
￥360,000～￥740,000■ ドラフトゲージ校正装置／微圧発生装置　MPG-

高精度の微差圧計と安定性にすぐれた微圧発生器がー体となったドラフトゲージ校正装置です。
●微差圧計は、測定範囲 200.0Pa、分解能 0.1Pa、精度±0.2％FS、静電容量ダイヤフラム式センサを採用（DMP 型）。
●微圧発生器は、周囲温度による影響を極力抑える為に、ガラス製シリンダーを使用。
●圧力発生部を単品製品化した微圧発生装置もあります

価格はお問い合わせください■ 真空計の校正装置

中真空領域を測定する真空計（主に熱伝導型真空計）を校正するための装置です。
装置の基本構成は、真空容器、メインポンプ、補助ポンプ、遮断バルブから構成され、全てを一つの
架台に搭載しております。

製作に関しては ,仕様等の打ち合せが必要です

　　　　 は、真空・圧力・流速・流量計測、制御
技術を活かし、各種応用システム製品を設計、
製作いたします。
『気密・リーク』 『通気・送風』 『真空・ガス圧制
御』等をキーワードとする新しい研究、試験、検
査装置をお考えの時の良きパートナーとして
ご相談ください。

システム応用機器

温度計測アクセサリ
￥3,000～■ 熱電対コネクタ　その他温度計測アクセサリ

●熱電対コネクタ
●パネルジャック
●熱電対用切替スイッチ
●デジタル温度計
●シース熱電対
●テフロン被覆極細熱電対
●電子冷接点用補償器
●その他、温度計測アクセサリ機器

参考画像

マイクロハクマク®圧力センサは第10回2013年ものづくり部門大賞の
「電気・電子部品賞」を受賞いたしました。

マイクロハクマク®圧力センサは大阪府平成25年度知財顕彰事業の
「準グランプリ」を受賞いたしました。

28.08.1000
http://www.okanoworks.com
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             は、『計測』をビジネステーマに
豊富な商品を、良心的に提供いたします

概　要

名 称
代 表 者
本社所在地
創 業
設 立
決 算

株式会社　岡野製作所
岡野　忠弘
大阪市中央区平野町1丁目4番10号
昭和18年6月
昭和28年4月
年1回4月

事 業 内 容 真空計測機器、圧力計測機器、ピトー管、流速・流量計測機
器、環境計測機器などの製造･販売・校正サービス及び、応用
システム機器の設計･製造

私たちは創業以来、計測器メーカーとして、真空計測や環境測定一筋に取り組んでまいりました。
この豊富な経験を活かし、技術力の追求はもとより、お客様へのスピーディー＆モア・フレキシブルな
対応こそ、最重要な課題であると考えています。　時代の変化を受け止めるのではなく、変化にチャレンジすることを
モットーとして、これからも地球の健康回復のために、より力強い企業活動を展開してまいります。

長さ基準器
ブロックゲージ
1級基準直尺

デジタルハイトゲージ
ダイヤルゲージ

傾斜管マノメータ
精密型液柱圧力計
アスカニア型微圧計
微差圧計（DMP型）

PA型マノメータ
PW型マノメータ
SP型マノメータ

ゲージ圧計（GPG型）
ゲージ圧計（GPM型）
差圧計（DPG型）

絶対圧
流速（風圧）

差圧・ゲージ圧

維
持
用
計
器

製
品

被
校
正
器

JQA

流速・流量計
自動等速吸引装置
住宅気密測定器

L型ピトー管
ウエスタン型ピトー管
多孔式ピトー管
スリット式ピトー管

Furness Controls Ltd.

MKS社製
絶対圧力計
型式627A1TBC
型式627A12TBC

MKS INSTRUMENT.INC

新S型真空計
ピラニ真空計（AVP型）

Ferness Controls社製
圧力表示器
型式；PPC500 

N.I.S.T

Druck Ltd.

N.P.L

N.A.M.A.S

基準液柱圧力計

NO,920370
0～19.6ｋPa

NO,920820
0～266ｋPa

JIS型基準ピトー管
型式；LK-3
NO,15952

ゲッチンゲン型
基準風洞
0～45m/ｓ

沈鐘式微差圧計
型式IPS3200
NO,110103

アスカニア型微圧計
型式；A-200
0～1960Pa 
NO,8602 

基準マクラウド真空計
NO,7423

MKS社製
スピニングローターゲージ
型式SRG-2CS

分
野

Druck社製
圧力コントローラ
型式；DP1510
NO,3295

基準液柱型圧力計
絶対圧用

0～130ｋPa(abs) 

U字型真空計
PB型真空計

絶対圧力計（AVG型）
真空一定装置（VC型）

温度基準器
基準ガラス製温度計
－2.0～52.0℃

Druck社製
圧力コントローラ
型式；DP1510
NO,3277

産業技術総合研究所

外部機関

岡野製作所

国
際
標
準

国
家
標
準

標
準
器

□この体系図は予告なく変更することがありますので、詳細はお問合せ下さい。

■ トレサビリティ体系図■ 真空･圧力計測機器

マクラウド真空計　U字型真空計　デジタル絶対圧力計　ピラニ真空計　
マイクロハクマク®真空計　マイクロコイル真空計　真空一定装置

液柱型圧力計（計装用、校正基準用）　デジタルゲージ圧計

液柱型圧力計　傾斜管マノメータ　アナログ差圧計　ゲッチンゲン型圧力計
アスカニア型微圧計　デジタル差圧計

大気圧～0.01Pa（abs）

0～200kPa

微差圧20.00Pa～20.00kPa

真空

圧力

微圧（差圧）

製　品領　域項　目

■ 校正設備

真空校正装置、圧力校正装置、微差圧校正装置、基準風洞、各種基準器

圧
力
校
正
装
置

沈鐘式差圧計

■ 流速・流量計測機器

風洞実験、排ガスの流速・流量測定、送風機能力試験、

乾燥等の風量測定システム

L型　ウエスタン型　多孔式　スリット式

ピトー管式流速･流量計（汎用型、現場設置型）

ピトー管

流速・流量計

用　途製　品項　目

■ 大気（排ガス）環境計測機器

大気汚染防止法にともなう濃度測定、
プラント能力測定・メンテナンスにともなう測定

普通型自動試料採取装置　自動型採取装置
手動型採取装置

ダスト採取

用　途製　品項　目

■ 応用システム機器

真空計、圧力計の校正

各種ガス圧の調整、ネオンサインガスの真空置換など

バッテリー、燃料電池等の開発試験・リーク検査

送風機、換気扇、トンネルターボファンなどの能力試験

掃除機の能力試験

車体の通気量の測定

住宅『品確法』に基づく気密測定

流体力学研究、フィルターなどの能力試験、熱式風速計などの校正

真空･圧力計校正装置

ガス圧一定装置（ガス置換装置）

バッテリ、燃料電池リーク試験機

送風機能力試験装置

掃除機能力試験装置

自動車通気量測定装置

住宅気密測定器

風洞設備

用　途システム製品製作事例基本技術

真
空

差
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量

検査成績書・校正証明書

ISO9001認証書

真
空
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正
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ダイヤフラム式差圧計で、連成圧の測定が可能です。卓上、パネル取り付け兼用で、装置組み込みも可能です。

回転式マクラウド真空計です。
●簡単な回転操作で気体の種類に

　関係なく直接測定できます。
●測定範囲：0.1～1300Pa
●寸法：223W×155D×240Hmm
●重量：2kg

構造が簡単な真空マノメータです。
●中央の目盛は鏡面に目盛られていて，視角度による
誤差が少なくなるように工夫されています。

●測定時には，中央の目盛板を上下に移動させ，左右
の水銀柱の差を読み取ります。

●U字型真空計 測定範囲
　U-200 型：0.2～24kPa

真空計測機器
￥120,000

￥180,000

￥18,000

￥80,000～￥91,000

■ マクラウド真空計　NEW-S ■ U字型真空計  U- 

■ 絶対圧力計　AVG-300 ￥95,000～￥115,000■ デジタル真空計　NMV-

■ ピラニ真空計　APG-202N32

センサ部のフィラメントのマイクロ化により耐衝撃、耐振動に強いセンサを
用いたピラニ真空計です。
●本体寸法：96W×47D×96Hmm　薄型コンパクトです
●測定範囲：2.0×10-1～2.0×103Pa
●アナログ出力：0～5V
●コンパレータ出力付き
●RS232C通信出力付き

小型・軽量・安価で広領域測定可能な
デジタル真空計です。

センサフィラメントの薄膜化により、耐衝撃、耐振動に強いセンサで、広範囲に
計測できる真空計です。
●測定範囲：5.0×10-3～1.0×105Pa
●レコーダ出力、接点出力3点、通信出力付き
●センサ部（トランスデューサ部）のみの使用が可能です
●PC利用により最大32箇所の一括計測管理可能なセンサコントロールシステム
　（制御部と専用ソフト）をオプションとして装備できます
●計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定などを行う『計測ソフトウェア』を無料で提供します

NW16フランジ 円筒φ18

円筒φ15 8VCRめすナット

￥308,000～￥616,000

お問い合せください

￥152,000～

センサ形状

■ マイクロハクマクⓇ計測システム

■ 真空一定装置　VCG-、VCN-

「世界初」真空環境内のピンポイント圧力が測定できます。
真空環境内の圧力分布測定も実現できます。
●測定範囲：5.0×10-3～1.0×105Pa
●チャンバ内や狭小空間に設置できます
●最大 32chまでシステム構築可能です
●PC 用専用ソフトも提供可能です
●高速応答です（100msec）

■ マイクロコイル真空計　AMC-202N32

従来のピラニ真空計よりも扱いやすく広領域測定可能です。
測定値の安定性、センサ部の耐環境性も抜群です。
●測定範囲：5.0×10-2～1.0×105Pa
●レコーダ出力、接点出力 3点、通信出力付き
●フラッシング機能付き
●センサ部と表示器の一体型、分離型が選択可能
●バッテリパック接続で電池駆動にもなります

●圧力センサ・制御用電磁弁・調整用バルブを一体化した汎用型のバキュームコントローラです。コントロールに必要な基本機
能を備えたVCNシリーズ、操作性・機能性を追求したタッチパネルタイプのVCGシリーズがあります。

●用途：真空蒸留，真空乾燥，真空濃縮，真空含浸，真空成型，真空置換 ,ガス圧制御など
●設定（制御）範囲：0.10～101.32kPa
●非腐食性気体用 , 腐食性気体用の２種類のセンサ
●センサ内蔵，センサ分離型の2型式
●真空ポンプ別途

￥97,000～￥208,000■ マイクロハクマクⓇ真空計

圧力計測機器

￥82,000～216,000

￥250,000～￥350,000

■ SP 型マノメータ　SP-

￥18,700～161,700￥4,000～64,000■ PW型マノメータ　PW- ■ PA 型マノメータ　PA-

■ 微差圧計　DPC-

￥145,000

￥20,100～27,300■ マノスターゲージ　WO-

■ 差圧計（連成圧計）　DMC-

￥121,000～143,000■ 傾斜管型マノメータ　KM-

Ｕ字形のガラスゲージを木台のベースに取り付けたマノメータです。
●水，水銀又はマノメータ専用液などを用いて差圧，真空の測定に用います。
●目盛範囲：0～100mmから2000mm
●オプション
　(1)ドレンコック付き
　(2) 透明カバー付き

Ｕ字形のガラスゲージ管を金属枠で囲み，パネル式にしたマノメータです。
●測定には水 , 水銀又はマノメータ専用液などの液体を使用します。
●接続継手はゴム管用，PT1/4 用，φ6金属管用があります。
●目盛範囲：0～100mmから2000mm
●オプション
　(1) スタンド付き
　(2) 差圧用均圧弁 3 岐弁付き

構造が簡単で読み取りやすい単管式マノメータで，比較基準器として，一般圧力計測用として
幅広く使用されます。
●接液部の材質に SUS304 を使用しているので，さびなどによる封入液の汚れを防ぐことができます。
●接続継手はゴム管用，PT1/4 用，φ6金属管用があります。
●目盛範囲：0～300mmから2000mm
●オプション
　(1) スタンド付き

シリコンゴム製ダイヤフラムを内蔵した差圧計です。
●形状は表面形，パネル埋込丸形，パネル埋込角形の3種類があります。
●エアフィルタの目詰まり計測，静圧の測定，風速・風量の計測などに用いられます。
●目盛範囲：0～0.05kPa から100kPa 又は±0.05kPa から3kPa
●置計：なし 1本 2 本
●取付姿勢：0.05kPa，±0.05kPa 以外は水平，垂直任意

差圧を精密測定するために目盛板及びゲージ管を傾斜させ液柱ヘッドを傾斜
目盛板上で拡大目盛として読むことができる卓上型の精密マノメータです。
●拡大率は 3～5～10 倍の3 段階が選べます。
●耐圧型もあります。
●目盛板長 ：300mm
●拡大率 ：3倍 5 倍 10 倍

●測定範囲
　3倍の時 ：0～100mm
　5倍の時 ：0～ 60mm
  10 倍の時 ：0～ 30mm
●携帯用の格納箱付き

●測定範囲が 0.1～101.3kPaで広範囲です。
●読み取りやすいデジタル LED 表示です。
●小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、
　 卓上使用に最適です。
●計測ソフトウェアもご用意出来ます。（オプション）
●モバイル電源でも駆動します。（オプション）

●微小差圧の測定が可能で高精度です。
     0 ～±50.00Pa（0.2％FS±1dig） ／ ±200.0Pa（0.1％FS±1dig） ／
     ±2000Pa（0.1％FS±1dig）
●移動平均時間（応答速度）の設定機能を装備しています。
     圧力変動が激しい場合に表示を安定させることができます。
●アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。
     アナログ出力の範囲を任意に設定できます。

●外部信号入力機能を装備しています。
     無電圧接点信号を入力することにより、ゼロ点の自動
     調整や測定の一時停止が行えます。
●上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス（不感帯）
     設定機能を装備しています。
     圧力コントロールなどへの応用が可能です。

ダイヤフラム式微差圧計です。卓上 , パネル取り付け兼用で , 装置組み込みも可能です。

●上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス（不感
帯）　設定機能を装備しています。また設定値を常時表
示している     ため一目で設定値の確認ができます。

     圧力コントロールなどへの応用が可能です。
●移動平均時間（応答速度）の設定機能を装備しています。
     圧力変動の激しい場合に、平均時間を長くすること
で表示を安定できます。

●アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。
     任意にアナログ出力の範囲を設定できます。
●外部信号入力機能を装備しています。
     無電圧接点信号を入力することにより、ゼロ点の自動
調整や、測定の一時停止ができます。

●連成圧の測定が可能です

低真空領域の測定と制御に
最適です。
●測定範囲 0.1～133.3 kPa/ 0.10 ～ 
20.00 kPa

●レコーダ出力、接点出力 4点、通
信出力付きです。

●受圧素子が SUS316L のため耐食
性に優れています。卓上用スタンド取付け状態



ダイヤフラム式差圧計で、連成圧の測定が可能です。卓上、パネル取り付け兼用で、装置組み込みも可能です。

回転式マクラウド真空計です。
●簡単な回転操作で気体の種類に

　関係なく直接測定できます。
●測定範囲：0.1～1300Pa
●寸法：223W×155D×240Hmm
●重量：2kg

構造が簡単な真空マノメータです。
●中央の目盛は鏡面に目盛られていて，視角度による
誤差が少なくなるように工夫されています。

●測定時には，中央の目盛板を上下に移動させ，左右
の水銀柱の差を読み取ります。

●U字型真空計 測定範囲
　U-200 型：0.2～24kPa

真空計測機器
￥120,000

￥180,000

￥18,000

￥80,000～￥91,000

■ マクラウド真空計　NEW-S ■ U字型真空計  U- 

■ 絶対圧力計　AVG-300 ￥95,000～￥115,000■ デジタル真空計　NMV-

■ ピラニ真空計　APG-202N32

センサ部のフィラメントのマイクロ化により耐衝撃、耐振動に強いセンサを
用いたピラニ真空計です。
●本体寸法：96W×47D×96Hmm　薄型コンパクトです
●測定範囲：2.0×10-1～2.0×103Pa
●アナログ出力：0～5V
●コンパレータ出力付き
●RS232C通信出力付き

小型・軽量・安価で広領域測定可能な
デジタル真空計です。

センサフィラメントの薄膜化により、耐衝撃、耐振動に強いセンサで、広範囲に
計測できる真空計です。
●測定範囲：5.0×10-3～1.0×105Pa
●レコーダ出力、接点出力3点、通信出力付き
●センサ部（トランスデューサ部）のみの使用が可能です
●PC利用により最大32箇所の一括計測管理可能なセンサコントロールシステム
　（制御部と専用ソフト）をオプションとして装備できます
●計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定などを行う『計測ソフトウェア』を無料で提供します

NW16フランジ 円筒φ18

円筒φ15 8VCRめすナット

￥308,000～￥616,000

お問い合せください

￥152,000～

センサ形状

■ マイクロハクマクⓇ計測システム

■ 真空一定装置　VCG-、VCN-

「世界初」真空環境内のピンポイント圧力が測定できます。
真空環境内の圧力分布測定も実現できます。
●測定範囲：5.0×10-3～1.0×105Pa
●チャンバ内や狭小空間に設置できます
●最大 32chまでシステム構築可能です
●PC 用専用ソフトも提供可能です
●高速応答です（100msec）

■ マイクロコイル真空計　AMC-202N32

従来のピラニ真空計よりも扱いやすく広領域測定可能です。
測定値の安定性、センサ部の耐環境性も抜群です。
●測定範囲：5.0×10-2～1.0×105Pa
●レコーダ出力、接点出力 3点、通信出力付き
●フラッシング機能付き
●センサ部と表示器の一体型、分離型が選択可能
●バッテリパック接続で電池駆動にもなります

●圧力センサ・制御用電磁弁・調整用バルブを一体化した汎用型のバキュームコントローラです。コントロールに必要な基本機
能を備えたVCNシリーズ、操作性・機能性を追求したタッチパネルタイプのVCGシリーズがあります。

●用途：真空蒸留，真空乾燥，真空濃縮，真空含浸，真空成型，真空置換 ,ガス圧制御など
●設定（制御）範囲：0.10～101.32kPa
●非腐食性気体用 , 腐食性気体用の２種類のセンサ
●センサ内蔵，センサ分離型の2型式
●真空ポンプ別途

￥97,000～￥208,000■ マイクロハクマクⓇ真空計

圧力計測機器

￥82,000～216,000

￥250,000～￥350,000

■ SP 型マノメータ　SP-

￥18,700～161,700￥4,000～64,000■ PW型マノメータ　PW- ■ PA 型マノメータ　PA-

■ 微差圧計　DPC-

￥145,000

￥20,100～27,300■ マノスターゲージ　WO-

■ 差圧計（連成圧計）　DMC-

￥121,000～143,000■ 傾斜管型マノメータ　KM-

Ｕ字形のガラスゲージを木台のベースに取り付けたマノメータです。
●水，水銀又はマノメータ専用液などを用いて差圧，真空の測定に用います。
●目盛範囲：0～100mmから2000mm
●オプション
　(1)ドレンコック付き
　(2) 透明カバー付き

Ｕ字形のガラスゲージ管を金属枠で囲み，パネル式にしたマノメータです。
●測定には水 , 水銀又はマノメータ専用液などの液体を使用します。
●接続継手はゴム管用，PT1/4 用，φ6金属管用があります。
●目盛範囲：0～100mmから2000mm
●オプション
　(1) スタンド付き
　(2) 差圧用均圧弁 3 岐弁付き

構造が簡単で読み取りやすい単管式マノメータで，比較基準器として，一般圧力計測用として
幅広く使用されます。
●接液部の材質に SUS304 を使用しているので，さびなどによる封入液の汚れを防ぐことができます。
●接続継手はゴム管用，PT1/4 用，φ6金属管用があります。
●目盛範囲：0～300mmから2000mm
●オプション
　(1) スタンド付き

シリコンゴム製ダイヤフラムを内蔵した差圧計です。
●形状は表面形，パネル埋込丸形，パネル埋込角形の3種類があります。
●エアフィルタの目詰まり計測，静圧の測定，風速・風量の計測などに用いられます。
●目盛範囲：0～0.05kPa から100kPa 又は±0.05kPa から3kPa
●置計：なし 1本 2 本
●取付姿勢：0.05kPa，±0.05kPa 以外は水平，垂直任意

差圧を精密測定するために目盛板及びゲージ管を傾斜させ液柱ヘッドを傾斜
目盛板上で拡大目盛として読むことができる卓上型の精密マノメータです。
●拡大率は 3～5～10 倍の3 段階が選べます。
●耐圧型もあります。
●目盛板長 ：300mm
●拡大率 ：3倍 5 倍 10 倍

●測定範囲
　3倍の時 ：0～100mm
　5倍の時 ：0～ 60mm
  10 倍の時 ：0～ 30mm
●携帯用の格納箱付き

●測定範囲が 0.1～101.3kPaで広範囲です。
●読み取りやすいデジタル LED 表示です。
●小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、
　 卓上使用に最適です。
●計測ソフトウェアもご用意出来ます。（オプション）
●モバイル電源でも駆動します。（オプション）

●微小差圧の測定が可能で高精度です。
     0 ～±50.00Pa（0.2％FS±1dig） ／ ±200.0Pa（0.1％FS±1dig） ／
     ±2000Pa（0.1％FS±1dig）
●移動平均時間（応答速度）の設定機能を装備しています。
     圧力変動が激しい場合に表示を安定させることができます。
●アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。
     アナログ出力の範囲を任意に設定できます。

●外部信号入力機能を装備しています。
     無電圧接点信号を入力することにより、ゼロ点の自動
     調整や測定の一時停止が行えます。
●上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス（不感帯）
     設定機能を装備しています。
     圧力コントロールなどへの応用が可能です。

ダイヤフラム式微差圧計です。卓上 , パネル取り付け兼用で , 装置組み込みも可能です。

●上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス（不感
帯）　設定機能を装備しています。また設定値を常時表
示している     ため一目で設定値の確認ができます。

     圧力コントロールなどへの応用が可能です。
●移動平均時間（応答速度）の設定機能を装備しています。
     圧力変動の激しい場合に、平均時間を長くすること
で表示を安定できます。

●アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。
     任意にアナログ出力の範囲を設定できます。
●外部信号入力機能を装備しています。
     無電圧接点信号を入力することにより、ゼロ点の自動
調整や、測定の一時停止ができます。

●連成圧の測定が可能です

低真空領域の測定と制御に
最適です。
●測定範囲 0.1～133.3 kPa/ 0.10 ～ 
20.00 kPa

●レコーダ出力、接点出力 4点、通
信出力付きです。

●受圧素子が SUS316L のため耐食
性に優れています。卓上用スタンド取付け状態



流速・流量計測機器

￥60,000～108,000

￥98,000～

■ ウエスタン型ピトー管　WK-

￥30,000～165,000■ L 型ピトー管　LK-

■ スリット式流量検出ピトー管

￥550,000～

￥100,000～

￥260,000～

■ 多孔式ピトー管　MHP-

■ 間欠パージ式設置型流速・流量計　FV-21AB-

■ ピトー管式流速・流量計システム　FV-21

￥78,000～186,000■ ガード付ウエスタン型ピトー管　WK-

先端部の形状が小さく，測定管路への挿入が比較的容易であり，ピトー管係数が小さいため検出感度が高くなります。
先端口径がＬ型と比較して大きく，ダストなどが多いところで用いられます。
●延長連結管を使用することにより，大きな煙道にも取り付けることができます。
●管径×長さ：φ10×500mm～φ12×2000mm
●材質：SUS304
●延長連結管長：1000mm 2000mm
●その他の寸法，材質についても製作できます

JIS B 8330 準拠のピトー管です。
●指向性の良い形状をしたピトー管で，一般にＪＩＳ型と呼ばれています。測定精度が良く，流速測定などの基準器
　として使用されます。
●ダクトの大きさによって，元管部の長さを選定，流体の種類や温度に基づき材質を選定します。
●管径×長さ：φ3×100mm～φ20×3000mm
●材質：SUS304
●その他の寸法，材質についても製作できます

流量検出用のピトー管です。　圧力損失が小さく,高温、高圧の条件下でも使用できます。
●排ガス等の流量計測用として最適です。
●据付工事 ,メンテナンスも容易です。
●製作可能寸法：100～4000mm
●材質：316L
●据付方法：フランジ方式 ,タッピング方式等
●その他の方法材質についても製作できます

小ダクトの流量検出用のピトー管です。
圧力損失が小さく,高温、高圧の条件下でも使用できます。
●小ダクトの流量計測用として最適です。
●ピトー管の構造がスリット式のため高精度です。また , 必要直管長を大幅に短縮可能です。
●製作可能寸法：SGP32A～50A
●材質：SUS304
●その他の材質についても製作できます

ピトー管（検出側配管）を自動的にパージすることによりダストや水分/ミストの流入および推積・
結露による閉塞を防止する機能を備えた設置型の連続流速・流量計システムです。多孔式ピトー管との併用を推奨します。
●排ガスの排出規制対策機器として最適です。
●高ダスト濃度、高水分値の現場に対応できます。
●低圧損で,設備のランニングコストが抑えられます
　（省エネ対策機器）。

￥460,000～■ 可搬型流速・流量計　FVH-

計測器（FV-21型）と温度変換器を携帯BOXに組込んだ可搬型です。
●排ガスの流速・流量測定及び環境計測に最適です。
●用途：ブロアの能力試験 , 空調システムの点検 , 乾燥設備の能力検査等
●流量単位：㎥N/h ㎥ /h ㎥ N/min ㎥ /min
●自動温度補正：0～1000°C
●適応流路断面積：0.00001～99.9999 ㎡
●動圧測定範囲：0～250.0 又は 0～2000Pa

配管抵抗の小さなピトー管を用いた経済的な流速・流量計システムです。
●設置が容易です。
●種々のガスに対応できます。
●現場に合ったシステムレイアウトができます。
●流速計としても使用可能です。

ウエスタン型ピトー管にガード管がついていますので測定管路との固定がし易くなっています。
又，フィティング付フランジを別途使用することによってより確実な固定ができます。
●熱電対付きのタイプもあります。
●寸法
　WK-176-05：長さ 500mm
　WK-228-10：長さ 1000mm
　WK-271-15：長さ 1500mm
　WK-271-20：長さ 2000mm

●材質：SUS304
●その他の寸法，材質についても製作できます

●流量単位：㎥N/h ㎥ /h ㎥ N/min ㎥ /min
●自動補正：温度 , 圧力（センサ入力による）
●流量出力：スケーリング可の 4～20mA
●適応流路断面積：0.00001～99.9999 ㎡
●動圧測定範囲：0～250.0 又は 0～2000Pa

製作に関しては ,仕様等の打ち合せが必要です

●流量単位：㎥N/h ㎥/h ㎥N/min ㎥/min
●自動温度,静圧補正：0～1000°C,±10kPa
●適応流路断面積：0.00001～99.9999㎡
●動圧測定範囲：0～250.0又は0～2000Pa

環境計測機器

■各種採取管、採取機器
　 排ガス中のダスト、ダイオキシン類、水分などの採取で使用される採取管、採取部品、
　 吸引ポンプ、前処理など豊富な機器を製作しております。

￥2,550,000～■ 普通型自動試料採取装置　ダスタックサンプラー　ESA-703

ESA-703S ¥1050,000■ 自動型ガス吸引装置　オートマチックユニットサンプラー　ESA-703S

■ 各種採取管 ■ 各種採取機器

■ 前処理セット ■ 各種吸引ポンプ（流量調整バルブ付）

JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度測定法に基づいた普通型自動試料採取装置です。
あらかじめ水分値,排ガス密度,使用ノズル径などを設定しておいて排ガス温度,動圧（流速）,
静圧 , 大気圧などを連続的に測定します。
ダスタックコントローラによって理論値の等速吸引流量を計算させ ,
これに実際にガスメーターで吸引している吸引流量をパルス信号によりフィードバックさせ
絶えず理論値と実際値とが合致するように装置内部のバルブで自動コントロールします。
●採取前後の秤量値を入力することにより, 水分値を計算させる機能を装備
●重量比を入力することにより, 排ガス密度を計算させる機能を装備
●流速測定値から適正なノズル径を計算させる機能を装備

乾式ガスメーター ,電動バルブ,手動バルブ, 表示パネルが搭載された制御部と
ダイヤフラムポンプが搭載された吸引部から構成され , 設定された吸引速度で負荷の変動の
影響を受けず自動で一定吸引します。
●お手持ちのポンプも使用可能です
●ダスタックサンプラーへのシステム構築が可能です
●手動制御による吸引も可能です



流速・流量計測機器

￥60,000～108,000

￥98,000～

■ ウエスタン型ピトー管　WK-

￥30,000～165,000■ L 型ピトー管　LK-

■ スリット式流量検出ピトー管

￥550,000～

￥100,000～

￥260,000～

■ 多孔式ピトー管　MHP-

■ 間欠パージ式設置型流速・流量計　FV-21AB-

■ ピトー管式流速・流量計システム　FV-21

￥78,000～186,000■ ガード付ウエスタン型ピトー管　WK-

先端部の形状が小さく，測定管路への挿入が比較的容易であり，ピトー管係数が小さいため検出感度が高くなります。
先端口径がＬ型と比較して大きく，ダストなどが多いところで用いられます。
●延長連結管を使用することにより，大きな煙道にも取り付けることができます。
●管径×長さ：φ10×500mm～φ12×2000mm
●材質：SUS304
●延長連結管長：1000mm 2000mm
●その他の寸法，材質についても製作できます

JIS B 8330 準拠のピトー管です。
●指向性の良い形状をしたピトー管で，一般にＪＩＳ型と呼ばれています。測定精度が良く，流速測定などの基準器
　として使用されます。
●ダクトの大きさによって，元管部の長さを選定，流体の種類や温度に基づき材質を選定します。
●管径×長さ：φ3×100mm～φ20×3000mm
●材質：SUS304
●その他の寸法，材質についても製作できます

流量検出用のピトー管です。　圧力損失が小さく,高温、高圧の条件下でも使用できます。
●排ガス等の流量計測用として最適です。
●据付工事 ,メンテナンスも容易です。
●製作可能寸法：100～4000mm
●材質：316L
●据付方法：フランジ方式 ,タッピング方式等
●その他の方法材質についても製作できます

小ダクトの流量検出用のピトー管です。
圧力損失が小さく,高温、高圧の条件下でも使用できます。
●小ダクトの流量計測用として最適です。
●ピトー管の構造がスリット式のため高精度です。また , 必要直管長を大幅に短縮可能です。
●製作可能寸法：SGP32A～50A
●材質：SUS304
●その他の材質についても製作できます

ピトー管（検出側配管）を自動的にパージすることによりダストや水分/ミストの流入および推積・
結露による閉塞を防止する機能を備えた設置型の連続流速・流量計システムです。多孔式ピトー管との併用を推奨します。
●排ガスの排出規制対策機器として最適です。
●高ダスト濃度、高水分値の現場に対応できます。
●低圧損で,設備のランニングコストが抑えられます
　（省エネ対策機器）。

￥460,000～■ 可搬型流速・流量計　FVH-

計測器（FV-21型）と温度変換器を携帯BOXに組込んだ可搬型です。
●排ガスの流速・流量測定及び環境計測に最適です。
●用途：ブロアの能力試験 , 空調システムの点検 , 乾燥設備の能力検査等
●流量単位：㎥N/h ㎥ /h ㎥ N/min ㎥ /min
●自動温度補正：0～1000°C
●適応流路断面積：0.00001～99.9999 ㎡
●動圧測定範囲：0～250.0 又は 0～2000Pa

配管抵抗の小さなピトー管を用いた経済的な流速・流量計システムです。
●設置が容易です。
●種々のガスに対応できます。
●現場に合ったシステムレイアウトができます。
●流速計としても使用可能です。

ウエスタン型ピトー管にガード管がついていますので測定管路との固定がし易くなっています。
又，フィティング付フランジを別途使用することによってより確実な固定ができます。
●熱電対付きのタイプもあります。
●寸法
　WK-176-05：長さ 500mm
　WK-228-10：長さ 1000mm
　WK-271-15：長さ 1500mm
　WK-271-20：長さ 2000mm

●材質：SUS304
●その他の寸法，材質についても製作できます

●流量単位：㎥N/h ㎥ /h ㎥ N/min ㎥ /min
●自動補正：温度 , 圧力（センサ入力による）
●流量出力：スケーリング可の 4～20mA
●適応流路断面積：0.00001～99.9999 ㎡
●動圧測定範囲：0～250.0 又は 0～2000Pa

製作に関しては ,仕様等の打ち合せが必要です

●流量単位：㎥N/h ㎥/h ㎥N/min ㎥/min
●自動温度,静圧補正：0～1000°C,±10kPa
●適応流路断面積：0.00001～99.9999㎡
●動圧測定範囲：0～250.0又は0～2000Pa

環境計測機器

■各種採取管、採取機器
　 排ガス中のダスト、ダイオキシン類、水分などの採取で使用される採取管、採取部品、
　 吸引ポンプ、前処理など豊富な機器を製作しております。

￥2,550,000～■ 普通型自動試料採取装置　ダスタックサンプラー　ESA-703

ESA-703S ¥1050,000■ 自動型ガス吸引装置　オートマチックユニットサンプラー　ESA-703S

■ 各種採取管 ■ 各種採取機器

■ 前処理セット ■ 各種吸引ポンプ（流量調整バルブ付）

JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度測定法に基づいた普通型自動試料採取装置です。
あらかじめ水分値,排ガス密度,使用ノズル径などを設定しておいて排ガス温度,動圧（流速）,
静圧 , 大気圧などを連続的に測定します。
ダスタックコントローラによって理論値の等速吸引流量を計算させ ,
これに実際にガスメーターで吸引している吸引流量をパルス信号によりフィードバックさせ
絶えず理論値と実際値とが合致するように装置内部のバルブで自動コントロールします。
●採取前後の秤量値を入力することにより, 水分値を計算させる機能を装備
●重量比を入力することにより, 排ガス密度を計算させる機能を装備
●流速測定値から適正なノズル径を計算させる機能を装備

乾式ガスメーター ,電動バルブ,手動バルブ, 表示パネルが搭載された制御部と
ダイヤフラムポンプが搭載された吸引部から構成され , 設定された吸引速度で負荷の変動の
影響を受けず自動で一定吸引します。
●お手持ちのポンプも使用可能です
●ダスタックサンプラーへのシステム構築が可能です
●手動制御による吸引も可能です



￥360,000～￥740,000■ ドラフトゲージ校正装置／微圧発生装置　MPG-

高精度の微差圧計と安定性にすぐれた微圧発生器がー体となったドラフトゲージ校正装置です。
●微差圧計は、測定範囲 200.0Pa、分解能 0.1Pa、精度±0.2％FS、静電容量ダイヤフラム式センサを採用（DMP 型）。
●微圧発生器は、周囲温度による影響を極力抑える為に、ガラス製シリンダーを使用。
●圧力発生部を単品製品化した微圧発生装置もあります

価格はお問い合わせください■ 真空計の校正装置

中真空領域を測定する真空計（主に熱伝導型真空計）を校正するための装置です。
装置の基本構成は、真空容器、メインポンプ、補助ポンプ、遮断バルブから構成され、全てを一つの
架台に搭載しております。

製作に関しては ,仕様等の打ち合せが必要です

　　　　 は、真空・圧力・流速・流量計測、制御
技術を活かし、各種応用システム製品を設計、
製作いたします。
『気密・リーク』 『通気・送風』 『真空・ガス圧制
御』等をキーワードとする新しい研究、試験、検
査装置をお考えの時の良きパートナーとして
ご相談ください。

システム応用機器

温度計測アクセサリ
￥3,000～■ 熱電対コネクタ　その他温度計測アクセサリ

●熱電対コネクタ
●パネルジャック
●熱電対用切替スイッチ
●デジタル温度計
●シース熱電対
●テフロン被覆極細熱電対
●電子冷接点用補償器
●その他、温度計測アクセサリ機器

参考画像

マイクロハクマク®圧力センサは第10回2013年ものづくり部門大賞の
「電気・電子部品賞」を受賞いたしました。

マイクロハクマク®圧力センサは大阪府平成25年度知財顕彰事業の
「準グランプリ」を受賞いたしました。

28.08.1000
http://www.okanoworks.com
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本 社

寝屋川工場

マイクロセンサ事業部

大阪市中央区平野町１-４-１０

寝屋川市太間町16 - 8

大阪市大正区泉尾６-２-２９

TEL（06）6203-4431（代）

TEL（072）827-0801

TEL（06）6586-9940

FAX（06）6203-3557

FAX（072）828-3273

FAX（06）6586-9950
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