
Bluetooth® 無線技術
搭載
使用可能な国の最新情報は弊社
ホームページをご覧ください

ワイヤレスロギングステーション 
LR8410

WIRELESS LOGGING STATION  LR8410

105 ch（最大 *）
＊測定ユニットLR8510, LR8511 組合せ使用において

無線
収集

Bluetooth®無線技術を搭載、多チャネル入力の
配線作業を時間短縮、分散設置も楽々できる。

電流
A

パルス

温•湿度 電流
A

パルス

温•湿度
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「多彩」なユニットとロガーを簡単増設
測定ユニットと無線ロガーからワイヤレスロギングステーションへ無線でデータを転送。

ワイヤレスパルスロガー
LR8512

ワイヤレスクランプロガー
LR8513

ワイヤレス温湿度ロガー
LR8514

ワイヤレス電圧・熱電対ロガー
LR8515

無線ロガー
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LR8510 LR8511 LR8512 LR8513 LR8514 LR8515
入力チャネル数 15 15 2 2 2 2
入力種類 電圧 ○ ○ ― ― ― ○

温度 ○ ○ ― ― ○ ○
湿度 ― ○ ― ― ○ ―
抵抗 ― ○ ― ― ― ―
パルス ― ― ○ ― ― ―
電流 ― ― ― ○ ― ―

通信距離：見通し 30m

増設台数：最大 7 台（測定ユニットと無線ロガーの混在使用可能）

測定ユニット , 無線ロガー

ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8510 ワイヤレスユニバーサルユニット LR8511

パルス

  流量・回転数
・無電圧a接点
・オープンコレクタ・電圧（0〜50V）

クランプ

交・直負荷電流 /交流漏れ電流
測定範囲はクランプの種類に
よる（オプションページ参照）

温湿度
専用温湿度センサ（オプション）

Z2010（センサ部含む全長50mm）
Z2011（ケーブル長1.5m）

電圧

0〜50V
測定レンジ：
50m/500m/5/50V

温度

熱電対K, T
別売の熱電対必要

（オプションページ参照）

LR8515LR8515LR8514LR8513LR8512

温度（熱電対）

K, J, E, T, N, R, S, B, W
測定範囲は熱電対の種類による

（仕様ページ参照）

温度（測温抵抗体）
Pt100　：−100〜800 ℃
JPt100：−100〜500 ℃

3線式/4線式, 測定電流：1mA

抵抗

0〜200 Ω
測定レンジ：
10/20/100/200Ω

湿度

5.0〜95.0 ％ rh
湿度センサZ2000必要

（オプション）

  全チャネル絶縁入力
・対地間最大電圧： AC, DC 300 V
・チャネル間最大電圧： DC 300 V

電圧（直流）
LR8510/LR8511 LR8510/LR8511 LR8511 LR8511 LR8511

測定ユニット
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「ワイヤレス」だから使いやすい

窓の外に

従来の測定器

測定器から測定箇所まで、
長いセンサを這わせて測定。

天井裏に

吹き出し口に

1. 配線作業の「時間短縮」と「コスト削減」に

2. 配線が困難な場所での測定に

こんなことありませんか？

こんなことありませんか？

無線で解決

無線で解決

チャネル数が多いと配線がゴチャゴチャ。
配線が長くなると接続ケーブルや熱電対の
コストがかかり、作業にも時間がかかる。

手元の測定器から天井や床下に熱電対を何本
もはわせると、配線するのが大変。
測定中に表示データが見たい。
電源を確保できない場所で長時間測定したい。

本体まわりに配線がないためスッキリ！
最小限の配線のためコストダウン、短時間で配線終了
できます。

ワイヤレスのため測定部から本体まで長い配線をつなぐ
必要なし！
ユニットを天井裏や床下に設置し、測定中のデータは手
元の本体画面で確認できます。

LR8410

測定ユニットから LR8410 へ無線通信測定箇所から長い配線を引き回し

壁面の空調近くや天井裏などの高所、床下の温度監視など

天井裏に設置

床下に設置

電源の取れない場所でも
バッテリで駆動可能！
LR8510/LR8511: バッテリパック
LR8512 〜 LR8515: 単 3 アルカリ乾電池

測定ユニット・無線ロガーと LR8410 の通信距離は見通し 30mです。間に障害物（壁、金属の遮蔽物など）がある場合、通信距離は短くなります。
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こんなことありませんか？ 無線で解決

3. 室内・外を隔てた計測にも、扉を閉めて設置できる

配線を外に出さずに窓や扉を閉めることができ、気密
性を保った状態で試験ができます。

4. 複数箇所の実験データを同じ時系列で見たい
こんなことありませんか？ 無線で解決

実験設備ごとに測定器を設置すると、データ
の時系列がバラバラになってしまう。
測定したデータを全て一括収集したい。
実験設備内に大きな測定器が設置できない。

複数台の実験設備での測定結果を、同じ時系列のデー
タとして観測できます。
ユニットのみ設置するので、狭い場所でも取り付けるこ
とができます。

各実験設備に測定器を設置

同じ時系列で
データ管理

測定中に
表示を確認ロギングステーションで

一括収集＆管理

ユニットは
狭い場所でも

設置可能

各実験設備にユニットを設置

複数箇所の
測定データを
1 台で収集

配線があるため窓や扉を閉められない。
パッキンに隙間が出来てしまい密閉出来ない。

従来の配線方式

測定ユニット / 無線ロガーから LR8410 へ無線通信測定箇所から長い配線を引き回し

設定ナビ画面（電源投入時） 通信距離内にあるユニットを自動検出

ユニットが 1 台も登録されていない場合、LR8410 の電源を入れると「設定ナビ」
画面が立ち上がり、通信可能距離の範囲内にあるユニットを自動的に検出します。
検出されたユニットを No.1 から No.7 に割り当て、登録完了。すでにユニット
が登録されている場合は、登録ユニットの通信接続を自動的に開始します。

各ユニットに識別名をつけることが
できます。複数台を登録する場合、
どこに設置しているユニットかがわ
かり便利です。

LR8410 と、検出された
ユニット間の通信状態が
良好か確認できます。

LR8410 本体には「設定ナビ機能」が搭載されています。ユニットの登録も「UNIT 登録ガイド」に従って操作する
だけで設定できるので、初めて使う方でもすぐに測定を開始できます。
あとから測定ユニットを追加する時の設定も簡単です。

「無線設定」も簡単

LR8410
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※ 内部メモリに保持できるデータ数：ｎチャネル記録時（65,536/n）データ
※ ロガーユーティリティで収集したデータは測定中は復旧されません。本体で SD メモリカードなどに保存した復旧データを読み込んでください。

測定中に停電が起こったら

ワイヤレスロギングステーションの電源が停電したとき
大切なデータを

守ります

一時的に通信が途切れてしまったら

測定ユニット/ 無線ロガーの電源が停電したとき

測定ユニット / 無線ロガー内部にバッファメモリを搭載しており、通信が途切れている間の測定データは保持されます。
データは通信回復時に再送信され、ワイヤレスロギングステーション内で測定データが復旧されます。
例えば、15ch 分を記録間隔 1 秒で測定している場合、約 72 分通信が出来なくなってもデータ欠損はありません。
また、通信遮断時や測定ユニット / 無線ロガーのバッテリ残量低下時、警報を出力したり、メールを送信して通知することができます。

スタートバックアップの設定を ON にしておけば、電源復帰時に自動で測定を再開します。SD メモリカード
にリアルタイムに保存していれば、データ書込みが終了するまで内蔵の大容量コンデンサにより電源が維持
されるので、データ消失やファイルシステムの破損の危険性が極めて少なくなっています。また、AC アダプタ
で使用中、バッテリを装着していれば、自動的にバッテリ電源に切り替わります。

電源復帰時は、そのまま測定が継続できます。（停電中のデータは欠損として扱われます）
AC アダプタで使用中、バッテリパック（LR8510/LR8511）または、単 3 形アルカリ乾電池

（LR8512 〜 LR8515）を装着していれば自動的に電源が切り替わります。

！ 測定ユニットの
電源が停電

！ 無線通信が
途切れてしまった

！ ワイヤレスロギング
ステーションの電源が停電

測定中の停電、電波の途絶も安心

「さまざまな」フィールドで

バッテリ＆バックアップ機能でデータを守る

測定ユニット/ 無線ロガーの
使用環境温度 -20 〜 60℃まで OK

60 ℃
−20 ℃

例えば夏の車内などの高温下や、冬の氷点下の寒冷地試験でも
安心して測定していただけます。

バッテリパック Z1007 の充電可能温度範囲は 5 〜 35℃、バッテリ
/ 乾電池・電流センサ使用時の使用温度範囲はそれぞれの仕様による

3WAY 電源対応、バッテリで長時間測定が可能
AC アダプタ/ バッテリ /DC 電源

記録間隔 LR8512 LR8513 LR8514 LR8515

0.1 秒＊ 1 約5日 約5日 約5日 約2日

1 秒 約7日 約7日 約7日 約4日

1 分 約 10 日 約 10 日 約 10 日 約 10 日

連続使用時間（単三形アルカリ乾電池）

記録間隔 LR8510/LR8511

100ms 約24時間

1 分 約120時間

連続使用時間（バッテリパック Z1007）

測定ユニット / 無線ロガーは測定対象の近くでバッテリ駆動 /
乾電池駆動可能、AC 電源の無い現場でも使用できます。

＊ 1  LR8513, LR8514 は 0.5 秒

扉を閉めて測定環境の安全確保に
配電盤や制御盤において測定ユニットを盤内、扉を閉めて外に
LR8410 を設置することで測定・記録を安全に行える環境が確
保できます。

測定ユニット
は配電盤の中に

LR8410 は
配電盤の外に

長期間の記録を行う場合は AC アダプタのご使用をおすすめします。
（ワイヤレスロギングステーション LR8410 は AC アダプタによる動作）
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記録間隔 100 ms 200 ms 500 ms 1 s 2 s 5 s 10 s
LR8410内部メモリ

（16 MB） 7時間 46分 15時間 32分 1日 14時間 50分 3日 5時間 40分 6日 11時間 20分 16日 4時間 21分 32日 8時間 43分 

SDメモリカード
Z4001（2 GB） 41日 10時間 12分 82日 20時間 24分 207日 3時間 1分 （1年以上） （1年以上） （1年以上） （1年以上）

※長期間に渡るメディアへの連続記録は、動作保証されたHIOKI 純正SDメモリカードをお勧めします。
※ 記録するチャネル数が少ないほど、最大記録時間が増えます。
※ 波形ファイル内のヘッダの部分が計算に入っていないので、上記の記録時間の９割程度を目安にしてください。
※ 1年を大幅に超える日数については省略しています。

最大記録時間 2 ユニット（アナログ 30ch）測定した場合（警報出力・波形演算なし）

HTTP/FTP サーバ機能で PC から遠隔操作

FTP サーバ 本体の内部バッファメモリ、SD メモリカード、USB
メモリ内のデータファイルをパソコンから取得できます。
注：測定中は内部バッファメモリからの波形データの取得はできません。

FTP クライアント 測定中定期的に、または測定終了後に、SD メモリカー
ドまたは USB メモリに保存されたデータファイルを、
FTP サーバに自動送信します。

E-mail 送信 ユニット通信エラー発生時やユニットのバッテリ低下、
メディアフル、停止トリガ発生、警報発生時にネットワー
ク経由でパソコンやケータイに E-mail でお知らせしま
す。また、定期的にメールを送信することもできます。

HTTP サーバ（遠隔操作） web ブラウザを使用し、本器の設定やデータ取得などの
遠隔操作、画面監視を行えます。通信コマンドによる設
定 / 測定も可能です。
注：測定中は内部バッファメモリからの波形データの取得はできません。

パソコンに専用のアプリソフトをインストールすることなく、データファイル
の取得や自動送信、遠隔操作が行えます。

測定ユニット/ 無線ロガーから無線で収集した波形データを、LR8410 で SD メ
モリカードまたは USB メモリに約 1 分ごとに記録します。（記録間隔が 1 分より
遅い場合は、記録間隔毎に保存）

※ USB メモリへのリアルタイム保存が可能ですが、データ保護の面から、リアルタイム
　 保存には動作保証された、HIOKI 純正 SD メモリカードの使用をお勧めします。

リアルタイム記録中のメディア交換可能
測定を止めずにメディア交換が可能です。メディア再挿入時、内部バッファメ
モリに残っているデータは引き続き別ファイルへ保存されます。

SD メモリカードにリアルタイム記録

データをパソコンにリアルタイム記録
アプリケーションソフト [ Logger Utility ]

PC と LR8410 を USB もしくは LAN で接続。リアルタイム記録中でも
過去の波形に逆スクロールして観測可能です。

スケーリングが簡単
	 LR8410	Link 対応製品を検索登録するだけで設定完了。	
対応製品側で設定した内容を自動で受信するため、面倒なスケーリングの設
定を行う必要がありません。

D/A 出力による確度悪化なし
	 測定値をデータで飛ばせるため、確度が悪化しません。

電力と温度等を同時測定
	 LR8410/	LR8416 の豊富な既存ユニットとLR8410	Link 対応製品を一緒
に使用できます。
	 最大 7台まで接続できるため、電力計のデータとともに多点測定や様々な項
目の測定が可能です。

SD メモリカード（2GB）
Z4001 標準付属

アプリケーションソフト
標準付属

Logger Utility

LAN ネットワーク

LR8410 Link 対応製品

＊詳細はお問い合わせください。

LR8410	Link に対応した製品のデータをワイヤレスロギングステーション
LR8410（またはワイヤレス熱流ロガーLR8416）でリアルタイムに同時に
測定できます

新機能

PW6001 LR8410 PC

USB

別途「専用接続ケーブル」が
必要です。

別途「AC/DC 電源アダプタ（推
奨品：OPA-G01）」が必要です。

パワーアナライザ
PW3390

￥800,000 〜

パワーアナライザ
PW6001

￥1,150,000 〜

ver2.0 以降

電源品質アナライザ
PQ3100

￥280,000 〜

ver2.0 以降
PW3335-01 は対象外
です。

パワーメータ
PW3335

￥198,000 〜

ver1.1 以降

別途「Bluetooth シリアル変換アダプタ（推奨品：Parani-SD1000）」が必要です。
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基 本 仕 様

制御可能機種 LR8510, LR8511, 
LR8512, LR8513, LR8514, LR8515

制御可能台数 7 台 （最大 105ch: LR8510, LR8511 組合せにおいて）
制御通信手段

（本体 - ユニット間）
Bluetooth® 2.1＋ EDR

（通信距離：見通し 30m, セキュリティSSP）
内部バッファメモリ 揮発性メモリ（SDRAM） 8M ワード
時計機能 オートカレンダ, 精度 ±3 秒 / 日 (23˚C 参考値 )
時間軸確度 測定時 ±0.2 秒 / 日 (23˚C にて )
バックアップ電池寿命 時計 , 設定条件用 : 5 年以上 (23˚C にて )
使用温湿度範囲 -10 〜 50 ˚C, 30 〜 80% rh 以下 （結露なきこと）
保存温湿度範囲 -20 〜 60 ˚C, 80% rh 以下 （結露なきこと）

適合
規格

安全性 EN61010
EMC EN61326 classA, EN61000-3-2, EN61000-3-3

無線認証

日本
アメリカ
カナダ
EU

：技術基準適合認証を受けた無線モジュールを搭載
：Part 15.247 (Contains FCC ID：QOQWT11IA)
：RSS-210 (Contains IC：5123A-BGTWT11IA)
：EN 300 328
  EN 301 489-1
  EN 301 489-17

耐振動性 JIS D1601: 1995 5.3 (1) 1 種 : 乗用車 , 条件 : A 種相当
外部制御端子 外部トリガ入力 , トリガ出力 , 警報出力 4ch, GND

外形寸法・質量 230W × 125H × 36D mm（突起物含まず）,
700 g（バッテリ含まず）

付属品

詳細取扱説明書 × 1, 測定ガイド × 1, 
電波使用上の注意 ×1,SD メモリカード（2GB） Z4001 × 1, 
CD-R（データ収集アプリケーションソフト Logger Utility） × 1,
USB ケーブル × 1, AC アダプタ Z1008 × 1

外 部 記 憶

SD メモリカード 1 スロット, HIOKI 製 Z4001 (2GB)
データフォーマット: FAT16, FAT32

USB メモリ USB2.0 準拠 , シリーズ Aレセプタクル,
データフォーマット：FAT16,FAT32

通 信 機 能

LAN インタフェース

IEEE 802.3 Ethernet 100BASE-TX, DHCP, DNS 対応
・ソフト(Logger Utility) によるデータ収集と条件設定
・通信コマンドによる設定と測定
・FTP サーバによるデータ手動取得
　（本体メモリ /SD メモリカード /USB メモリ内のデータ）
・FTPクライアントによるデータ自動送信
・HTTP サーバによる遠隔操作
・E-mail によるメール送信

USB インタフェース

USB 2.0 High Speed 対応 , シリーズミニ B レセプタクル
・Logger Utility（付属ソフトウェア）によるデータ収集 , 設定
・通信コマンドによる設定 , 測定
・USBドライブモードで外部 SDメモリカードのデータを PC へ
転送 ※USB メモリ内データは通信による転送不可

表 示 部

表示体 5.7 型 TFT カラー液晶 （640 × 480ドット）, 横 16 マス × 
縦 10 マス , 日本語 / 英語切替 , バックライトセーバ有

LCD 輝度 100, 70, 40, 25 %, 切替可能
電 源

AC アダプタ Z1008 使用（標準付属）, AC 100 〜 240 V, 50/60 Hz
通常消費電力: 8 VA （バッテリパック未装着にて LCD 最大輝度時）

バッテリ

バッテリパックZ1007 使用（Li-ion 7.2V 2170mAh）
（オプション, AC アダプタ併用時は AC アダプタ優先）, 
連続使用時間 : 3 h (LCD 輝度 25% にて , 23˚C 参考値）
充電時間 : 7 h（バッテリパック装着状態でAC アダプタまたは
DC10 〜 28V 外部電源を接続して充電可能 , 23˚C 参考値）

外部電源 DC 10 〜 28 V（接続コードはご相談ください）
最大定格電力：15VA（バッテリ充電、LCD 最大輝度時）

トリガ 機 能
トリガモード/
タイミング

単発 / 連続モード, 開始 / 停止 / 開始 & 停止タイミング, 各トリ
ガソースの OR/AND 条件, 各 ch ごとに条件設定可能

アナログ信号ソース

ユニットの接続数により最大 105ch（U1-1 〜 U7-15）
［レベルトリガ］ 設定したレベル値の立上がり/ 立下がり
［ウィンドウ］ 設定した上・下限値を出た /入った時トリガ
［パターントリガ］1,0,× にパターンが一致したときにトリガ

インターバルトリガ 日/時/分/秒を設定 , 設定した測定間隔毎にトリガが成立

トリガ出力

オープンドレイン出力 , 端子：押しボタン式端子台 
（5 V 電圧出力付き, アクティブ LOW, パルス幅 100 ms 以上）
出力応答時間：記録間隔＋3s以下（ユニット1台接続, 通信良好）
記録間隔＋ 5s 以下（ユニット7 台接続 , 通信良好）

警 報 出 力
警報出力チャネル数 4ch, 非絶縁 （GND は本体と共通）

警報ソース ユニット接続数により最大 105ch（U1-1 〜 U7-15）
熱電対断線検出 ON 時、バッテリ消耗時 , 通信エラー時

警報種類 レベル, ウィンドウ設定にて警報出力 , 出力保持 / 非保持 , 
測定を止めずに警報を解除可能

警報音 ブザー搭載 , ON/OFF 可能

出力形態
オープンドレイン出力（5 V 電圧出力付き, アクティブ LOW）, 
出力応答時間：記録間隔＋3s 以下（ユニット1 台接続 , 通信良好）
記録間隔＋ 5s 以下（ユニット7 台接続 , 通信良好）

最大開閉能力 DC 5 〜 30 V, 200 mA
測 定 機 能

記録間隔
（サンプリング周期）

※1, ※2100ms, ※2200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 20s, 30s, 
1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min, 1h（16 設定）
※1 熱電対断線検出 ON 時は設定不可
※2 LR8513,LR8514 のデータ更新は 500ms ごと

記録時間 連続記録 ON （停止キーを押すまで連続記録） 
連続記録 OFF（任意時間を設定可能）

測定繰り返し記録 ON/OFF 選択（ON 時：設定記録時間の繰り返し測定）
表 示

横軸（時間軸） 200 ms 〜 1day/ マス
縦軸（電圧軸） 位置（倍率：×100 〜×1/2, ゼロ位置：-50 〜150％）/上下限で選択
波形スクロール 測定中もしくは測定停止（波形描画時）に左右方向にスクロール
ジャンプ機能 波形の表示位置を指定して画面に表示
モニタ機能 記録せずに瞬時値および波形を確認可能
ユニットバッテリ残量表示 無線接続されたユニットのバッテリ残量を 3 段階表示
電波強度表示 無線接続されたユニットとの電波強度を 3 段階表示
保 存

保存先 SDメモリカード/USBメモリ 選択（HIOKI純正SDカードのみ動作保証）

保存動作
自動 : 波形データおよび時間区切り演算結果（リアルタイムに
保存）, 時間区切り演算以外の数値演算結果（測定後に保存）
手動 : 保存キーを押したときの動作を 選択保存 / 即保存から選択

リアルタイム保存

可能 : 波形データをバイナリ形式またはテキスト形式で SDメモリ
カードもしくは USB メモリに 約 1 分ごとに保存（記録間隔が 1 分
より遅い場合は記録間隔ごとに保存）
通信 : Logger Utilityソフトウェア使用によるパソコンへの記録と同時
に 本体の SDメモリカードもしくは USB メモリへリアルタイム保存可能

分割保存
ON：測定開始時から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存
定時 : 24 時間の間で基準時刻を設定し, 基準時刻から設定時間ご
とにデータを区切って別ファイルへ保存

削除保存 ON：外部メディアの容量が少なくなった時 , 古いファイルを削除して
新しいファイルを保存

外部メディア
取外し

可能：リアルタイム保存中, メッセージ確認後に取外し可能
外部メディア再挿入時 , 内部バッファメモリに残っているファイ
ルは引き続き別ファイルに保存される

データ保護
可能 : リアルタイム保存中に停電もしくはバッテリ残量がなく
なったときにはファイルクローズしてから電源遮断する

（電源投入から約 10 分間以上経過してから有効）

保存種類 設定条件 , 波形データ（バイナリ形式）, 波形データ（テキスト形式）, 
数値演算結果 , 画面データ（圧縮ビットマップ形式）, 予約設定

データ読み込み バイナリ形式データを一度に 8M データまで読み込み可能
演 算

数値演算 同時に最大6演算まで可能
平均値/ピーク値/最大値/最大値の時刻/最小値/最小値の時刻

演算範囲
内部メモリ内の全データ: 測定中/測定後
A-Bカーソル間: 測定後
時間区切り: 指定時間1分〜1日ごとに演算し最新演算値を表示

演算値自動保存

可能：測定後に演算最終値を自動的にSDメモリカードもしくは
USBメモリにテキスト形式で保存する
時間区切り演算：指定時間1分〜1日ごとの演算値をテキスト形
式で SDメモリカードもしくはUSBメモリにリアルタイム保存する

波形演算 CH 間の＋－×÷を演算し、演算チャネル（W1 〜 W30）のデータ
として表示する（測定中のみ有効 , 波形データとしてリアルタイム保存）

そ の 他 機 能

イベントマーク 検索：入力したイベント番号を指定し その前後の表示波形に移動
入力数：1 回の測定で 1000 個まで

A・B カーソル 測定：カーソル間時間差 / 測定値の差 , 各カーソルの測定値 / 時刻
種類：トレース , 縦 , 横から選択

スケーリング 各チャネルごとに測定値をスケーリング係数倍に換算表示
ch 間補正 UNIT1-CH1 の測定値と同じ値になるようにスケーリングセット
コメント入力 タイトルもしくは各チャネルに日本語 , 漢字コメント入力

その他
スタートバックアップ, 設定条件を本体に 5 個保存 , ユニット
登録機能 , オートセットアップ, 開始 / 停止キー誤操作防止 , 
キーロック, ビープ音 , 予約（開始および停止）, 設定ナビ

(確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年)

ワイヤレスロギングステーション LR8410
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ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8510,   ワイヤレスユニバーサルユニット LR8511

電 源

AC アダプタ
AC アダプタ Z1008（標準付属 , DC12 V）
AC 100 〜 240 V, 50/60 Hz
通常消費電力 : 1.0 VA （バッテリパック未装着にて）

バッテリ

バッテリパック Z1007 使用（Li-ion 7.2V 2170mAh）
（オプション , AC アダプタ併用時は AC アダプタ優先）
連続使用時間：24 h（記録間隔 100 ms, 23˚C 参考値）
　　　　　　　120 h（記録間隔 1 分 , 23˚C 参考値）
急速充電時間：7 h（バッテリパック装着状態で AC アダプタ
または DC10 〜 28V 外部電源を接続して充電可能 , 23˚C 参考値）

外部電源 DC 10 〜 28 V
最大定格電力：7VA ( バッテリ充電時 )

入力チャネル数 15ch （電圧, 熱電対についてchごと設定可能）
（LR8511では測温抵抗体,抵抗,湿度もchごとに設定可能） 

入力端子 ［LR8510］M3ネジ端子台（1chあたり2端子）
［LR8511］押しボタン式端子台（1chあたり4端子）

測定対象 ［LR8510］電圧/熱電対
［LR8511］電圧/熱電対/測温抵抗体/抵抗/湿度

制御通信手段 Bluetooth® 2.1＋ EDR
（通信距離：見通し 30m, セキュリティSSP）

バックアップメモリ nチャネル記録時：65,536/nデータ
通信エラー時にデータ保持、通信回復時に再送信

使用温湿度範囲

温度：-20℃〜 60℃
湿度：-20℃〜 40℃　80%rh 以下（結露しないこと）
　　　 40℃〜 45℃　60%rh 以下（結露しないこと）
　　　 45℃〜 50℃　50%rh 以下（結露しないこと）
　　　 50℃〜 60℃　30%rh 以下（結露しないこと） 

（充電可能温度範囲は 5 〜 35℃）

保存温湿度範囲

温度：-20℃〜 60℃
湿度：-20℃〜 40℃　80%rh 以下（結露しないこと）
　　　 40℃〜 45℃　60%rh 以下（結露しないこと）
　　　 45℃〜 50℃　50%rh 以下（結露しないこと）
　　　 50℃〜 60℃　30%rh 以下（結露しないこと）

入力抵抗 1MΩ±5% （電圧および熱電対測定時）
2MΩ±5% （LR8511：測温抵抗体および抵抗測定時）

最大入力電圧 DC±100V
チャネル間最大
電圧 DC300V（測温抵抗体、抵抗および湿度測定時は非絶縁）

対地間最大電圧 AC,DC 300V

デジタルフィルタ OFF/50Hz/60Hz (高周波成分を取り除くため, アナログ
入力に記録間隔に応じたカットオフ周波数を自動設定)

適合規格 ワイヤレスロギングステーションLR8410と同様
耐振動性 JIS D1601: 1995 5.3 (1) 1 種 : 乗用車 , 条件 : A 種相当
外形寸法・質量 約150W × 90H × 56D mm, 340 g（LR8510） 320 g（LR8511）

付属品 詳細取扱説明書 × 1, AC アダプタ Z1008 × 1, 取付板 × 1

基 本 仕 様

湿度センサZ2000 使用時確度表
● オプション
    湿度センサ Z2000
    ￥14,000（税抜き）

アナログ入力仕様
 （確度は23±5℃ , 80 %rh以下, ゼロアジャスト実施後, カットオフ周波数50/60Hz設定にて）

レンジ 最高分解能 測定可能範囲 測定確度
10 mV f.s. 500 nV -10 mV〜10 mV ±10 μV
20 mV f.s. 1 μV -20 mV〜20 mV ±20 μV

100 mV f.s. 5 μV -100 mV〜100 mV ±100 μV
200 mV f.s. 10 μV -200 mV〜200 mV ±200 μV

1 V f.s. 50 μV -1 V〜1 V ±1 mV
2 V f.s. 100 μV -2 V〜2 V ±2 mV

10 V f.s. 500 μV -10 V〜10 V ±10 mV
20 V f.s. 1 mV -20 V〜20 V ±20 mV

100 V f.s. 5 mV -100 V〜100 V ±100 mV
1 － 5 V f.s. 500 μV 1 V〜5 V ±10 mV

電圧

温度（熱電対）
種類 レンジ 最高分解能 測定可能範囲 測定確度

K

100 ˚C f.s. 0.01 ˚C -100〜0 ˚C未満 ±0.8 ˚C
0〜100 ˚C ±0.6 ˚C

500 ˚C f.s. 0.05 ˚C
-200〜-100 ˚C未満 ±1.5 ˚C

-100〜0 ˚C未満 ±0.8 ˚C
0〜500 ˚C ±0.6 ˚C

2000 ˚C f.s. 0.1 ˚C -200〜-100 ˚C未満 ±1.5 ˚C
-100〜1350 ˚C ±0.8 ˚C

J

100 ˚C f.s. 0.01 ˚C -100〜0 ˚C未満 ±0.8 ˚C
0〜100 ˚C ±0.6 ˚C

500 ˚C f.s. 0.05 ˚C
-200〜-100 ˚C未満 ±1.0 ˚C

-100〜0 ˚C未満 ±0.8 ˚C
0〜500 ˚C ±0.6 ˚C

2000 ˚C f.s. 0.1 ˚C
-200〜-100 ˚C未満 ±1.0 ˚C

-100〜0 ˚C未満 ±0.8 ˚C
0〜1200 ˚C ±0.6 ˚C

E

100 ˚C f.s. 0.01 ˚C -100〜0 ˚C未満 ±0.8 ˚C
0〜100 ˚C ±0.6 ˚C

500 ˚C f.s. 0.05 ˚C
-200〜-100 ˚C未満 ±1.0 ˚C

-100〜0 ˚C未満 ±0.8 ˚C
0〜500 ˚C ±0.6 ˚C

2000 ˚C f.s. 0.1 ˚C
-200〜-100 ˚C未満 ±1.0 ˚C

-100〜0 ˚C未満 ±0.8 ˚C
0〜1000 ˚C ±0.6 ˚C

T

100 ˚C f.s. 0.01 ˚C -100〜0 ˚C未満 ±0.8 ˚C
0〜100 ˚C ±0.6 ˚C

500 ˚C f.s. 0.05 ˚C
-200〜-100 ˚C未満 ±1.5 ˚C

-100〜0 ˚C未満 ±0.8 ˚C
0〜400 ˚C ±0.6 ˚C

2000 ˚C f.s. 0.1 ˚C
-200〜-100 ˚C未満 ±1.5 ˚C

-100〜0 ˚C未満 ±0.8 ˚C
0〜400 ˚C ±0.6 ˚C

N

100 ˚C f.s. 0.01 ˚C -100〜0 ˚C未満 ±1.2 ˚C
0〜100 ˚C ±1.0 ˚C

500 ˚C f.s. 0.05 ˚C
-200〜-100 ˚C未満 ±2.2 ˚C

-100〜0 ˚C未満 ±1.2 ˚C
0〜500 ˚C ±1.0 ˚C

2000 ˚C f.s. 0.1 ˚C
-200〜-100 ˚C未満 ±2.2 ˚C

-100〜0 ˚C未満 ±1.2 ˚C
0〜1300 ˚C ±1.0 ˚C

R

100 ˚C f.s. 0.01 ˚C 0〜100 ˚C ±4.5 ˚C

500 ˚C f.s. 0.05 ˚C
100〜300 ˚C未満 ±4.5 ˚C

300〜500 ˚C ±3.0 ˚C
300〜1700 ˚C ±2.2 ˚C

2000 ˚C f.s. 0.1 ˚C
0〜100 ˚C未満 ±4.5 ˚C

100〜300 ˚C未満 ±3.0 ˚C
300〜1700 ˚C ±2.2 ˚C

S

100 ˚C f.s. 0.01 ˚C 0〜100 ˚C ±4.5 ˚C

500 ˚C f.s. 0.05 ˚C
0〜100 ˚C未満 ±4.5 ˚C

100〜300 ˚C未満 ±3.0 ˚C
300〜500 ˚C ±2.2 ˚C

2000 ˚C f.s. 0.1 ˚C
0〜100 ˚C未満 ±4.5 ˚C

100〜300 ˚C未満 ±3.0 ˚C
300〜1700 ˚C ±2.2 ˚C

B 2000 ˚C f.s. 0.1 ˚C
400〜600 ˚C未満 ±5.5 ˚C
600〜1000 ˚C未満 ±3.8 ˚C

1000〜1800 ˚C ±2.5 ˚C

W
100 ˚C f.s. 0.01 ˚C 0〜100 ˚C ±1.8 ˚C
500 ˚C f.s. 0.05 ˚C 0〜500 ˚C ±1.8 ˚C
2000 ˚C f.s. 0.1 ˚C 0〜2000 ˚C ±1.8 ˚C

基準接点補償：「内部」を選択時、熱電対測定確度に加算 ±0.5℃
熱電対断線検出：[ON] 記録間隔ごと断線検出（記録間隔 100ms では設定不可）

種類 レンジ 最高分解能 測定可能範囲 測定確度
100 ˚C f.s. 0.01 ˚C -100〜100 ˚C ±0.6 ˚C

Pt 100 500 ˚C f.s. 0.05 ˚C -200〜500 ˚C ±0.8 ˚C
2000 ˚C f.s. 0.1 ˚C -200〜800 ˚C ±1.0 ˚C
100 ˚C f.s. 0.01 ˚C -100〜100 ˚C ±0.6 ˚C

JPt 100 500 ˚C f.s. 0.05 ˚C -200〜500 ˚C ±0.8 ˚C
2000 ˚C f.s. 0.1 ˚C -200〜500 ˚C ±1.0 ˚C

測温抵抗体　Pt100/JPt100, 接続：3線式/4線式, 測定電流：1mA
(規格) Pt 100 : JIS C1604-1997, IEC 751, JPt 100 : JIS C1604-1989

温度

レンジ 最高分解能 測定可能範囲 測定確度
10 Ω f.s. 0.5 mΩ 0〜10 Ω ±10 mΩ
20 Ω f.s. 1 mΩ 0〜20 Ω ±20 mΩ

100 Ω f.s. 5 mΩ 0〜100 Ω ±100 mΩ
200 Ω f.s. 10 mΩ 0〜200 Ω ±200 mΩ

接続：4線式, 測定電流1mA抵抗

レンジ 最高分解能 測定可能範囲 測定確度
100 %rh f.s. 0.1 %rh 5.0〜95.0 %rh （下表参照）

湿度

LR8511のみ入力仕様



10

ワイヤレスクランプロガー LR8513

入力チャネル数 2ch （GND共通） 

測定項目 AC負荷電流、DC負荷電流
AC漏れ電流（電流センサによる）

実効値演算 ソフトウエアによる真の実効値演算

測定レンジ
AC 500.0 mA〜5000 A（電流センサによる）
DC 10.00 A〜5000 A（電流センサによる）
＊間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません

測定確度 ±0.5％ rdg.±5dgt.（DC, AC 50/60 Hz）
＊電流センサ接続時はセンサ確度を加算（12 ページ）

記録間隔 0.5〜30秒、1〜60分、14切替
記録モード 瞬時値記録、平均値記録、最大値記録
寸法 85W×75H×38D mm（突起物含まず）
質量 130g（電池含まず）

基 本 仕 様 （確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

使用センサ レンジ 最高分解能 測定範囲

9675
500.0 mA 0.1 mA AC 1.0 mA 〜 500.0 mA

5.000 A 0.001 A AC 0.010 A 〜 5.000 A

9657-10
500.0 mA 0.1 mA AC 1.0 mA 〜 500.0 mA

5.000 A 0.001 A AC 0.010 A 〜 5.000 A

9695-02
5.000 A 0.001 A AC 0.010 A 〜 5.000 A
50.00 A 0.01 A AC 0.10 A 〜 50.00 A

CT6500
50.00 A 0.01 A AC 0.10 A 〜 50.00 A
500.0 A 0.1 A AC 1.0 A 〜 500.0 A

9669 1000 A 1A AC 10 A 〜 1000 A

CT7631/ 
CT7731

10.00 A 0.01 A AC 0.10 A
DC± (0.10 A

〜 10.00 A
〜 10.00 A)

100.0 A 0.1 A AC 1.0 A
DC± (1.0 A

〜 100.0 A
〜 100.0 A)

CT7636/ 
CT7736

20.00 A 0.01 A AC 0.10 A
DC± (0.10 A

〜 20.00 A
〜 20.00 A)

200.0 A 0.1 A AC 1.0 A
DC± (1.0 A

〜 200.0 A
〜 200.0 A)

CT7642/ 
CT7742

200.0 A 0.1 A AC 1.0 A
DC± (1.0 A

〜 200.0 A
〜 200.0 A)

2000 A 1 A AC 10 A
DC± (10 A

〜 2000 A
〜 2000 A)

CT9667-01/-02/-03
500.0 A 0.1 A AC 1.0 A 〜 500.0 A
5000 A 1 A AC 10 A 〜 5000 A

CT7044/ 
CT7045/ 
CT7046

50.00 A 0.01 A AC 0.10 A 〜 50.00 A
500.0 A 0.1 A AC 1.0 A 〜 500.0 A
5000 A 1 A AC 10 A 〜 5000 A

ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515

入力チャネル数 2ch （電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁）
測定項目 電圧、熱電対（K, T）
入力端子 M3ネジ端子台（1chあたり2端子）

測定レンジ 電圧：50 mV/ 500 mV/ 5 V/ 50 V
熱電対：1000 ℃

最大入力電圧 DC±50 V
チャネル間最大電圧 DC 60 V
記録間隔 0.1〜30秒、1〜60分、16切替
記録モード 瞬時値記録
寸法 85W×75H×38D mm（突起物含まず）
質量 126g（電池含まず）

基 本 仕 様 （確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

測定対象 種類 レンジ 最高分解能 測定範囲 測定確度

電圧

50 mV f.s. 0.01 mV -50 mV 〜 50 mV ±0.05 mV
500 mV f.s. 0.1 mV -500 mV 〜 500 mV ±0.5 mV

5 V f.s. 1 mV -5 V 〜 5 V ±5 mV
50 V f.s. 10 mV -50 V 〜 50 V ±50 mV

熱電対

K 1000 ℃ f.s. 0.1 ℃
-200 ℃ 〜 -100 ℃ ±1.5 ℃
-100 ℃ 〜 999.9 ℃ ±0.8 ℃

T 1000 ℃ f.s. 0.1 ℃
-200 ℃ 〜 -100 ℃ ±1.5 ℃
-100 ℃ 〜 0 ℃ ±0.8 ℃

0 ℃ 〜 400 ℃ ±0.6 ℃

基準接点補償：内部 / 外部切替可能
基準接点補償確度：±0.5℃（内部時、熱電対測定確度に加算）
温度特性：（測定確度 ×0.1）/℃を測定確度に加算

制御通信手段 Bluetooth® 2.1＋ EDR
（通信距離：見通し 30m, セキュリティSSP）

内部メモリ 不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）
記録容量 1チャネルあたり50万データ
適合規格 ワイヤレスロギングステーション LR8410 と同様
耐振動性 JIS D 1601: 1995 5.3(1)、 1 種：乗用車、条件：A 種相当

機能 警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、
コメント記憶、省電力、認証、フリーラン

共 通 仕 様

使用温湿度範囲 温度：-20℃〜 60℃、湿度：80％ rh 以下（結露しないこと）
（電池、電流センサ使用時はそれぞれの仕様による）

電源
AC アダプタ Z2003（別売オプション）
単３形アルカリ乾電池 ×2
外部電源 DC5 〜 13.5V

付属品
CD-R（取扱説明書、ロガーユーティリティ）×1、測定ガイ
ド ×1、電波使用上の注意 ×1、単３形アルカリ乾電池（LR6)

×2、接続ケーブル L1010×2（LR8512 のみ付属）

無線ロガー LR8512, LR8513, LR8514, LR8515

ワイヤレスパルスロガー LR8512

入力チャネル数 2ch （GND共通） 

測定モード 積算（加算/瞬時）、回転数、
ロジック（記録ごと1/0を記録）

測定レンジ
（分解能）

積算：1000Mパルスf.s.（1パルス）
回転数：5000/n [r/s] f.s.（1/n [r/s] ）
＊nは1回転あたりのパルス数で1〜1000

適応入力形態 無電圧a接点（常開接点）、オープンコレクタ、もしくは
電圧入力（DC 0 V〜50 V）

記録間隔 0.1 〜 30 秒、1 〜 60 分、16 切替
記録モード 瞬時値記録
寸法 85W×61H×31D mm（突起物含まず）
質量 95g（電池含まず）

基 本 仕 様 （確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

ワイヤレス温湿度ロガー LR8514
基 本 仕 様

入力チャネル数 温度2ch + 湿度2ch （センサ2個取り付け可能） 
測定項目 温度、湿度

温度測定確度
（Z2010/Z2011使用）

±0.5℃（10〜60℃）
上記の温度範囲から外れる場合
0.015℃ /℃を加算（-40〜10℃）、0.02℃ /℃を加算（60℃〜80℃）

湿度測定確度
（Z2010/Z2011使用）

±3%rh（20℃〜30℃、20〜90％ rh）
上記の範囲から外れる場合は図1を参照
ヒステリシス±1%rh (湿度測定確度に加算)

記録間隔 0.5〜30秒、1〜60分、14段階切替
記録モード 瞬時値記録
寸法 85W×61H×31D mm（突起物含まず）
質量 95g（電池含まず）

測定対象 レンジ 最高分解能 測定範囲
温度 100 ℃ f.s. 0.1 ℃ -40℃ 〜 80 ℃
湿度 100%rh f.s. 0.1 %rh 0 〜 100 %rh

※測定確度に影響する校正対象品は温湿度センサのみです。
　LR8514 ロガー本体は校正の必要がありません。

±8%rh ±6%rh ±8%rh

±12%rh

±8%rh
±6%rh

±3%rh

±6%rh

±6%rh±6%rh

±5%rh
±5%rh

±5%rh
±3.5%rh ±4%rh
±5%rh
±6%rh ±5%rh

±10%rh ±8%rh ±4%rh ±6%rh
±12%rh ±8%rh ±12%rh

0 10 20 30 40 50 60 70 80
温度 [℃ ]

20

40

60

80
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0

相
対

湿
度
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]

は確度保証外（参考値）図 1
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対 応 機 種 HIOKI製 8423, 8430, LR8431, LR8432, LR8400, 
LR8401, LR8402, LR8410, LR8416

動 作 環 境 Windows 10/8/7 (32bit/64bit), Vista (32bit/64bit), XP 
SP2以上 (32bit)対応

リアル タイム
デ ー タ 収 集

LANまたはUSBで接続された複数台のロガーの測定を
制御し、リアルタイムで波形データの受信/表示/保存
をおこなう（総記録サンプル数10Mサンプルまで） 

［制御可能台数］5台（対象測定器のいずれか）
［表示］波形（時間軸分割表示可能）, 数値（ロギング）, 
　　　警報を同時表示可能 

［数値モニタ表示］別ウィンドウにて表示可能
［スクロール］測定中に波形スクロール可能
［データ保存先］EXCELへのリアルタイムデータ転送, 専
用形式によるリアルタイムデータ収集ファイル（LUW形式）

［イベントマーク］測定中に記録可能

デ ー タ
収 集 設 定

［設定］ロガー本体のデータ収集設定が可能
［保存］複数台のロガーの設定をまとめて１つのファイル
に保存可能（LUS形式）　　［本体設定の送受信］可能

波 形 表 示

［対応ファイル］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW形式）
　　　　　　 本体測定ファイル（MEM形式）

［表示形式］波形（時間軸分割表示可能）, 数値（ロギング） 
　　　　   を同時表示可能

［最大チャネル数］675ch（測定）＋60ch（波形演算）
［その他］各チャネルの波形を任意の10シートに表示, 
スクロール, イベントマーク記録, カーソル, メイン画
面のハードコピー , 数値表示がそれぞれ可能

デ ー タ 変 換

［対象データ］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW形式）
　　　　　　　本体測定ファイル (MEM形式)

［変換区間］全データ, 指定区間
［変換形式］CSV形式（カンマ/スペース/タブ区切り） 
　　　　 　Excelのシートに転送

［データ間引き］任意の間引き数による単純間引き

波 形 演 算［演算項目］四則演算
［演算チャネル数］60チャネル

数 値 演 算

［対象データ］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW形式）
本体測定ファイル（MEM形式）, リアルタイムデータ収集中
のデータ, 波形演算データ

［演算項目］平均値, ピーク値, 最大値, 最大値までの時間, 
最小値, 最小値までの時間, ON時間, OFF時間, ON回
数, OFF回数, 標準偏差, 積分, 面積値, 積算

検 索

［対象データ］リアルタイムデータ収集ファイル（LUW形式）
　　　　　　本体測定ファイル（MEM形式）

［検索モード］イベントマーク, 日時, 最大位置, 最小位置
　　　　　　極大位置, 極小位置, 警報位置, レベル
　　　　　　ウィンドウ, 変化量

印 刷

［対応プリンタ］使用OSに対応しているプリンタ
［対象データ］リアルタイムデータ収集ファイル （LUW形式）
　　　　　　本体測定ファイル（MEM形式）

［印刷形式］波形イメージ, レポート印刷, リスト印刷 　
　　　　　（チャネル設定, イベント, カーソル値）

［印刷範囲］全範囲, A-Bカーソル間指定可能
［印刷プレビュー］可能

LR8410に付属のアプリケーションソフト （CD-R）
Logger Utility 仕様

測定ユニット

LR8410 本体のみでは測定できません。測定ユニットLR8510/ LR8511、もしくは無線ロガー
LR8512 などが必要です。（本体で制御できる測定ユニット/ 無線ロガーは混在可能で 7 台まで）

価 格

【お得なセット品】

個別購入の場合￥330,000（税抜き）のところ、￥225,000（税抜き）
でのご提供です。

＋

ワイヤレス電圧・温度ユニット
LR8510（１台）

形名 ( 発注コード )：LR8410-91

製品名：ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8510
形名（発注コード）（仕様） （価格）
LR8510 （LR8410・LR8416用） .....¥ 110,000 ( 税抜き )
2 極 M3 ネジ締め端子台 15ch, 電圧 , 熱電対測定

製品名：ワイヤレスユニバーサルユニット LR8511
形名（発注コード）（仕様） （価格）
LR8511 （LR8410・LR8416用） .....¥ 140,000 ( 税抜き )
4 極押しボタン端子台 15ch, 電圧 , 熱電対 , 測温抵抗体 , 湿度 , 抵抗測定

AC アダプタ Z1008 付属 AC アダプタ Z1008 付属

LR8410
本 体

製品名：ワイヤレスパルスロガー LR8512
形名（発注コード）（仕様） （価格）
LR8512 （2ch） ... ¥ 40,000 ( 税抜き )
パルス / 回転数 / ロジック測定 , 接続ケーブル L1010 付属

製品名：ワイヤレスクランプロガー LR8513
形名（発注コード）（仕様） （価格）
LR8513 （2ch） ... ¥ 48,000 ( 税抜き )
AC/DC 負荷電流 , AC 漏れ電流測定 , クランプオン
センサはオプション

製品名：ワイヤレス温湿度ロガー LR8514
形名（発注コード）（仕様） （価格）
LR8514 （2ch） ... ¥ 35,000 ( 税抜き )
温度 2ch/ 湿度 2ch 測定 , 温湿度センサはオプション

無線ロガー

製品名：ワイヤレス予測カビ指数計 LR8520
形名（発注コード） （価格）
LR8520 ... ¥ 45,000 ( 税抜き )
カビ指数、発育予測の記録 , 1ch 警報 , 温度測定に , 
温湿度センサはオプション

製品名：ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
形名（発注コード）（仕様） （価格）
LR8515 （2ch） ... ¥ 52,000 ( 税抜き )
電圧 / 熱電対（K, T）測定 , 熱電対はオプション

無線ロガーのデータをお手持ちのタブレット＊/ スマート
フォン＊/ パソコンで Bluetooth® 経由で収集できるよう
になります。（＊AndroidTM のみ対応）記録中でもデータ
転送でき , その場で値や変動波形を確認できます。

タブレットでのデータ
収集に対応！

※ LR8512 〜 LR8520 用 AC アダプタ Z2003 は別売オプションです。別途お買い求めください。

LR8410 本体
右側は LR8510（別売オプション）

カード標準付属

製品名：ワイヤレスロギングステーション LR8410
形名（発注コード）（仕様） （価格）
LR8410 （本体のみ） .....¥ 220,000 ( 税抜き )
LR8410-91 （LR8510とセット販売品）.....¥ 225,000 ( 税抜き )



ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688  FAXは弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。販売店の皆様へ
校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HPをご確認ください。校正書類について

■本カタログの記載内容は 2018 年 5月 25日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

お問い合わせは ...
本 社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

LR8410J18-85E

LR8512/LR8520

品
属
付
準
標

追加ご購入時の別売価格

LR
8410

品
属
付
準
標

バッテリパックZ1007
  ........... ）き抜税（ 000,21￥

Li-ion, 7.2V/2170mAh

SDメモリカード2GB Z4001
  ........... ）き抜税（ 000,21￥

測定データ保存用

ACアダプタ Z1008
  ........... ）き抜税（ 000,21￥

AC 100 ～ 240 V

携帯用ケースC1007
  .......... ）き抜税（ 000,22￥

LR8410sを1台とユニット4台を
収納

固定スタンド Z1009
  .......... ）き抜税（ 000,51￥

壁掛け, 机上に斜め置き

LANケーブル 9642
  ............ ）き抜税（ 000,3￥

ストレート, クロス変換コネクタ
付属 , 5 m

ワイヤレスロギングステーション LR8410用オプション

LR8510, LR8511共通オプション

K 熱電対 9810
  .... ）き抜税（ 000,81￥

測定範囲：－180 ～ 200℃
長さ5 m, 5 本 /1set

T 熱電対 9811
  ..... ）き抜税（ 000,81￥

測定範囲：－180 ～ 200℃
長さ5 m, 5 本 /1set

バッテリパックZ1007
  ........ ）き抜税（ 000,21￥

Li-ion, 7.2V/2170mAh

湿度センサZ2000
  ....... ）き抜税（ 000,41￥

長さ3 m

LR8511専用オプション

LR8515用オプション

K 熱電対 9810
  ........ ）き抜税（ 000,81￥

測定範囲：－180 ～ 200℃ , 
長さ5 m, 5 本 /1set

T 熱電対 9811
  ....... ）き抜税（ 000,81￥

測定範囲：－180 ～ 200℃ , 
長さ5 m, 5 本 /1set

LR8514/LR8520用オプションLR8512/LR8520用オプション

温湿度センサZ2010
  .... ）き抜税（ 000,02￥

センサ部含む全長 50mm

温湿度センサZ2011
  ..... ）き抜税（ 000,02￥

コード長 1.5 m

■ LR8512～LR8520 共通オプション

マグネット付き
ストラップ Z5004
......￥2,700 ）き抜税（ 

マグネット付き
ストラップ Z5020
.....￥4,800 ）き抜税（ 

強磁力タイプ

ACアダプタZ2003
AC100 ～ 240 V
.....￥9,800 ）き抜税（ 

接続ケーブル L1010
 コード長 1.5 m
  ..... ）き抜税（ 002,1￥

・ 高い安全性や信頼性が要求されるシステムでは使用しないでください。
・ 心臓ペースメーカ等の医療用機器の近くでは使用しないでください。
・ 測定ユニットLR8510/LR8511, 無線ロガーLR8512/ LR8513/ LR8514/ LR8515/ LR8520と、ワイヤレスロギングステーションLR8410との通信距離は見通し30mです。障害物（壁、金属の遮蔽物等）が存在する場合、通信が
不安定になったり、通信が短くなったりすることがあります。

・ 無線 LAN 機器など同一周波数帯を使用する機器の近くで使用した場合、通信が不安定になったり、他の機器に影響を与える可能性があります。
・ 測定ユニットLR8510/LR8511, 無線ロガーLR8512/ LR8513/ LR8514/ LR8515/ LR8520と、ワイヤレスロギングステーションLR8410との通信は、SSPによる暗号化通信を行っていますが、情報の秘匿性を保証するものではあ
りません。弊社では無線通信による測定値の漏洩などにつきましては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。

・ 測定ユニットLR8510/LR8511, 無線ロガーLR8512/ LR8513/ LR8514/ LR8515/ LR8520 およびワイヤレスロギングステーションLR8410 は、表紙に記載の国においてのみ使用可能です。
 測定ユニットLR8510/LR8511, 無線ロガーLR8512/ LR8513/ LR8514/ LR8515/ LR8520 およびワイヤレスロギングステーションLR8410 は、電波を発生します。電波の使用にはそれぞれの国での許認可が必要となるため、表記
の国と地域以外で使用した場合には、法律違反となり罰せられることがありますのでご注意ください。

ワイヤレスロギングステーションのご使用に関して

追加ご購入時の別売価格

LR8510/LR8511

品
属
付
準
標
ACアダプタ Z1008
  ........... ）き抜税（ 000,21￥

AC 100 ～ 240 V

追加ご購入時の別売価格

注意：CT7000 シリーズカレントセンサを「ワイヤレスクランプロガー 
LR8513」に直接接続する事はできません。必ず、「ディスプレイユニット 
CM7290」と、「出力コード L9095」が必要になります。

クランプオンセンサ
CT6500
.....￥12,000 ）き抜税（ 
AC 500A, φ46 mm

ディスプレイユニット
CM7290 .....￥22,000

クランプオンセンサ
9669
......￥28,000 ）き抜税（ 
AC 1000A, φ55 mm

出力コード L9095
........￥4,000 ）き抜税（ 
CM7290/91 接続用
1.5 m

ACフレキシブルカレントセンサ 
CT9667-01/-02/-03
..各￥40,000 ）き抜税（ 
φ100/180/254 mm

絶縁
導体

絶縁
導体

クランプオンリーク
センサ 9675
..... ￥20,000 ）き抜税（ 
AC 5A※, φ30 mm

クランプオンリーク
センサ 9657-10
......￥20,000 ）き抜税（ 
AC 5A※, φ40 mm

温度変化のある場所も
ゼロずれせずに測定
可能

温度変化のない場所
での短期測定に

AC/DCオートゼロ
カレントセンサ
CT7731 .......￥36,000
AC/DC100A, φ33 mm
CT7736 .......￥42,000
AC/DC 200A※, φ33 mm
CT7742 ........￥42,000
AC/DC 2000A, φ55 mm

AC/DC
カレントセンサ
CT7631 ....... ￥24,000
AC/DC100A, φ33 mm
CT7636 ....... ￥30,000
AC/DC 200A※, φ33 mm
CT7642 ....... ￥30,000
AC/DC 2000A, φ55 mm

ACフレキシブル
カレントセンサ
CT7044 ....... ￥25,000
AC 5000A※, φ100 mm
CT7045 ....... ￥28,000
AC 5000A※, φ180 mm
CT7046 ....... ￥30,000
AC 5000A※, φ254mm

AC 5000 A

9695-02 使用の際には
9219 が必要

絶縁
導体

クランプオンセンサ
9695-02
.....￥9,800 ）き抜税（ 
AC 50A, φ15 mm

接続ケーブル 9219
.....￥4,000 ）き抜税（ 

CE非対応

BNC用

出力コード
L9095

LR8513用  電流測定オプション LR8513 組合せ時の最大測定電流※ 

https://satosokuteiki.com/https://ureruzo.com


