
当社の圧力センサは「流体の圧力」を「電気信号」
に変換する圧力変換器です。
半導体技術を駆使し、センサ素子から各種応用製
品まで一貫して自社生産を行っています。おもな
特長は次のとおりです。
１．小型、軽量
２．すぐれた電気的、機械的特性
３．使用目的に適合した幅広い製品群

A pressure sensor is a device that converts fluid 
pressure into an electrical signal. Our pressure 
sensors are man u fac tured from the semiconductor 
pressure sensing chips to a variety of pressure 
sensor products at its own facility.

Feature:
1. Compact and light weight
2. Exce l l en t e l ec t r i c a l and mechan i ca l 

performance
3. Wide range of products to choose from for 

various applications

a）拡散形半導体圧力トランスジューサ…
Pシリーズ

圧力を電気信号に変換する基本的な素子。定電流を
印加すると圧力に比例した電圧を出力します。正圧
の場合はプラス、負圧の場合はマイナスの電圧が出
力されます。

■製品ラインアップ ■Product line-up
a) Diffusion type semi-conductor pressure sensors ···

P series
A basic pressure sensing device which converts 
pressure into an electrical signal.
The output is in the form of voltage which is proportional 
to the applied pressure.
The output voltage will be positive when the pressure is 
positive and negative when the pressure is negative with 
a constant current source connected.

b）アンプ内蔵型圧力トランスジューサ…
PAシリーズ

拡散形半導体圧力トランスジューサと電子回路を組
合せ、圧力をアナログ電気信号として出力する圧力
センサです。
電子回路は、圧力トランスジューサに必要な駆動電

流を作り出す 電圧・電流変換部 及び圧力トランスジ
ューサの出力を増幅し、規定された出力に調整する
増幅部で、構成されます。
信号出力は、圧力変化に比例した電気信号であり、
電圧変化（電圧出力型）若しくは、電流変化（電流
出力型）となります。

b) Pressure transducers with a built-in amplifier ···
PA series

The PA series pressure transducers are semiconductor 
(diffusion type) pressure sensors combined with elec-
tronic circuits and provide electrical analog output 
signals.
The electronic circuits consist of a voltage to current 
conversion circuit which provides excitation current for 
the pressure sensor and an amplifier circuit which 
amplifies the pressure sensor signals and provides 
specified output.
The output signals are provided either in the form of 
voltage change or current change that is proportional to 
the pressure applied to the pressure transducer.
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c) Solid-state pressure switches ··· PS series
The PS series pressure switches are solid-state 
pressure switches consisting of a semiconductor type 
pressure transducer and electronic circuits which turn 
on and off accord ing to a preset pressure value.
The electronic circuits are composed of a voltage to 
current conversion circuit which supplies electric 
current needed for excitation of the pressure trans ducer, 
an amplifier which amplifies the pressure trans ducer 
signal and a comparator & output circuit which 
compares the amplified pressure transducer output and 
the preset voltage corresponding to the preset pressure 
value and turns the output transistor on and off.
The pressure setting can be made easily by adjusting 
the potentiometer.
The switch output is given by an open collector 
transistor and can turn on and off an external load. The 
state of the switch output can be visually confirmed by 
an indicator LED.

c）電子式圧力スイッチ…PSシリーズ
拡散形半導体圧力トランスジューサと電子回路を組
合せることにより、事前に設定した圧力値でON/
OFF動作させる圧力センサです。
電子回路は、圧力トランスジューサに必要な駆動電
流を作り出す 電圧電流変換部 、圧力トランスジュー
サの信号を増幅する 増幅部 、設定したい圧力に相
当する設定電圧と増幅された圧力トランスジューサ
出力を比較し、出力する 比較出力部 などで構成され
ます。
設定したい圧力は、可変抵抗器を回すことにより、
自由に変える事が出来ます。
出力部は、トランスジスタのオープンコレクタで、
外部負荷のON/OFFを切換えるスイッチの役目をし
ます。切換え動作は、LEDの点灯で目視確認する事
が出来ます。

e）圧力指示計…PZシリーズ
主にアンプ内蔵型圧力トランスジューサと組み合わ
せて使用します。入力DC１～５ V又は４～20 mA
の信号を圧力換算してデジタル表示します。また、
スイッチ出力及び1～5 V又は4～20 mA出力機能を
有してます。

e) Pressure indicators ··· PZ series
The indicator is used in combination with a pressure 
sen sor with an amplifier. Pressure is indicated in the dig-
i tal form with voltage input of 1~5 V or current input of 
4~20 mA.

d）圧力表示器…PGシリーズ
拡散形圧力トランスジューサと、電子回路を組合せ
圧力をデジタル数値で読み取る事が出来る様にした
圧力センサです。
圧力スイッチ機能及び、アナログ出力機能も合せ持
った製品もあります。圧力スイッチの圧力設定は、
デジタル数値を見ながら設定する事が出来ます。

d) Pressure gauges ··· PG series
The PG series pressure gauges are pressure gauges 
composed of a semiconductor type pressure sensor, 
elec tronic circuits and a display which measure pres-
sure and display the pressure in the digital/numerical 
value.
The option includes those with a pressure switch 
function and an analog output function.
The pressure setting for the pressure switch can be 
made looking at the digital pressure display.
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