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防水型食品用温度計　SK-250WPⅡシリーズ

SK-250WPⅡ-K（単機能）
No.8068-00（49 74425 80689 8）

￥18,800（税込￥19,740）
（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

No.8067-00 SK-250WPⅡ-K（指示計のみ）

￥10,800（税込￥11,340）

SK-250WPⅡ-N（最高最低機能付）
No.8062-00（49 74425 80629 4）

￥21,800（税込￥22,890）
（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

No.8061-00 SK-250WPⅡ-N（指示計のみ）

￥13,800（税込￥14,490）

SK-250WPⅡ-T（時計機能付）
No.8064-00（49 74425 80649 2）

￥19,800（税込￥20,790）
（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

SK-250WPⅡ-R（レコード機能付）
No.8066-00（49 74425 80669 0）

￥21,800（税込￥22,890）
（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

最高最低温度（MAX,MIN）

SK-250WPⅡ-K SK-250WPⅡ-N SK-250WPⅡ-T SK-250WPⅡ-R
 （単機能） （最高最低機能付） （時計機能付） （レコード機能付）

データ記憶（100データ）

仕様

型式

測定範囲

防水

機能

電源

電池寿命

寸法

質量

ー40～250℃（使用センサによる：SWPⅡセンサシリーズ）

JIS C 0920　IPX6に準拠（※1）

表示固定（HOLD）

オートパワーオフ（60分）

（※1）IPX6：あらゆる方向から、常温の噴流水を受けても性能に影響を及ぼさないこと。

時計表示機能（24時間制）

タイマー機能（ブサー音あり）

警報機能（温度上限・下限）（ブザー音あり）

単４形アルカリ乾電池　2本

約1000時間（連続使用、アルカリ乾電池 常温にて）

約（W）71×（H）170×（D）36mm

約145g（乾電池含む）

約500時間（ブザー作動時）

■指示計共通仕様

測 定 範 囲：センサプローブにより異なります。
指示計精度：−9.9〜199.9℃：±（0.1＋1digit)℃

上 記 以 外：±（1＋1digit)℃　at25℃
※総合的な精度は接続するセンサプローブ

により異なります。
使 用 環 境：0〜50℃
サンプリング：約1秒
寸　　　法：約(W)71×(H)170×(D)36mm
質　　　量：約145g（乾電池含む）
材　　　質：ABS樹脂
付　属　品：ネックストラップ　　　　1本

単４形アルカリ乾電池　　2本
取扱説明書　　　　　　　1冊
指示計ビニールカバー　　1枚

JCSS温度

校正対応

JCSS温度

校正対応

JCSS温度

校正対応

JCSS温度

校正対応

温 度
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■SWPⅡシリーズ　オプションセンサ（樹脂グリップ）

■SWPⅡシリーズ　オプションセンサ（ステンレスグリップ）

型　　　　　式
測　定　範　囲

温度センサ素子
防　　水　　性

SWPⅡ‐01M
‐40～250℃
±2℃
±2℃

±0.6℃

SWPⅡ‐02M
‐15～250℃

±1℃

±0.3℃

SWPⅡ‐03
‐15～200℃

±2℃

±0.8℃
±1℃
±1.5℃
±2℃※

なし

SWPⅡ‐04M
‐15～250℃

SWPⅡ‐05M
‐15～250℃

±0.6℃  
±0.7℃  
±1℃  
±2℃  

JIS  C  0920  IPX7に準拠
PVC樹脂・PBT

SWPⅡ‐06M
‐40～250℃
±2℃
±2℃

※SWPⅡ-03は、200℃まで測定可能です。

ー40 ～ ー16℃
ー15 ～ ー10℃
ー9.9 ～ ー0.1℃
    0.0～ 40.0℃
  40.1～105.0℃
105.1～145.0℃
145.1～  250℃

コード・グリップ
感　温　部

測
定
精
度

材
質

測定範囲外

±1℃

±0.7℃ 
±1℃ 
±2℃

SUS304 

サーミスタ

PVC樹脂・ポリアセタール樹脂
テフロン・アルミ

JIS  C  0920  IPX7に準拠
PVC樹脂・PBT

±1℃

銅＋Niメッキ SUS304 SUS316

SWPⅡ‐07
‐40～250℃
±2℃
±2℃

SWPⅡ‐08
‐15～250℃
測定範囲外
±1℃

SWPⅡ‐09
‐40～250℃
±2℃
±2℃

SWPⅡ‐10
‐15～250℃
測定範囲外
±1℃

※IPX7（防浸形）：水深１mに30分沈めても内部に水の浸入がないこと。
※但し水中でのご使用はできません。

±1℃
±0.6℃ 
±0.7℃ 
±1℃ 
±2℃
サーミスタ

JIS  C  0920  IPX7に準拠
PVC樹脂・SUS303

SUS304

■SWPⅡシリーズ　オプションセンサ　精度及びその他仕様

（樹脂グリップ） （ステンレスグリップ）

食品用標準センサ（防水）

SWPⅡ-01M No.8071-01
￥8,000（税込 ￥8,400）

温度－40～250℃
φ3×R100mm（先トガリ）

コード 1m付

鉄板表面測定用センサ（非防水）

SWPⅡ-03 No.8073‐00
￥14,000（税込 ￥14,700）

温度－15～200℃

φ12×R105mm（握手部）

φ9（検出部）コード 1m付

揚げ油測定用センサ（防水）

SWPⅡ-05M No.8075-01
￥12,000（税込 ￥12,600）

温度－15～250℃

φ3×R400mm（先丸）

コード 1m付

食品用標準高温センサ（防水）

SWPⅡ-02M No.8072-01
￥8,000（税込 ￥8,400）

温度－15～250℃（0℃精度向上品）

φ3×R100mm（先トガリ）

コード 1m付

食品用中心温度測定用センサ（防水）

SWPⅡ-04M No.8074-01
￥10,000（税込 ￥10,500）

温度－15～250℃

φ2×R150mm（先トガリ）

コード 1m付

食品用中心温度測定用センサ（防水）

SWPⅡ-06M No.8076-01
￥11,000（税込 ￥11,550）

温度－40～250℃

φ2（先端）×R45mm＋φ3（根元）

×R55mm（先トガリ）  コード 1m付

食品用ステンレスセンサ（防水）

SWPⅡ-07 No.8077-10
￥8,000（税込 ￥8,400）

温度－40～250℃

φ3×R100mm（先トガリ）

コード 1m付

揚げ油用ステンレスセンサ（防水）

SWPⅡ-08 No.8077-20
￥12,000（税込 ￥12,600）

温度－15～250℃

φ3×R400mm（先丸）

 コード 1m付

食品用ステンレスセンサ（防水）

SWPⅡ-10 No.8077-40
￥11,000（税込 ￥11,500）

温度－15～250℃

φ2×R150mm（先トガリ）

 コード 1m付

一般用ステンレスセンサ（防水）

SWPⅡ-09 No.8077-30
￥9,500（税込 ￥9,975）

温度－40～250℃

φ3×R200mm（先トガリ）

コード 1m付
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メモリ機能付防水型デジタル温度計　SK-1260

メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260
No.8080-05（49 74425 80001 8）

￥31,000(税込￥32,550)
（K熱電対標準センサSK-S100K １本付）（ソフトケース付）

No.8080-00　SK-1260（指示計のみ）（ソフトケース付）（49 74425 80000 1）

￥22,500(税込￥23,625)

■主な機能
●メモリ機能

データの取り込みもキー操作一つで簡単にできます。
マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。

●プリンタ出力
記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

●防水仕様
JIS C 0920 IPX４（防沫形：いかなる方向からの水の飛まつを受けても
有害な影響のないもの）

●上限・下限温度のお知らせ機能
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。

●K熱電対とサーミスタの使い分けが可能です。
●オートパワーオフ機能

■仕様
測定範囲:Th(サーミスタ)−30.0〜199.9℃

熱　電　対(K)−99.9〜1250℃
分 解 能:Th(サーミスタ)−30.0〜199.9℃／0.1℃

熱　電　対(K)−99.9〜199.9℃／0.1℃
200〜1250℃／1℃

測定精度:【サーミスタ】
本体精度±0.2℃
センサ精度±(0.1％rdg＋0.2)℃/0.0〜150.0℃

±(0.2％rdg＋0.4)℃/−30.0〜−0.1、150.1〜199.9℃
【熱電対(K)】
本体精度±(0.1％rdg＋0.3)℃/0.0〜199.9℃

±0.5℃/−99.9〜−0.1℃
±(0.2％rdg＋1)℃/200〜1250℃

センサ精度 クラス１(JIS)
(センサ精度はオプションセンサの型番で異なります)

±1.5℃/−40℃以上375℃未満
±0.004・｜t｜/375℃以上1000℃未満

電　　源:単４形マンガン乾電池(R03)４本
またはACアダプタ(DC6V150mA以上)別売

付 属 品:K熱電対標準センサ(SK-S100K)１本（No.8080-05のみ）
ソフトケース１個
単４形マンガン乾電池(R03)４本、取扱説明書１冊

寸法・質量:(W)66×(H)175×(D)25mm 約200g(乾電池含む)

■オプション
ACアダプタ MC-AD06150-1 No.8008-90(DC6V150mA以上) ￥3,500(税込￥3,675)

専用プリンタ No.8009-50(オプション) ￥40,000(税込￥42,000)
電　　源:専用ACアダプタおよび内蔵充電池
動作温度範囲:0〜40℃
寸法・質量:(W)160×(H)170×(D)66.5mm 約690g
付 属 品:プリンタ用紙1巻(約28m)、プリンタ専用ケーブル１本

食品の調理温度管理や
研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に

ソフトケース
（ストラップ付）装着時

SK-1260

SK-S100K

専用プリンタ（オプション）
No.8009-50
￥40,000（税込￥42,000）

温 度

プリント警報

校正対応

メモリ温度

JCSS
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標準センサ　液体、粘性体、半固体用
SK-S100K No.8080-20
￥8,500（税込￥8,925）

温度−100〜300℃
φ2.3×R150mm コード1.1m付

（センサ精度　クラス１）

※SK-S100K、S101Kは、注文製作品の場合、取手部分は丸型になります。
※サーミスタ、表面センサも取手部分は丸型になります。
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SK-1260各種オプションセンサ（抜粋）

■K熱電対センサ（棒状、突き刺しタイプ）※注文製作品にて、感温部・コード長の寸法変更も可能です。（別途お見積もり）

食品用防水型センサ（低温）
SK-S100WK No.8080-22
￥11,000（税込￥11,550）

温度−100〜300℃
φ2.3×R150mm コード1.1m付

（センサ精度　クラス１）

静止表面用（中温）
SK-S301K No.8080-50
￥14,000（税込￥14,700）

温度0〜600℃
先端部φ25×R40mm
コード1.1m付

（センサ精度　クラス２）

■K熱電対センサ（表面計測タイプ）

静止表面用（一般計測、低温）
SK-S307K No.8080-62
￥13,000（税込￥13,650）

温度−30〜400℃
先端部φ17×R25mm コード1.1m付

（センサ精度　クラス２）

静止表面用（ロングサイズ）
SK-S302K No.8080-52
￥20,500（税込￥21,525）

温度0〜600℃
先端部φ17×R21mm コード1.1m付

（センサ精度　クラス２）

SK-S100T No.8080-80
￥8,500（税込￥8,925）

標準センサ　液体、粘性体、半固体用
温度−30〜199.9℃
φ2×R100mm コード1.1m付

■サーミスタセンサ　低温時の精度が高いセンサです。

SK-S101T No.8080-82
￥11,000（税込￥11,550）

食品、ゴム質用先トガリ　液体、粘性体、半固体用
温度−30〜199.9℃
φ3×R100mm コード1.1m付

SK-S101WT No.8080-84
￥13,000（税込￥13,650）

先トガリセンサ　（食品用防水型・低温）
温度−30〜199.9℃
φ3×R120mm コード1.1m付

SK-S102T No.8080-86
￥21,500（税込￥22,575）

耐圧、水温測定用　（醸造、水産）
温度−30〜100℃
φ17×R123mm コード10m付

一般計測用
SK-S101K No.8080-24
￥11,000（税込￥11,550）

温度−100〜700℃
φ3.2×R250mm コード1.1m付

（センサ精度　クラス１）

高温用センサ
SK-S107K No.8080-36
￥21,500（税込￥22,575）

温度0〜1000℃
φ4.8×R1000mm（材質：インコネル）　コード1.1m付

（センサ精度　クラス１）　※オプション：φ8×R1000mm 1250℃用製作可能




