
衛生管理や食の安全に
HACCPや衛生管理マニュアルに基づいた温度管理といっても
さまざまな測定場所や温度帯があります。
テストーの食品向け測定器シリーズはラインナップが豊富。
ニーズに合った製品をお選びいただけます。
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HACCP
インターナショナル認証

testo 食品＆ヘルスケア
総合カタログ

2016年1月より

新価格
お求めやすくなりました

2016年1月より本体・プローブが
2年保証になりました。

全機種安心の
2年保証



製品ガイド

HACCPインターナショナル認証

温度管理でバクテリア汚染を防止
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赤外放射温度計
testo 830
入荷検査時に外箱の温度を測定。レーザーで測
定場所を確認しながら非接触でスピーディに測定

温度ロガー
testo 174T
冷蔵庫や倉庫の温湿度を常時記録。一定期間
の温度の推移をパソコンで分析

食品の保管や入荷検査に

高精度温度計
testo 720
高精度温度計を基準用として保有することで、手
軽に比較校正を実施

pH計
testo 206
pH値を測定し、衛生管理や品質管理

温度ロガー
testo 175T2
検体保管庫の温度管理

品質管理、研究、衛生管理の現場に

輸送用USB温度ロガー
testo 184
着荷時に輸送食品の温度を確認

輸送時の温度管理に

第二特性（水の進入に対する保護） 

0 無保護
1 上部からの垂直に滴下する水に対して保護（防滴Ⅰ形）
2 15°以内の傾斜時、垂直に滴下する水に対して保護（防滴Ⅱ形）
3 上部から両側60°までの角度で噴霧された水に対して保護（防雨形）
4 あらゆる方向からの水の飛沫に対し保護（防沫形）
5 あらゆる方向からの噴流水（12.5ℓ/min）に対し保護（防噴流形）
6 あらゆる方向からの暴噴流水（100ℓ/min）に対し保護（耐水形）
7 一時的に浸水しても影響がない。水中で使用するもの（防浸形）
8 潜水状態での使用に対して保護（水中形）

保護等級およびIP表示：　IP□（第一特性）□（第二特性） 

第一特性（外来固形物の侵入または人体に対する保護）  

0 無保護
1 直径50mm以上の固形物が入らない／拳が入らない
2 直径12.5mm以上の固形物が入らない／指が入らない
3 直径2.5mm以上の固形物が入らない
4 直径1.0mm以上の固形物が入らない
5 直径75mm以上の固形物が入っても動作・安全性に影響がない（防塵形）
6 直径75mmの耐塵試験用粉塵が入らない（耐塵形）

防水型食品温度計
シンプルでリーズナブルな温度計
IP67の防水仕様でシンクに落ちても安心

中心温度計
testo 106
丈夫でスリムな温度計。-50～+275℃までの温度
に対応した、使いやすい温度計
 
大画面＆シンプル操作温度計
testo 108
スピードが求められる現場でも大きな表示値なら確
実に温度を確認
 
食用油テスター
testo 270
オイルの劣化度を数値で表示。レストランチェーンや
スーパーでの揚げ物の油管理に

食品製造や大量調理の現場で 

testo の食品・ヘルスケア用測定器は、材質・仕様・有毒物質不使用・非汚染・洗浄
対応・操作性などの10項目をクリアした製品として、HACCPインターナショナルに
認証されていますので、安心してご利用いただくことができます。
（3ページ以降のHACCPインターナショナルのマークがついた製品が該当します。）

HACCPインターナショナルについて
HACCPインターナショナルは、食品および非食品分野の製品や
サービス、サプライヤーに対して、各国の法律やガイドラインからなる
専門メソッドにより、HACCPへの適合性や対応能力を評価し、
認証を与えている国際機関です。
この認証マークはHACCPの業務に携わる関係者だけでなく、
「食の安全」を順守する企業や団体にも広く認知されています。

食品のバクテリア汚染は食中毒を
招く恐れがあります。バクテリアの
数が一定限度を超えると、この危
険性は一層増大します。適切な温
度管理をすることは食の安全につ
ながります。

テストーのTopSafeプロテクタ付の測
定器ならプロテクタを取り外して洗浄
が可能。常に清潔さを保持しながら
測定できます。

日本工業規格JIS C 0920 2003より

例：IP67の記載がある製品は耐塵・防浸形であることを示しています。
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食用油テスター

 testo 270
 極性化合物（TPM）% 温度
センサ 静電容量式センサ PTCサーミスタ
測定範囲 0.5～40% +40℃～+200℃
精度±1digit ±2.0%TPM ±1.5℃ 
 （+40～+190℃）
分解能 0.5% 0.1℃
測定可能なフライ +40～+200℃ 
油の温度範囲 ご注意：+200℃以上でエラーとなります。
動作温度 0～+50℃
バッテリ（寿命） 単4乾電池×2　 
 連続使用 約25時間（測定回数 約500回）
保護等級 IP65
外形寸法 170×50×300mm
質量 255g（バッテリ装填時）

食用油テスター testo 270

油の劣化度をデジタル表示
testo 270は、食用油の劣化度を示すTPM（極性化合物）値と油温度を画
面にデジタル表示する食用油テスターです。testo 270はフライ油の劣化指
標の一つであるAV（酸価）値だけでなく、重化合物などを含めた総量である
TPMで油全体の劣化度を評価します。
2段階で設定したしきい値により、ディスプレイの色が変化しアラームを出すので
見落とすこともありません。てんぷらや唐揚げなど料理に合わせて油の交換時
期を数値で管理できるので、揚げもの料理の品質の均質化につながります。

製品 型番 標準価格（税別）

testo 270 0563 2750 ¥61,000

同梱品： 本体、校正用基準オイル、専用ケース、バッテリ、出荷検査書

校正用基準オイル（100ｍｌ×1本） 0554 2650 ¥2,000

特　長
・ 誰にでも劣化度がわかりやすいデジタル表示
・ 200℃までの油で測定可能
・ 本体がIP65の防水仕様なので水洗いできて衛生的

機　能
・ アラーム機能（ディスプレイの色が変化）　　・ ホールド表示
・ 誤操作を防止するロック機能（PINコード使用）

天然の食用油が対象です。

IP65

NEW

温　　度

このようなお客様におすすめです。
● 油の交換時期がチェーン店の店舗によってまちまちなので統一したい
● スタッフ全員が同じ劣化度になったタイミングで油を交換したい
● 試験紙のコストを抑えたい　　● 油の劣化度を数値で管理したい

　使用方法

◀ 油槽にセンサを浸し、 
　 ゆっくりかきまぜます

◀ 測定が終了するとディスプレイに 
　 フライ油の劣化度が数値表示され、
　 劣化の状態が色で表示されます 　

◀ やわらかいキッチンペーパーなどで 
　 軽く拭きとり収納します 　

◀ 使用後は流水で洗浄

しきい値付近

色とTPM（値）の関係

TPM（%）：0.5%～19.5%
TPM（%）：20%～23.5%
TPM（%）：24%以上

※初期設定値（設定変更も可）

赤

黄

緑

利用可能 しきい値超過

ディスプレイの変化

専用ケース
収納例

フライ油劣化のメカニズム

水 空気

極性化合物（TPM）

熱

加熱劣化

要因

化学反応

指標 酸価（AV）

これらの生成物質の総称が極性化合物（TPM）で、油全体に占める割合を％で表示します。
フライ油の劣化度管理には最適な指標で、広くヨーロッパなどで採用されています。

加水分解

遊離脂肪酸（FFA）

酸化

11



温度プローブ一覧

 浸漬/芯温プローブ 食品用中心温度プローブ 食品用中心温度プローブ フラットコードプローブ 対応機種
、製鋼スレンテス 製鋼スレンテス  PTFEケーブル

 
 

      
℃521+～04- ℃051+～05- ℃051+～05- ℃051+～05- 囲範定測

精度 ±0.2℃ (代表値) ±0.2℃ (代表値) ±0.2℃ (代表値) ±0.2℃ (代表値）
秒8 秒8 秒8 秒01 度速答応

サイズ 115mm×φ5mm, 先端φ4mm 125mm×φ4mm, 先端φ3mm 125mm×φ4mm, 先端φ3mm 60mm×φ5mm, 先端φ3.6mm
ｍ5.1 ｍ5.1 ｍ2.1 ルブーケ （+250℃まで対応） 2.0m（PTFE）

1001 2750 1133 3160  1122 3160 2121 3160 番型
001,31¥ 003,91¥ 009,51¥ 005,01¥ )別税(格価準標

NTCサーミスタ 温度プローブ

Pt100 温度プローブ

 防水型 浸漬/芯温プローブ 耐腐食性ラボ用プローブ 食品用中心温度プローブ ステンレス鋼製 フラットコードプローブ 対応機種 
 
 

      
℃051+～58- ℃00４+～05- ℃004+～05- ℃004+～05- 囲範定測

精度 ±（0.15℃+測定値の0.2%）（代表値） ±（0.15℃+測定値の0.2%）（代表値） ±（0.15℃+測定値の0.2%）（代表値） ±（0.15℃+測定値の0.2%）（代表値）
秒54 秒21 度速答応 （ガラス管未装着時は12秒） 秒53 秒01 

サイズ 114mm×φ5mm, 先端φ4mm 200mm×φ6mm, 先端φ5mm 126mm×φ4mm, 先端φ3mm 90mm×φ5mm, 先端φ3.6mm
m0.2 ｍ2.1 ｍ2.1 ｍ2.1 ルブーケ （PTFE）

1007 2750 2722 9060 2707 9060 3721 9060 番型
008,71¥ 001,12¥ 006,61¥ 007,11¥ )別税(格価準標

testo 720/110

testo 720

 防水型浸漬芯温プローブ 高速応答表面温度プローブ 防水型食品用ステンレスプローブ 鉄板用表面温度プローブ 対応機種
   

 
 

      
℃032+～04- ℃004+～04- ℃003+～04- ℃004+～04- 囲範定測

精度 ±2.5℃ (Class 2) ±2.5℃ (Class 2) ±2.5℃ (Class 2) ±2.5℃ (Class 2)
秒54 秒7 秒3 秒7 度速答応

サイズ 114mm×φ5mm, 先端φ3.7mm 115mm×φ5mm, 先端φ12mm 1,125mm×φ4mm, 先端φ3.2mm 120mm×φ60mm
メ(m0.1 ｍ5.1 ｍ2.1 ｍ2.1 ルブーケ タル)
2999 8260 2922 2060 3930 2060 3921 2060 番型
006,42¥ 005,11¥ 006,81¥ 003,6¥ )別税(格価準標

K熱電対 温度プローブ (コネクタ部：ミニチュアプラグ)

赤外線プリンタ 
（testo 110/720/922/925/926）

 シースタイプフレキシブル シースタイプフレキシブル 素線タイプ温度プローブ フラットコードプローブ
 浸漬/芯温プローブ 浸漬/芯温プローブ（超低温） （ファイバーグラス被覆） 浸漬/芯温プローブ
 
 

    
℃022+～04- ℃004+～04- ℃04+～002- ℃000,1+～04- 囲範定測

精度 ±1.5℃ (Class 1) ±2.5℃ (Class 3) ±2.5℃ (Class 2) ±1.5℃ (Class 1)
秒7 秒5 秒5 秒5 度速答応

サイズ 500mm×φ1.5mm 500mm×φ1.5mm 1,500mm×φ1.5mm 60mm×φ5mm, 先端φ3.6mm
m0.2 ― ― ― ルブーケ （PTFE）

1009 2750 5460 2060 3975 2060 2975 2060 番型
003,8¥ 002,4￥ 003,5¥ 002,4¥ )別税(格価準標

プリンタ
型番：0554 0549
標準価格（税別）
￥33,000

スペア感熱紙
型番：0554 0568
標準価格（税別）
￥4，000

マークのついた製品が対応しています。

testo 108

testo 830T2

testo 922/925

プリント

testo 175T2

■ 本社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● セールス TEL.045-476-2288  FAX.045-476-2277
● サービスセンター（修理・校正） TEL.045-476-2266  FAX.045-476-2277
■ 大阪営業所
〒530-0055 大阪市北区野崎町 7-8 梅田パークビル9F
TEL.06-6314-3180  FAX.06-6314-3187
ホームページ  http://www.testo.jp　e-mail  info@testo.co.jp

お問い合わせは

（2016.01）

 ＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。 ＊掲載されている価格は、2016年1月現在のものです。 ＊この他にも接続可能なプローブがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

 防水型浸漬/芯温プローブ 防水型食品用ハンドルプローブ 防水型食品用プローブ 防水型高速応答ニードルプローブ 対応機種
  専用ハンドル＆強化ケーブル（PUR）付 ステンレス製 強化ケーブル（PUR）
 
 

      
℃052+～04- ℃053+～04- ℃053+～04- ℃053+～04- 囲範定測

精度 ±0.2℃（-20～+70℃/他Class 1) ±0.2℃（-20～+70℃/他Class 1) ±0.2℃（-20～+70℃/他Class 1) ±0.2℃（-20～+70℃/他Class 1)
秒2 秒７ 秒6 秒７ 度速答応

サイズ 112mm×φ5mm, 先端φ4mm 115mm×φ5mm, 先端φ3.5mm 125mm×φ40mm, 先端φ3.2mm 150mm×φ1.4mm
m2.1 m2.1 m2.1 ｍ2.1 ルブーケ

7200 8260 2912 3060 2942 3060 3921 3060 番型
009,61¥ 000,21¥ 009,41¥ 005,6¥ )別税(格価準標

T熱電対 温度プローブ（コネクタ部：ミニチュアプラグ）

testo 108/108-2

testo 926

testo 175T3

testo 175T3

testo Saveris 2 T3

testo Saveris 2 T3

testo Saveris 2 T2

株式会社 佐藤商事
測定器の総合商社

☎：044-738-0622
FAX：044-738-0623

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com


