


・圧力受圧部にSUS304/316Lの溶接一体構造を採用
・圧力表示機能が充実 (3・1/2桁、7セグメントLED、2色LED赤/緑切替、消灯モード)
・IP65対応、CEマーキング・UL取得
・チャンバの大気圧確認、元圧確認に最適

・手軽に圧力チェック。ポケットサイズのハンディ・マノメータ。液圧測定も可能。
・ゼロ点はワンタッチで簡単調整　・オートパワーオフ時間が選択可能
・単4電池2本で1000時間動作　
・選択された単位をLCD表示 
  (海外仕様：kPa,mmHg，in.Hg，psi，bar，mmAq)

・20mm径でベースブロックへの着脱が容易
・視認性に優れた3・1/2桁LEDデジタル表示
・配管の方向に合わせて表示部の回転が可能
・スイッチ出力、電圧出力、電流出力を選択可
・センサ素子と継手は溶接による一体構造

・ケーブル脱着式(コネクタ接続)
・温度補償回路内蔵(0～50℃)

高い評価を頂くために、私たちは顧客企業のニーズに即して開発思想を共有化。
また、ユーザーに受け入れられる「新しい付加価値」を想像し続けています。

圧力センサ 参考出品 Reference Exhibits

・超小型・軽量のため、機器組込用に最適。寸法φ17×18.7mm(M5タイプ)、
 質量約19g(M5タイプ)
・二重ダイアフラム構造(SUS316Lダイアフラム、オイル封入型)による高信頼性
・駆動電圧は5±0.5V、アナログ出力は0.5-4.5V(レシオメトリック出力)
・COB(chip on board)実装を採用したデジタル補償回路により高精度を実現

・定格圧力レンジ：0～100kPa、0～1.0MPa、
  -100～100kPa、0～133kPa abs
・接液部材質：SUS304、SUS316L
・継手：M5メネジ、R 1/8
・アナログ出力：0.5～4.5VDC(レシオメトリック)
・電源：5VDC±0.5V

P-7100 超小型圧力センサ
Ultra-miniature pressure sensor

・高耐食性、防滴構造を実現
・圧力受圧部にSUS316L
・IP65対応（IEC準拠）

・定格圧力レンジ：0～100kPa、0～350kPa、0～1.0MPa、
  0～3.5MPa、0～-100kPa、-100～100kPa、
  -100～300kPa、0～100kPa abs
・アナログ出力：1～5VDCまたは4～20mA
・接液部材質：SUS304、SUS316L
・継手：R 1/4，R 1/8
・電源：10.8～30VD
・規格：UL認証、CEマーキング

PA-750/758 アンプ内蔵型圧力センサ
Pressure sensor with amp

・リレー接点出力から安全規格に適用可能
・製品形状はφ30の小型、ガスケット継手対応
・Dsubコネクタ対応
・スイッチ出力及びアナログ出力

・定格圧力レンジ：0～133.3kPa　abs(1,000Torr)
・接液部材質：SUS316L
・継手：ガスケットオス継手(9/16‐18UNF)
・スイッチ出力：1点(マグネットリレー出力)
・アナログ出力：1～5VDC
・電源：20～26VDC±10%

PAS91 リレー接点式圧力スイッチ
Relay output pressure switch

・ポート部とセンサ部の一体構造にて高耐食、高精度
・負圧と正圧の両方を測定可能（連成圧）
・フロースルー継手で取付け容易
・接液部はＰＦＡ採用

・定格圧力レンジ：０～１００/３００/６００ｋＰａ、
 －１００～１００/３００/６００ｋＰａ
・アナログ出力：４～２０ｍＡ
・電源：２４ＶＤＣ±１０％

PA-798 高耐食圧力センサ
High corrosion resistance pressure sensor

・接液部250℃まで対応可能な分離型圧力センサ

・定格圧力レンジ：0～100kPa abs，0～200kPa abs
・アナログ出力：1～5VDC
・接液部材質：SUS316L及びニッケル基耐食合金
・継手：ガスケット継手(9/16‐18UNF)
・電源：12～24VDC±10%

PA-940 高温対応分離型圧力センサ（250℃）
PCB-separable high temperature fluid sensor

・超小型で集積型/インライン型に最適
・製品形状は10mm幅ブロック
・センサ素子と継手は溶接による一体構造

・定格圧力レンジ：0～0.3MPa abs、0～0.5MPa abs、
  0～1.0MPa abs
・接液部材質：ハステロイC-22、SUS316L
・継手：10mm幅IGSブロック
・アナログ出力：1～5VDC
・電源：12～24VDC±10%

・産業機器、プラント機器、水処理装置全般

・真空チャンバ大気圧検出

PA-10 10mm幅集積化ガスユニット用センサ
0.4 inch-block ultra-miniature gas pressure sensor

・堅牢な端子台付で耐候性が高く防水構造のIP67を実現
・製品形状として端子台、継手は2種類
・媒体温度100℃適用

・定格圧力レンジ:-0.1～0.1MPa、-0.1～0.35MPa、
  0～1.0MPa、0～3.5MPa、0～0.1MPa abs
・接液部材質:SUS304、SUS316L
・継手:テーパR 1/8、ストレートG 1/4
・アナログ出力:1～5VDCまたは4～20mA
・電源:12～24VDC±10%

PA-840/848 端子台付圧力センサ
Pressure sensor with the connection head

・液体の差圧測定が可能なセンサ
・本体はIP65対応、ストレーナの目詰まり監視用に最適

・定格圧力レンジ：0～10kPa、0～50kPa、0～100kPa
・アナログ出力：4～20mA
・接液部材質：SUS316L
・継手：2‐Rc1/4、2‐7/16‐20UNF(フレア継手)
・電源：24VDC±10%

PA-838-D 液圧差圧センサ
Differential pressure sensor 

・新光学技術により検出場所の影響を大幅に低減
・遮光板及び別体アンプは不要
・腐食性媒体の検出が可能なPFA材質をラインアップ
・検出方式：赤外線反射方式

・スイッチ出力：1点(NPN/PNP)
・ケース材質：PP/PFA
・電源：12～24VDC±10％
・外形寸法：φ25mm×10.6mm
・規格：UL認証、CEマーキング

WL10 漏液センサ
Liquid leak sensor

・チャンバの大気圧確認用スイッチとして最適(オイルレス)
・半導体型薄膜素子(SUS316L)を採用し、高真空連続使用に対応可能

・定格圧力レンジ：-100～10kPa
・スイッチ出力：2点(NPN/PNP)
・接液部材質：SUS316L
・継手：KFフランジ、ガスケット継手(9/16‐18UNF)
・電源：12～24VDC±10%
・規格：UL認証、CEマーキング

PS91 大気圧確認用真空スイッチ
Pressure switch 

・高真空連続使用が可能なオイルレス小型圧力ゲージ
・チャンバの大気圧確認、元圧確認に最適

・定格圧力レンジ：-100～100kPa、-100～1000kPa
・スイッチ出力：2点(NPN/PNP)
・アナログ出力：1～5VDC
・接液部材質：SUS316L
・継手：R 1/4，G 1/4，ガスケット継手(9/16‐18UNF)
・電源：10.8～30VDC
・規格：UL認証、CEマーキング

PG-35L 高真空対応小型圧力ゲージ
Compact pressure gauge

・定格圧力レンジ：0～0.5MPa、0～1.0MPa、
 -0.1～0.5MPa、-0.1～1.0MPa
・接ガス部材質：SUS316Lダブルメルト材
・継手ブロック：1.125/1.5インチWシール
・スイッチ出力：2点又は1点＋アナログ出力(1～5VDCまたは4～20mA)
・電源：12～24VDC±10%
・規格：UL認証、CEマーキング

PG-20 ガス集積化システム対応圧力ゲージ
Pressure gauge for integrated gas system 

・定格圧力レンジ：0～100kPa、0～1.0MPa、0～3.5MPa、
  -100～100kPa、-0.1～1.0MPa、-0.1～3.5MPa
・スイッチ出力：2点(NPN/PNP)
・アナログ出力：1～5VDCまたは4～20mA
・接液部材質：SUS304、SUS316L
・継手：R 1/4，R 1/8　・電源：10.8～30VDC
・規格：UL認証、CEマーキング

PG-75 小型圧力ゲージ
Compact pressure gauge

・定格圧力：-10～10kPa，-100～100kPa，
  -100～1000kPa，0～100kPa abs
・継手：M5メネジ
・付属品：ワンタッチ継手(外形φ6mmチューブ用)、
  バーブ継手(内径φ4mmチューブ用)
・電源：単4乾電池2本

PG-100B 液圧対応ハンディマノメータ
Handheld digital manometer for liquid media

・接液部150℃まで対応可能なゲージ/絶対圧センサ

・定格圧力レンジ：0～‐100kPa、0～100kPa、-100～100kPa、-
  100～300kPa、0～100kPa、0～100kPa abs、0～200kPa abs
・アナログ出力：1～5VDC
・接液部材質：SUS316L及びニッケル基耐食合金
・継手：ガスケット継手(9/16‐18UNF)
・電源：12～24VDC±10%
・規格：UL認証

PA-930/A 高温対応圧力センサ（150℃）
High temperature fluid pressure sensor

圧力センサ ピックアップ製品 Pressure Sensors Highlight Products

PA-920/928S 半導体ガス用小型圧力センサ
Ultra-miniature gas pressure sensor

・小型で集積型/インライン型に最適
・製品形状はI型/T型、出力は2種類、継手は8種類
・センサ素子と継手は溶接による一体構造

・定格圧力レンジ:
  0～0.5MPa、0～1.0MPa、-0.1～0.5MPa、-0.1～1.0MPa
・接液部材質:SUS316L
・継手:ガスケットオス/メス継手(9/16-18UNF)、
  UJR　オス/メス、Wシール(□1.125 inch)、
  Cシール(□1.125 inch)
・アナログ出力:1～5VDCまたは4～20mA
・電源:12～24VDC±10%

・半導体ガス圧計測

圧力センサ 新製品 New Products

・完全溶接構造により防水構造（IP67）
・幅広い温度範囲
 （PA-979C:-50～135℃、それ以外:-40～125℃）
・フルフラットダイヤフラムをラインアップ（PA-970F/PA-978F）
・CAN出力タイプをラインアップ（PA-979C）

・アナログ出力:1～5 VDC/0～5VDC/4～20 mA
・定格圧力レンジ:最大 60 MPa　
・継手:ストレート G1/4（G2）, G1/2

PA-97 series 薄膜型高圧圧力センサ
High pressure sensor

DC/4～20 mA

2

0 A

2

bs、

8種類

0.1～1.0MPa

、

Paa

を実現

、

ーオフ時間が選択可能

Aq)

用)、

MPa、

Ｐａ、

rr)



・小型、軽量、空気動圧軸受による超高速回転からの圧倒的な高静圧、長寿命を実現。低騒音、高効率。
・さらに小型・軽量化に成功したTF029B(参考出品)は、消費電力も飛躍的に向上させました。

Micro Blowers TF037E/037C/029B マイクロブロワ
With Aero-dynamic Bearing

24 V
4 kPa(4.5 kPa)
100 L/min
29 W max.
40,000 r/min
160 g

TF037E
定格電圧
静圧
風量

消費電力
回転数
質量

TF037C
24 V

4 kPa(4.5 kPa)
100 L/min
29 W max.
40,000 r/min

90 g

TF029B
12～27 V
2 kPa(4 kPa)
100 L/min
14.4 W max.
35,000 r/min

55 g

ブロワ
namic Bearing

■P-Qカーブ特性

MEMS Inclinometers M4/CUBE/M1-MEMS

・静電容量方式のMEMSセンサ
・複数の加速度センサ素子を内蔵
・＜0.001°までの高分解能対応
・高精度の産業機械用途に最適
・高性能、且つ、経済的な価格

高精度傾斜角センサ

拡張カルマンフィルターを応用したMEMS方式の高精度傾斜角センサ。
分解能＜0.001°まで対応。幅広く産業用途にご利用いただけます。

傾斜角センサ
だけます。す。

※本製品は全て、韓国DAS社が製造している製品になります。

Opto-electrical Sensors, etc

・光電センサ、光電スイッチ
・フォトマイクロカメラ
・気泡センサ
・差分カメラ
・エリアセンサ（マルチビームセンサ）

光電センサ ほか各種センサ

光電センサをはじめ、赤外線やLEDビーム、超音波などを利用した各種センサを
販売することになりました。詳細につきましては、お問い合わせください。

※本製品は全て、韓国ODTECH社が製造している製品になります。

お問い合わせは、下記または左記の最寄り営業拠点まで ̶ ̶̶̶

SNS201612J2000


