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内蔵センサによる圧力測定内蔵センサによる圧力測定

ＨＤ２１１４.０ＨＤ２１１４.０
ＨＤ２１１４.２ＨＤ２１１４.２

ＨＤ２１３４.０ＨＤ２１３４.０
ＨＤ２１３４.２ＨＤ２１３４.２

ＨＤ２１６４.０ＨＤ２１６４.０
ＨＤ２１６４.２ＨＤ２１６４.２

ＨＤ２１１４Ｂ.０ＨＤ２１１４Ｂ.０
ＨＤ２１１４Ｂ.２ＨＤ２１１４Ｂ.２

フルスケール ±２０ｈＰａ±２０ｈＰａ ±２００ｈＰａ±２００ｈＰａ ±２０００ｈＰａ±２０００ｈＰａ ６００～１１００ｈＰａ６００～１１００ｈＰａ

最大過負荷 ±３００ｈＰａ±３００ｈＰａ ±1００ｋＰａ±1００ｋＰａ ±６００ｋＰａ±６００ｋＰａ ±３００ｋＰａ±３００ｋＰａ

分解能 ０.００５ｈＰａ０.００５ｈＰａ ０.０１ｈＰａ０.０１ｈＰａ ０.１ｈＰａ０.１ｈＰａ ０.１ｈＰａ０.１ｈＰａ

精度（２３℃） ±０.３％ＦＳ±０.３％ＦＳ ±（０.１％ＦＳ＋０.１％ｒｄｇ）±（０.１％ＦＳ＋０.１％ｒｄｇ） ±０.３％ＦＳ±０.３％ＦＳ

動作温度 ０～６０℃０～６０℃

補正温度 ０～６０℃０～６０℃

ゼロドリフト ±１％ＦＳ±１％ＦＳ ±０.５％ＦＳ±０.５％ＦＳ ±０.５％ＦＳ±０.５％ＦＳ ±０.３％ＦＳ±０.３％ＦＳ

スパンドリフト ±１％ＦＳ±１％ＦＳ ±０.５％ＦＳ±０.５％ＦＳ ±０.５％ＦＳ±０.５％ＦＳ ±０.３％ＦＳ±０.３％ＦＳ

測定対象 非腐食性空気およびガス非腐食性空気およびガス

圧力温度計本体の温度測定圧力温度計本体の温度測定

Ｐｔ１００測定範囲Ｐｔ１００測定範囲 -２００～＋６５０℃-２００～＋６５０℃

Ｐｔ１０００測定範囲Ｐｔ１０００測定範囲 -２００～＋６５０℃-２００～＋６５０℃

Ｎｉ１０００測定範囲Ｎｉ１０００測定範囲 -５０～＋２５０℃-５０～＋２５０℃

分解能分解能 ０.１℃０.１℃

本体精度本体精度 ±０.１℃±０.１℃

１年後のドリフト１年後のドリフト ０.１℃/年０.１℃/年

圧力・温度計本体圧力・温度計本体

外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ）外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ） １８５×９０×４０ｍｍ（突起部含まず）１８５×９０×４０ｍｍ（突起部含まず）

重量重量 ４７０ｇ（電池を含む）４７０ｇ（電池を含む）

ハウジング材質ハウジング材質 ＡＢＳ、ラバーＡＢＳ、ラバー

ディスプレーディスプレー ２×４２×４½桁および表示シンボル桁および表示シンボル
可視部寸法５２×４２ｍｍ可視部寸法５２×４２ｍｍ

動作条件動作条件

動作温度動作温度 -５～＋５０℃-５～＋５０℃

保管温度保管温度 -２５～＋６５℃-２５～＋６５℃

動作湿度動作湿度 ０～９０％ＲＨ　結露なきこと０～９０％ＲＨ　結露なきこと

保護等級保護等級 ＩＰ６６ＩＰ６６

データロガー機能の有無と内蔵圧力センサの測定範囲により全８機種のデータロガー機能の有無と内蔵圧力センサの測定範囲により全８機種の

バリエーションをもつ大型ＬＣＤを備えたハンディタイプの微圧・温度計、気バリエーションをもつ大型ＬＣＤを備えたハンディタイプの微圧・温度計、気

圧・温度計のシリーズです。絶対圧、ゲージ圧、差圧および温度の測定が圧・温度計のシリーズです。絶対圧、ゲージ圧、差圧および温度の測定が

可能です。内蔵の差圧センサにより圧力を測定するとともに、圧力計と圧可能です。内蔵の差圧センサにより圧力を測定するとともに、圧力計と圧

力プローブ間のインターフェースとして機能するＰＰ４７１を接続することによ力プローブ間のインターフェースとして機能するＰＰ４７１を接続することによ

りＴＰ７０４、ＴＰ７０５シリーズのすべての圧力プローブを使用して広い範囲りＴＰ７０４、ＴＰ７０５シリーズのすべての圧力プローブを使用して広い範囲

の圧力を測定することができます。ＨＤ２１１４Ｂ.０およびＨＤ２１１４Ｂ.２の内の圧力を測定することができます。ＨＤ２１１４Ｂ.０およびＨＤ２１１４Ｂ.２の内

蔵圧力モジュールは大気圧を測定します。蔵圧力モジュールは大気圧を測定します。

温度は、浸漬、突刺し、表面、空気用Ｐｔ１００センサプローブ、または４線式温度は、浸漬、突刺し、表面、空気用Ｐｔ１００センサプローブ、または４線式

Ｐｔ１００センサ、２線式または４線式Ｐｔ１０００センサまたはＮｉ１０００センサＰｔ１００センサ、２線式または４線式Ｐｔ１０００センサまたはＮｉ１０００センサ

プローブを使用して測定します。ＳＩＣＲＡＭモジュール付の温度プローブプローブを使用して測定します。ＳＩＣＲＡＭモジュール付の温度プローブ

は工場における校正内容がメモリされており、保存情報は圧力・温度計のは工場における校正内容がメモリされており、保存情報は圧力・温度計の

電源投入時に自動検出されます。電源投入時に自動検出されます。

ＨＤ２１１４.２、ＨＤ２１３４.２、ＨＤ２１６４.２、ＨＤ２１１４Ｂ.２はデータロガーとＨＤ２１１４.２、ＨＤ２１３４.２、ＨＤ２１６４.２、ＨＤ２１１４Ｂ.２はデータロガーと

して３６,０００組までの測定データを保存することができ、保存したデータして３６,０００組までの測定データを保存することができ、保存したデータ

はＲＳ２３２ＣおよびＵＳＢ２.０を介してＰＣに送信できます。データの保存イはＲＳ２３２ＣおよびＵＳＢ２.０を介してＰＣに送信できます。データの保存イ

ンターバル、プリントの内容、ボーレートはメニューで設定が可能です。これンターバル、プリントの内容、ボーレートはメニューで設定が可能です。これ

らの機種はシリアルポートを備えており、測定データをリアルタイムでＰＣやらの機種はシリアルポートを備えており、測定データをリアルタイムでＰＣや

プリンターなどに送信することもできます。プリンターなどに送信することもできます。

ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ機能により任意の時間内の最大値、最小値および平ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ機能により任意の時間内の最大値、最小値および平

均値を表示できます。ＳＩＣＲＡＭモジュールＰＰ４７１を介して外部の圧力プ均値を表示できます。ＳＩＣＲＡＭモジュールＰＰ４７１を介して外部の圧力プ

ローブを接続すると、Ｐｅａｋ（ピーク）機能を起動し、圧力のピーク値を検出ローブを接続すると、Ｐｅａｋ（ピーク）機能を起動し、圧力のピーク値を検出

することができます。その他の機能として、任意の瞬間の測定値を基準値とすることができます。その他の機能として、任意の瞬間の測定値を基準値と

するＲＥＬ（偏差測定）機能、ＨＯＬＤ機能、解除が可能なオートパワーオフするＲＥＬ（偏差測定）機能、ＨＯＬＤ機能、解除が可能なオートパワーオフ

機能などを備えています。また、本体はプローブ接続時も保護等級ＩＰ６６機能などを備えています。また、本体はプローブ接続時も保護等級ＩＰ６６

です。です。

ＨＤ２１１４.０ＨＤ２１１４.０ ＨＤ２１３４.０ＨＤ２１３４.０ ＨＤ２１６４.０ＨＤ２１６４.０ ＨＤ２１１４Ｂ.０ＨＤ２１１４Ｂ.０ ＨＤ２１１４.２ＨＤ２１１４.２ ＨＤ２１３４.２ＨＤ２１３４.２ ＨＤ２１６４.２ＨＤ２１６４.２ ＨＤ２１１４Ｂ.２ＨＤ２１１４Ｂ.２

フルスケール ±２０ｈＰａ±２０ｈＰａ ±２００ｈＰａ±２００ｈＰａ ±２０００ｈＰａ±２０００ｈＰａ ６００～１１００ｈＰａ６００～１１００ｈＰａ ±２０ｈＰａ±２０ｈＰａ ±２００ｈＰａ±２００ｈＰａ ±２０００ｈＰａ±２０００ｈＰａ ６００～１１００ｈＰａ６００～１１００ｈＰａ

大気圧 － － － ありあり － － － ありあり

データロガー － － － － ありあり ありあり ありあり ありあり

ＲＳ２３２Ｃ-ＵＳＢ － － － － ありあり ありあり ありあり ありあり

外部電源 － － － － ありあり ありあり ありあり ありあり

電源電源

乾電池乾電池 １.５Ｖ単３乾電池×４個１.５Ｖ単３乾電池×４個

電池寿命電池寿命 ２００時間（１８００ｍＡｈアルカリ電池にて）２００時間（１８００ｍＡｈアルカリ電池にて）

電源ＯＦＦ時の消費電流電源ＯＦＦ時の消費電流 ２０μＡ２０μＡ

ＡＣ電源　ＡＣ電源　ＨＤ２１□４.２ＨＤ２１□４.２ ＡＣアダプタ（２次電圧ＤＣ１２Ｖ/１Ａ）ＡＣアダプタ（２次電圧ＤＣ１２Ｖ/１Ａ）

データの保存データの保存 電池電圧にかかわらず無期限に保存電池電圧にかかわらず無期限に保存

時間時間

日付および時間日付および時間 リアルタイムリアルタイム

時計精度時計精度 最大月差１分最大月差１分

測定値の保存　-　ＨＤ２１□４.２測定値の保存　-　ＨＤ２１□４.２

タイプタイプ ２,０００ページ、各ページ１８組データ２,０００ページ、各ページ１８組データ

データ数データ数 合計３６,０００組データ合計３６,０００組データ

保存インターバル保存インターバル １、５、１０、１５、３０秒、１、２、５、１０、１５、２０、３０分、１時間１、５、１０、１５、３０秒、１、２、５、１０、１５、２０、３０分、１時間

■圧力・温度測定、測定レンジの異なる８種類のシリーズ圧力・温度測定、測定レンジの異なる８種類のシリーズ
■大型ＬＣＤディスプレー大型ＬＣＤディスプレー ■ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ、偏差測定ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ、偏差測定

ＰＰ４７１

■測定器本体のテクニカルデータ測定器本体のテクニカルデータ

微圧・温度計微圧・温度計

微圧・温度計微圧・温度計  HD2114.0  HD2134.0  HD2164.0 HD2114.0  HD2134.0  HD2164.0
データロガー　微圧・温度計データロガー　微圧・温度計  HD2114.2  HD2134.2  HD2164.2 HD2114.2  HD2134.2  HD2164.2

気圧・温度計気圧・温度計  HD2114B.0 HD2114B.0
データロガー　気圧・温度計データロガー　気圧・温度計  HD2114B.2 HD2114B.2
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ＲＳ２３２ＣシリアルインターフェースＲＳ２３２Ｃシリアルインターフェース

タイプタイプ ＲＳ２３２Ｃ（電気的絶縁）ＲＳ２３２Ｃ（電気的絶縁）

ボーレートボーレート １２００～３８４００の範囲で設定可１２００～３８４００の範囲で設定可

データビット数データビット数 ８

パリティパリティ なしなし

ストップビットストップビット １

フロー制御フロー制御 Ｘｏｎ/ＸｏfｆＸｏｎ/Ｘｏfｆ

シリアルケーブル長シリアルケーブル長 最大１５ｍ最大１５ｍ

プリントインターバルプリントインターバル 即時または１、５、１０、１５、３０秒、１、２、５、１０、１５、２０、即時または１、５、１０、１５、３０秒、１、２、５、１０、１５、２０、
３０分、１時間から選択３０分、１時間から選択

ＵＳＢインターフェース　–　ＨＤ２１□４.２ＵＳＢインターフェース　–　ＨＤ２１□４.２

タイプタイプ １.１/２.０（電気的絶縁）１.１/２.０（電気的絶縁）

接続接続

プローブ入力プローブ入力 φ５ｍｍクイックカップリング×２φ５ｍｍクイックカップリング×２

ＲＳ２３２ＣシリアルＩ/ＦＲＳ２３２ＣシリアルＩ/Ｆ ８極ＭｉｎｉＤＩＮコネクタ　８極ＭｉｎｉＤＩＮコネクタ　ＨＤ２１□４.２ＨＤ２１□４.２

ＵＳＢインターフェースＵＳＢインターフェース タイプＢ ＭｉｎｉＵＳＢコネクタ　タイプＢ ＭｉｎｉＵＳＢコネクタ　ＨＤ２１□４.２ＨＤ２１□４.２

ＡＣ電源アダプタＡＣ電源アダプタ ２極コネクタ（中心軸=＋極）　２極コネクタ（中心軸=＋極）　ＨＤ２１□４.２ＨＤ２１□４.２

圧力プローブ接続用モジュール（ＳＩＣＲＡＭ付）ＰＰ４７１による圧力測定
ＴＰ７０４、ＴＰ７０５シリーズのすべての圧力プローブがモジュールＰＰ４７１に接続可能です。ＴＰ７０４、ＴＰ７０５シリーズのすべての圧力プローブがモジュールＰＰ４７１に接続可能です。
モジュールＰＰ４７１のテクニカルデータモジュールＰＰ４７１のテクニカルデータ

精度 フルスケール値の±０.０５％精度 フルスケール値の±０.０５％
ピーク値検出時間 ≧５ｍｓピーク値検出時間 ≧５ｍｓ
ピーク値精度 フルスケール値の±０.５％ピーク値精度 フルスケール値の±０.５％
ピーク値検出不感帯 フルスケール値の≦２％ピーク値検出不感帯 フルスケール値の≦２％

圧力プローブの種類、形状、寸法、精度、
温度範囲についてはプローブの一覧
（Ｐ31、Ｐ99）をご覧ください。

Ｐｔ１００センサプローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）

共通特性共通特性

温度ドリフト（２０℃にて） 温度ドリフト（２０℃にて） ０.００３％/℃０.００３％/℃

４線式Ｐｔ１００および２線式Ｐｔ１０００プローブ

共通特性共通特性

温度ドリフト（２０℃にて） 温度ドリフト（２０℃にて） Ｐｔ１００　０.００３％/℃Ｐｔ１００　０.００３％/℃
Ｐｔ１００　０.００５％/℃Ｐｔ１００　０.００５％/℃

Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（Ｐ91）をご覧ください。

Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（Ｐ91）をご覧ください。

※  ＳＩＣＲＡＭモジュール： プローブの識別情報、校正データなどが書き込まれた※  ＳＩＣＲＡＭモジュール： プローブの識別情報、校正データなどが書き込まれた
メモリを内蔵し、本体 - プローブ間のインターフェースとして機能します。メモリを内蔵し、本体 - プローブ間のインターフェースとして機能します。

圧力プローブの種類、形状、寸法、精度、
温度範囲についてはプローブの一覧
（Ｐ31、Ｐ99）をご覧ください。

Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（Ｐ91）をご覧ください。

Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００プローブの種類、形状、
寸法、精度、温度範囲についてはプローブ
の一覧（Ｐ91）をご覧ください。

Ｐｔ１００センサプローブＰｔ１００センサプローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）：

４線式Ｐｔ１００および２線式Ｐｔ１０００プローブ：４線式Ｐｔ１００および２線式Ｐｔ１０００プローブ：

ＨＤ２１１４.０ＨＤ２１１４.０ 微圧・温度計ＨＤ２１１４.０微圧・温度計ＨＤ２１１４.０
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース

ＨＤ２１１４.２ＨＤ２１１４.２ データロガー微圧・温度計ＨＤ２１１４.２データロガー微圧・温度計ＨＤ２１１４.２
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース、付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース、
ＵＳＢ接続ケーブルＣＰ２３ＵＳＢ接続ケーブルＣＰ２３

ＨＤ２１３４.０ＨＤ２１３４.０ 微圧・温度計ＨＤ２１３４.０微圧・温度計ＨＤ２１３４.０
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース

ＨＤ２１３４.２ＨＤ２１３４.２ データロガー微圧・温度計ＨＤ２１３４.２データロガー微圧・温度計ＨＤ２１３４.２
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース、付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース、
ＵＳＢ接続ケーブルＣＰ２３ＵＳＢ接続ケーブルＣＰ２３

ＨＤ２１６４.０ＨＤ２１６４.０ 微圧・温度計ＨＤ２１６４.０微圧・温度計ＨＤ２１６４.０
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース

ＨＤ２１６４.２ＨＤ２１６４.２ データロガー微圧・温度計ＨＤ２１６４.２データロガー微圧・温度計ＨＤ２１６４.２
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース、付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース、
ＵＳＢ接続ケーブルＣＰ２３ＵＳＢ接続ケーブルＣＰ２３

ＨＤ２１１４B.０ＨＤ２１１４B.０ 気圧・温度計ＨＤ２１１４B.０気圧・温度計ＨＤ２１１４B.０
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース

ＨＤ２１１４B.２ＨＤ２１１４B.２ データロガー気圧・温度計ＨＤ２１１４B.２データロガー気圧・温度計ＨＤ２１１４B.２
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース、付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース、
ＵＳＢ接続ケーブルＣＰ２３ＵＳＢ接続ケーブルＣＰ２３
注： すべての本体にはプローブ、モジュールＰＰ４７１は付属注： すべての本体にはプローブ、モジュールＰＰ４７１は付属

していません。していません。

※ ※ ＨＤ２１１４.２、ＨＤ２１３４.２、ＨＤ２１６４.２、ＨＤ２１１４B.２ＨＤ２１１４.２、ＨＤ２１３４.２、ＨＤ２１６４.２、ＨＤ２１１４B.２
専用ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ９はウェブサイトからダウンロードできます。専用ソフトウェアＤｅｌｔａＬｏｇ９はウェブサイトからダウンロードできます。

ＨＤ２１１０ＣＳＮＭＨＤ２１１０ＣＳＮＭ ８極ＭｉｎｉＤＩＮ-９極ＤサブＲＳ２３２Ｃ用ケーブル８極ＭｉｎｉＤＩＮ-９極ＤサブＲＳ２３２Ｃ用ケーブル

ＣＰ２３ＣＰ２３ Ｍｉｎｉ-ＵＳＢタイプＢ：ＵＳＢタイプＡ接続コネクタＭｉｎｉ-ＵＳＢタイプＢ：ＵＳＢタイプＡ接続コネクタ
（ＨＤ２１□４.２にのみ使用可能）（ＨＤ２１□４.２にのみ使用可能）

ＤｅｌｔａＬｏｇ９ＤｅｌｔａＬｏｇ９ データ管理用ソフトウェア、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＳ対応データ管理用ソフトウェア、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＳ対応

ＡＣ-ＰＴＳ-１２ＶＡＣ-ＰＴＳ-１２Ｖ ＡＣアダプタ、ＤＣ１２Ｖ/１Ａ供給ＡＣアダプタ、ＤＣ１２Ｖ/１Ａ供給

ＨＤ４０.１ＨＤ４０.１ シリアル入力サーマルプリンター、記録紙幅５７ｍｍシリアル入力サーマルプリンター、記録紙幅５７ｍｍ

ＢＡＴ-４０ＢＡＴ-４０ 予備ＮｉＭＨ充電池パック（温度センサ内蔵）予備ＮｉＭＨ充電池パック（温度センサ内蔵）

ＲＣＴＲＣＴ 予備感熱記録紙ロール（４ロール）予備感熱記録紙ロール（４ロール）

ＰＰ４７１ＰＰ４７１ ＳＩＣＲＡＭインターフェースモジュール、ＳＩＣＲＡＭインターフェースモジュール、
圧力・温度計：ＴＰ７０４、ＴＰ７０５シリーズ圧力プローブ圧力・温度計：ＴＰ７０４、ＴＰ７０５シリーズ圧力プローブ
接続用、ケーブル１.５ｍ接続用、ケーブル１.５ｍ

ＴＰ７０４・ＴＰ７０５シリーズ圧力プローブ：ＴＰ７０４・ＴＰ７０５シリーズ圧力プローブ：

ＨＤ２１１４.０ ＨＤ２１１４.２ ＨＤ２１１４Ｂ.０ ＨＤ２１１４Ｂ.２

■ご注文コードご注文コード

■プローブおよびモジュールのテクニカルデータプローブおよびモジュールのテクニカルデータ


