてして各種各種各種各種センサーセンサーセンサーセンサーのののの測定可能測定可能測定可能測定可能ですですですです。。。。
土壌水分土壌水分土壌水分土壌水分センサーセンサーセンサーセンサー

結露結露結露結露センサーセンサーセンサーセンサー

型式型式型式型式：：：：型式型式型式型式：：：：OLWSOLWSOLWSOLWSOLWSOLWSOLWSOLWS--------10001000100010001000100010001000



どこでもどこでもどこでもどこでも気軽気軽気軽気軽にににに気象気象気象気象データデータデータデータ測定測定測定測定

ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイでででで各値各値各値各値ののののチェックチェックチェックチェックできますできますできますできます。。。。

２２２２ｃｈｃｈｃｈｃｈとととと４４４４ｃｈｃｈｃｈｃｈのののの小小小小さなさなさなさな
データロガーデータロガーデータロガーデータロガー

基本仕様基本仕様基本仕様基本仕様

温湿度温湿度温湿度温湿度センサーセンサーセンサーセンサー内蔵内蔵内蔵内蔵タイプタイプタイプタイプとととと温度温度温度温度センサーセンサーセンサーセンサー
内蔵内蔵内蔵内蔵タイプタイプタイプタイプもありますもありますもありますもあります。。。。

使使使使えるえるえるえるセンサーセンサーセンサーセンサーはははは、、、、各種各種各種各種ありますありますありますあります。。。。
右右右右ののののページページページページをををを見見見見てててて選選選選んでんでんでんで下下下下さいさいさいさい。。。。

測定間隔測定間隔測定間隔測定間隔 ：：：：1,5,10,15,30, 60分分分分
表示表示表示表示 ：：：：液晶液晶液晶液晶ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ

コネクタコネクタコネクタコネクタ ：：：：ミニステレオプラグスタイルミニステレオプラグスタイルミニステレオプラグスタイルミニステレオプラグスタイル
データデータデータデータ容量容量容量容量 ：：：： 10080データデータデータデータ＊＊＊＊30分測定間隔分測定間隔分測定間隔分測定間隔でででで約約約約7ヶヶヶヶ月月月月（（（（209日日日日)

メモリメモリメモリメモリ ：：：：fail-safe non-volatile memoryデータメモリーデータメモリーデータメモリーデータメモリー
電源電源電源電源 ：：：： ボタンボタンボタンボタン電池電池電池電池CR2450 、、、、 約約約約１１１１年間測定可能年間測定可能年間測定可能年間測定可能
サイズサイズサイズサイズ ：：：：72××××59××××30mm

重重重重ささささ ：：：：80g
PC接続接続接続接続：：：：RS232C 

型式 品名 内蔵センサー 測定レンジ 精度 空きポート

3688WD1
データロガー

１６５０
温度、湿度

-40～85℃、0
～100％RH

±0.6度、
±3％

4

3687WD1
データロガー

１５２５
温度 -40～85℃ ±0.6度 4

3684WD1
データロガー

１４５０
温度、湿度

-40～85℃、0
～100％RH

±0.6度、
±3％

2

3683WD1
データロガー

１４２５
温度 -40～85℃ ±0.6度 3

3685WD1
データロガー

１４００
なし 4

3682WD1
データロガー

１２５０
温度、湿度

-40～85℃、0
～100％RH

±0.6度、
±3％

0

3681WD1
データロガー

１２２５
温度 -40～85℃ ±0.6度 1

3680WD1
データロガー

１２００
なし 2

データロガーデータロガーデータロガーデータロガー



温度温度温度温度センサーセンサーセンサーセンサー土壌温度土壌温度土壌温度土壌温度センサーセンサーセンサーセンサー

ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション データロガーデータロガーデータロガーデータロガー用用用用 各種各種各種各種センサーセンサーセンサーセンサー、、、、アクセサリーパーツアクセサリーパーツアクセサリーパーツアクセサリーパーツ

結露結露結露結露センサーセンサーセンサーセンサー 雨量雨量雨量雨量センサーセンサーセンサーセンサー

土壌水分土壌水分土壌水分土壌水分センサーセンサーセンサーセンサー
ウォーターマークウォーターマークウォーターマークウォーターマーク

テンシオメーターテンシオメーターテンシオメーターテンシオメーター用用用用

CO2モニターモニターモニターモニター

延長延長延長延長ケーブルケーブルケーブルケーブル

4444----20 20 20 20 mAmAmAmA 入力入力入力入力ケーブルケーブルケーブルケーブル 0000----2.52.52.52.5 VDC  VDC  VDC  VDC  入力入力入力入力ケーブルケーブルケーブルケーブル

ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：6m

気圧気圧気圧気圧センサーセンサーセンサーセンサー

ウォーターマークウォーターマークウォーターマークウォーターマーク
土壌水分土壌水分土壌水分土壌水分センサーセンサーセンサーセンサー

専用専用専用専用アダプターアダプターアダプターアダプター

アラームアラームアラームアラーム出力出力出力出力
モジュールモジュールモジュールモジュール

型式型式型式型式：：：：３６６７３６６７３６６７３６６７、、、、３６６７３６６７３６６７３６６７－－－－２０２０２０２０型式型式型式型式：：：：３６６７３６６７３６６７３６６７、、、、３６６７３６６７３６６７３６６７－－－－２０２０２０２０ 型式型式型式型式：：：：３６６７３６６７３６６７３６６７型式型式型式型式：：：：３６６７３６６７３６６７３６６７SSSSSSSS
型式型式型式型式：：：：３６６６３６６６３６６６３６６６型式型式型式型式：：：：３６６６３６６６３６６６３６６６SSSSSSSS

型式型式型式型式：：：：３６６５３６６５３６６５３６６５型式型式型式型式：：：：３６６５３６６５３６６５３６６５RRRRRRRR

型式型式型式型式：：：：６４５０６４５０６４５０６４５０型式型式型式型式：：：：６４５０６４５０６４５０６４５０WDWDWDWDWDWDWDWD、、、、６４５０６４５０６４５０６４５０、、、、６４５０６４５０６４５０６４５０WDWDWDWDWDWDWDWD２０２０２０２０２０２０２０２０ 型式型式型式型式：：：：３６６９３６６９３６６９３６６９型式型式型式型式：：：：３６６９３６６９３６６９３６６９

型式型式型式型式：：：：２６５５２６５５２６５５２６５５型式型式型式型式：：：：２６５５２６５５２６５５２６５５

型式型式型式型式：：：：３６７３３６７３３６７３３６７３型式型式型式型式：：：：３６７３３６７３３６７３３６７３

型式型式型式型式：：：：３６７１３６７１３６７１３６７１型式型式型式型式：：：：３６７１３６７１３６７１３６７１型式型式型式型式：：：：３６７４３６７４３６７４３６７４型式型式型式型式：：：：３６７４３６７４３６７４３６７４ 型式型式型式型式：：：：３６７３３６７３３６７３３６７３型式型式型式型式：：：：３６７３３６７３３６７３３６７３

型式型式型式型式：：：：６４５０６４５０６４５０６４５０型式型式型式型式：：：：６４５０６４５０６４５０６４５０ADPTADPTADPTADPTADPTADPTADPTADPT

型式型式型式型式：：：：３６７２３６７２３６７２３６７２型式型式型式型式：：：：３６７２３６７２３６７２３６７２

トランスデューサートランスデューサートランスデューサートランスデューサー

テンシオメーターテンシオメーターテンシオメーターテンシオメーター

別途別途別途別途カタログカタログカタログカタログがががが
ございますございますございますございます

光量子光量子光量子光量子センサーセンサーセンサーセンサー日射日射日射日射センサーセンサーセンサーセンサー

型式型式型式型式：：：：３６７０３６７０３６７０３６７０型式型式型式型式：：：：３６７０３６７０３６７０３６７０IIIIIIII 型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８IIIIIIII

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：-30～～～～100℃℃℃℃
精度精度精度精度：：：：±±±±0.6℃℃℃℃
ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：1.8m、、、、6m

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：-30～～～～100℃℃℃℃
精度精度精度精度：：：：±±±±0.6℃℃℃℃
ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：1.8m

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：0.0（（（（dry)～～～～
15.0(wet)のののの150段階評価段階評価段階評価段階評価でででで結結結結

露露露露をををを監視監視監視監視。。。。
ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：1.8m

測定方式測定方式測定方式測定方式：：：：転倒転倒転倒転倒ますますますます
精度精度精度精度：：：：±±±±2%

ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：1.8m

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：0～～～～200kps

測定方式測定方式測定方式測定方式：：：：電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式
ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：3.3m、、、、7.6m

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：1～～～～1250 W/㎡㎡㎡㎡
測定範囲測定範囲測定範囲測定範囲：：：：300～～～～1100 nm

精度精度精度精度 ±±±±5%

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：0～～～～2500 µmol m-2 s-1

測定範囲測定範囲測定範囲測定範囲：：：：400～～～～700 nm

精度精度精度精度 ±±±±5%

測定方式測定方式測定方式測定方式：：：：NDIR

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：0～～～～4000ppm

精度精度精度精度：：：：±±±±5% or 50ppm

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：660～～～～810mm

精度精度精度精度：：：：±±±±1.3mm
ウェザーステーションで
ご使用いただけます。

レンジレンジレンジレンジ:0～～～～20.1mA

分解能分解能分解能分解能：：：：ウォッチドックウォッチドックウォッチドックウォッチドック0.1mA

ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション0.01mA

精度精度精度精度：：：：±±±±1%

レンジレンジレンジレンジ：：：：0~2.54V,1mA

分解能分解能分解能分解能/精度精度精度精度
ウォッチドックウォッチドックウォッチドックウォッチドック0.01V,±±±±0.2V

ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション0.001V,±±±±0.005V

UVセンサーセンサーセンサーセンサー

光量子光量子光量子光量子ラインセンサーラインセンサーラインセンサーラインセンサー３３３３

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：： 0-200.0 µmol m-2 s-1

測定範囲測定範囲測定範囲測定範囲：：：：250～～～～400 nm

精度精度精度精度：：：：±±±±5%

光量子光量子光量子光量子ラインセンサーラインセンサーラインセンサーラインセンサー６６６６

型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８IIIIIIII３３３３３３３３ 型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８IIIIIIII６６６６６６６６

型式型式型式型式：：：：３６７６３６７６３６７６３６７６型式型式型式型式：：：：３６７６３６７６３６７６３６７６IIIIIIII

非接触赤外線非接触赤外線非接触赤外線非接触赤外線
温度温度温度温度センサーセンサーセンサーセンサー

ウェザーステーションで
ご使用いただけます。

長長長長ささささ：：：：11.7cm 
全全全全センサーセンサーセンサーセンサーのののの読読読読みのみのみのみの平均値平均値平均値平均値をををを
出力出力出力出力しますしますしますします。。。。 長長長長ささささ：：：：11.7cm 

全全全全センサーセンサーセンサーセンサーのののの読読読読みのみのみのみの平均値平均値平均値平均値をををを
出力出力出力出力しますしますしますします。。。。

型式型式型式型式：：：：３６７６３６７６３６７６３６７６型式型式型式型式：：：：３６７６３６７６３６７６３６７６SSSSSSSS

型式型式型式型式：：：：型式型式型式型式：：：：SM100SM100SM100SM100SM100SM100SM100SM100、、、、、、、、
SM100SM100SM100SM100SM100SM100SM100SM100--------66666666

ウォータースコットウォータースコットウォータースコットウォータースコット
土壌水分土壌水分土壌水分土壌水分センサーセンサーセンサーセンサー
ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：1.8ｍ、ｍ、ｍ、ｍ、6ｍｍｍｍ

ウェザーステーションでご使
用いただけます。



データロガーデータロガーデータロガーデータロガー専用防水専用防水専用防水専用防水ケースケースケースケース

ラジエーションシールドラジエーションシールドラジエーションシールドラジエーションシールド 型式型式型式型式：：：：３６６３３６６３３６６３３６６３型式型式型式型式：：：：３６６３３６６３３６６３３６６３AAAAAAAA

完全防水完全防水完全防水完全防水ケースケースケースケース

型式型式型式型式：：：：型式型式型式型式：：：：OL1120OL1120OL1120OL1120OL1120OL1120OL1120OL1120

ウォッチドックウォッチドックウォッチドックウォッチドックがそのままがそのままがそのままがそのまま入入入入りますりますりますります。。。。
温湿度内臓温湿度内臓温湿度内臓温湿度内臓データロガーデータロガーデータロガーデータロガー1450などにおなどにおなどにおなどにお勧勧勧勧めですめですめですめです。。。。

百葉箱百葉箱百葉箱百葉箱タイプタイプタイプタイプですですですです。。。。

雨季雨季雨季雨季のののの冠水冠水冠水冠水にもにもにもにも耐耐耐耐えられますえられますえられますえられます。。。。
全天候型全天候型全天候型全天候型のののの防水防水防水防水ハードケースハードケースハードケースハードケースですですですです。。。。
あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる大大大大きさのきさのきさのきさのセンサーセンサーセンサーセンサー配線配線配線配線にににに対応可能対応可能対応可能対応可能ですですですです。。。。
雪山雪山雪山雪山のののの橋脚橋脚橋脚橋脚とととと路面温度路面温度路面温度路面温度ををををワンシーズンワンシーズンワンシーズンワンシーズン無人無人無人無人でででで測定測定測定測定しましたしましたしましたしました。。。。

型式型式型式型式：：：：型式型式型式型式：：：：SILSILSILSILSILSILSILSIL‐‐‐‐‐‐‐‐DLTDLTDLTDLTDLTDLTDLTDLT--------12001200120012001200120012001200
型式型式型式型式：：：：型式型式型式型式：：：：SILSILSILSILSILSILSILSIL‐‐‐‐‐‐‐‐DLWDLWDLWDLWDLWDLWDLWDLW--------12001200120012001200120012001200

接続接続接続接続センサーセンサーセンサーセンサー数数数数：：：：2

土壌土壌土壌土壌マトリックポテンシャルセンサーマトリックポテンシャルセンサーマトリックポテンシャルセンサーマトリックポテンシャルセンサー××××１１１１
地温地温地温地温センサーセンサーセンサーセンサー××××１１１１
防水防水防水防水ケースケースケースケース××××1

接続接続接続接続センサーセンサーセンサーセンサー数数数数：：：：2

土壌土壌土壌土壌マトリックポテンシャルセンサーマトリックポテンシャルセンサーマトリックポテンシャルセンサーマトリックポテンシャルセンサー××××２２２２
防水防水防水防水ケースケースケースケース××××1

４４４４ｃｈｃｈｃｈｃｈタイプタイプタイプタイプもございますもございますもございますもございます。。。。

土壌土壌土壌土壌マトリックポテンシャルロガーマトリックポテンシャルロガーマトリックポテンシャルロガーマトリックポテンシャルロガー

土壌土壌土壌土壌マトリックポテンシャルセンサーマトリックポテンシャルセンサーマトリックポテンシャルセンサーマトリックポテンシャルセンサーととととデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーががががセットセットセットセットになったになったになったになった測定装置測定装置測定装置測定装置ですですですです。。。。

土壌土壌土壌土壌マトリックポテンシャルマトリックポテンシャルマトリックポテンシャルマトリックポテンシャル記録計記録計記録計記録計（（（（SILSILSILSIL----DLTDLTDLTDLT----1200)1200)1200)1200)はははは単体単体単体単体でででで土壌土壌土壌土壌マトリックポテンマトリックポテンマトリックポテンマトリックポテン
シャルシャルシャルシャルをををを長期間測定記録長期間測定記録長期間測定記録長期間測定記録するするするする事事事事ができますができますができますができます。。。。センサーセンサーセンサーセンサーはははは最大最大最大最大2222個個個個までまでまでまで取取取取りりりり付付付付けるけるけるける事事事事ができができができができ
ますますますます。。。。専用専用専用専用ケースケースケースケースはははは防水性能防水性能防水性能防水性能がががが高高高高いいいい防水防水防水防水ケースケースケースケースですですですです。。。。温度補正用温度補正用温度補正用温度補正用EXCELEXCELEXCELEXCEL計算計算計算計算シートシートシートシート付付付付きききき
＊＊＊＊初回初回初回初回のみのみのみのみ専用専用専用専用ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアがががが別途必要別途必要別途必要別途必要ですですですです。。。。

■本カタログに記載された内容は、改良などにともない予告なしに変更する場合があります。

有限会社オーリー
〒599ｰ8112大阪府堺市東区

日置荘原寺町400-4
TEL：072-285-0117 FAX:072-285-0119

URLhttp://www.ollie.co.jp

E-mail: information@ollie.co.jp

防水防水防水防水ケースケースケースケース

型式型式型式型式：：：：型式型式型式型式：：：：OL1030OL1030OL1030OL1030OL1030OL1030OL1030OL1030

標準的標準的標準的標準的なななな全天候型全天候型全天候型全天候型のののの防水防水防水防水ハードケースハードケースハードケースハードケースですですですです。。。。
データロガーデータロガーデータロガーデータロガー１０００１０００１０００１０００シリーズシリーズシリーズシリーズ専用専用専用専用ですですですです。。。。
データロガーデータロガーデータロガーデータロガーをををを雨雨雨雨やややや粉粉粉粉じんじんじんじん、、、、結露結露結露結露からからからから守守守守りますりますりますります。。。。


