
熱電対（Ｋ・Ｊ・Ｔ・Ｎ・Ｒ・Ｓ・Ｂ・Ｅ）温度計

▼熱電対１入力/Ａ-Ｂ２入力

▼Ａ-Ｂ２入力の差温表示

▼大容量データロガー機能

▼ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ、偏差測定

ＨＤ２１０８.１およびＨＤ２１０８.２は１チャンネル、ＨＤ２１２８.１およびＨＤ

２１２８.２は２チャンネルの入力と大型ＬＣＤを備えたハンディタイプの温

度計です。浸漬、突刺し、空気または表面用のプローブを使用して測定

対象の温度を高精度に測定します。Ｋ、Ｊ、Ｔ、Ｎ、Ｒ、Ｓ、ＢまたはＥの熱電

対が接続できます。

ＨＤ２１０８.２およびＨＤ２１２８.２はデータロガーとして使用できます。１

チャンネル入力のＨＤ２１０８.２は７６,０００、２チャンネル入力のＨＤ

２１２８.２は３８,０００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。

すべての機種がＲＳ２３２Ｃ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やポータブルプリンターなどに送信します。

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

均値を表示できます。その他の機能として、任意の瞬間の測定値を基準

値とする偏差（＋または－値）を表示する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。ＨＤ

２１２８.１およびＨＤ２１２８.２のＡ-Ｂ機能は入力Ａ、Ｂで測定された温度の

差を計算表示します。また、本体はプローブ接続時も保護等級ＩＰ６６です。

■測定器本体のテクニカルデータ

ＨＤ２１０８.１/２ ＨＤ２１２８.１/２ ＨＤ２３２８.０

温度計本体の温度測定

　熱電対タイプ（測定範囲）および精度：

　Ｋ（-２００～＋１３７０℃） ±０.１℃：≦６００℃、±０.２℃：＞６００℃

　Ｊ（-１００～＋７５０℃） ±０.０５℃：≦４００℃、±０.１℃：＞４００℃
±０.１℃：≦４００℃、
±０.２℃：＞４００℃

　Ｔ（-２００～＋４００℃） ±０.１℃

　Ｎ（-２００～＋１３００℃） ±０.１℃：≦６００℃、±０.２℃：＞６００℃ ―

　Ｒ（２００～１４８０℃） ±０.２５℃ ―

　Ｓ（２００～１４８０℃） ±０.３℃ ―

　Ｂ（２００～１８００℃） ±０.３５℃ ―

　Ｅ（-２００～＋７５０℃） ±０.１℃：≦３００℃、±０.１５℃：＞３００℃
±０.１℃：≦３００℃、
±０.２℃：＞３００℃

　分解能
０.０５℃：≦１９９.９５℃、

０.１℃：２００℃～フルスケール
０.１℃

　※ 表記の精度は温度計本体にのみ関わるものです。
熱電対あるいは冷接点基準センサ（精度±０.２℃）による誤差は含まれていません。

　温度ドリフト ０.０２％/℃（２０℃にて）

　１年後のドリフト ０.１℃/年

温度計本体

　外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ） １８５×９０×４０ｍｍ（突起部含まず） １４０×８８×３８ｍｍ

　重量 約４７０ｇ（電池を含む） 約１６０ｇ（電池を含む）

　ハウジング材質 ＡＢＳ樹脂、ラバー ＡＢＳ樹脂

　ディスプレイ ２×４½桁および表示シンボル、可視部寸法５２×４２ｍｍ

動作条件

　動作温度 -５～＋５０℃

　保管温度 -２５～＋６５℃

　動作湿度 ０～９０％ＲＨ、結露なきこと

　保護等級 ＩＰ６６ ＩＰ６７

電源

　乾電池 １.５Ｖ単３乾電池×４個 １.５Ｖ単３乾電池×３個

　電池寿命 ２００時間（１８００ｍＡｈアルカリ電池にて）

　電源ＯＦＦ時の
　消費電流

２０μＡ

　ＡＣ電源 ＡＣアダプタ（２次電圧ＤＣ１２Ｖ/１Ａ） ―

時間

　日付および時間 リアルタイム ―

　時計精度 最大月差１分 ―

測定値の保存　※電池電圧にかかわらず無期限に保存

ＨＤ２１０８.２ ＨＤ２１２８.２ ―

　タイプ
２,０００ページ、各ペ

ージ３８データ
２,０００ページ、各ペ
ージ１９組のデータ

―

　データ数 合計７６,０００データ
合計３８,０００データ
（チャンネルＡ＋Ｂ）

―

　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 ―

熱電対プローブの精度：

熱電対の許容差は、基準接点０℃での、ｅ.ｍ.ｆ.（熱起電力）からの許容できる最大の偏

差に相当します。許容差は±記号に続く摂氏温度で示される値です。熱電対各種の許

容差は１９９５年の改定によりＩＥＣ規格と整合化されたＪＩＳ規格Ｃ１６０２に規定されてい

ます。
Ｋ熱電対プローブの種類、形状、寸法、
精度、温度範囲についてはプローブの
一覧（P76）をご覧ください。

ＨＤ２１０８.１ ＨＤ２１０８.２ ＨＤ２１２８.１ ＨＤ２１２８.２

入力数 １ １ ２ ２

メモリ容量 ― ７６,０００ ― ３８,０００組

ＰＣ
インターフェース

ＲＳ２３２Ｃ
ＲＳ２３２Ｃ＋

ＵＳＢ２.０
ＲＳ２３２Ｃ

ＲＳ２３２Ｃ＋
ＵＳＢ２.０

データロガー機能 ― ○ ― ○

Ａ-Ｂ機能 ― ― ○ ○

ＨＤ２１０８.１/２ ＨＤ２１２８.１/２ ＨＤ２３２８.０

接続

　プローブ入力モジュール ２極熱電対標準ミニコネクタ

　ＲＳ２３２ＣシリアルＩ/Ｆ ８極ＭｉｎｉＤＩＮコネクタ ―

　ＵＳＢインターフェース タイプＢ ＭｉｎｉＵＳＢコネクタ ―

　ＡＣ電源アダプタ ２極コネクタ（中心軸=＋極） ―

ＵＳＢインターフェース - ＨＤ２１０８.２およびＨＤ２１２８.２

　タイプ １.１/２.０（電気的絶縁） ―

ＲＳ２３２Ｃシリアルインターフェース

　タイプ ＲＳ２３２Ｃ（電気的絶縁） ―

　ボーレート １２００～３８４００の範囲で設定可 ―

　データビット数 ８ ―

　パリティ なし ―

　ストップビット １ ―

　フロー制御 Ｘｏｎ/Ｘｏｆｆ ―

　シリアルケーブル長 最大１５ｍ ―

　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、３０分、１時間から選択

―

１チャンネル入力  HD2108.1  HD2108.2
２チャンネル入力  HD2128.1  HD2128.2
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２チャンネル熱電対温度計

▼熱電対Ａ-Ｂ２入力

▼Ａ-Ｂ２入力の差温表示

▼大型ＬＣＤディスプレイ

▼ＭＡＸ-ＭＩＮ-ＡＶＧ、偏差測定

■ご注文コード

ＨＤ２１０８.１ 熱電対温度計ＨＤ２１０８.１（１入力）
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース
（ＲＳ２３２Ｃ通信ケーブルＨＤ２１１０ＣＳＮＭ、
ＵＳＢ接続ケーブルＣ.２０６、プローブは別途）

ＨＤ２１０８.２ データロガー熱電対温度計ＨＤ２１０８.２（１入力）
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ＣＰ２３（ＲＳ２３２Ｃ通信ケーブル
ＨＤ２１１０ＣＳＮＭ、プローブは別途）

ＨＤ２１２８.１ 熱電対温度計ＨＤ２１２８.１（２入力）
付属品：電池（４個）、取扱説明書、アタッシュケース
（ＲＳ２３２Ｃ通信ケーブルＨＤ２１１０ＣＳＮＭ、
ＵＳＢ接続ケーブルＣ.２０６、プローブは別途）

ＨＤ２１２８.２ データロガー熱電対温度計ＨＤ２１２８.２（２入力）
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ＣＰ２３（ＲＳ２３２Ｃ通信ケーブル
ＨＤ２１１０ＣＳＮＭ、プローブは別途）

ＨＤ２１１０ＣＳＮＭ ８極ＭｉｎｉＤＩＮ：９極ＤサブＲＳ２３２Ｃ用ケーブル
ＣＰ２３ Ｍｉｎｉ-ＵＳＢタイプＢ：ＵＳＢタイプＡ接続ケーブル

（データロガー機能付ＨＤ２１０８.２、ＨＤ２１２８.２にのみ
使用可能）

Ｃ.２０６ ＵＳＢタイプＡ：８極ＭｉｎｉＤＩＮ接続コネクタケーブル
ＤｅｌｔａＬｏｇ９ データ管理用ソフトウェア、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＳ対応

※ウェブサイトからダウンロードできます。
ＡＣ-ＰＴＳ-１２Ｖ ＡＣアダプタ、ＤＣ１２Ｖ/１Ａ供給
ＨＤ４０.１ シリアル入力サーマルプリンター、記録紙幅５７ｍｍ
ＢＡＴ-４０ 予備ＮｉＭＨ充電池パック（温度センサ内蔵）
ＲＣＴ 予備感熱記録紙ロール（４ロール）
熱電対プローブ：
当温度計には標準の熱電対ミニコネクタを装備したすべての熱電対プローブが使用
可能です。

Ｋ熱電対プローブの種類、形状、寸法、
精度、温度範囲についてはプローブの
一覧（P76）をご覧ください。

ＨＤ２３２８.０は２チャンネルの入力と大型ＬＣＤを備えたハンディタイプの

温度計です。浸漬、突刺し、空気または表面用のプローブを使用して測

定対象の温度を高精度に測定します。Ｋ、Ｊ、ＴまたはＥの熱電対が接続

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

平均値を表示できます。また、Ａ-Ｂ機能は入力Ａ、Ｂで測定された温度

の差を計算表示します。その他の機能として、任意の瞬間の測定値を基

準値とする偏差（＋または－値）を表示するＲＥＬ（偏差測定）機能、ＨＯＬ

Ｄ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、

本体の保護等級はＩＰ６７です。

■ご注文コード

ＨＤ２３２８.０ ２チャンネル熱電対温度計ＨＤ２３２８.０
付属品：電池（３個）、取扱説明書、アタッシュケース
（プローブは別途）

熱電対プローブ：
当温度計には標準の熱電対ミニコネクタを装備したすべての熱電対プローブが使用
可能です。

Ｋ熱電対プローブの種類、形状、寸法、
精度、温度範囲についてはプローブの
一覧（P76）をご覧ください。

Ⓐ ＨＤ２１１０ＣＳＮＭ
８極ＭｉｎｉＤＩＮ：９極Ｄサブコネクタ付
ＲＳ２３２Ｃケーブル

Ⓑ Ｃ.２０６
ＵＳＢタイプＡ：８極ＭｉｎｉＤＩＮ
コネクタ付接続ケーブル測定器
本体ＨＤ２１□□.１にのみ使用

Ⓒ ＣＰ２３
ＵＳＢタイプＡ：ＭｉｎｉＵＳＢタイプＢ
コネクタ付接続ケーブル測定器
本体ＨＤ２１□□.２にのみ使用

ＣＰ２３ＨＤ２１１０ＣＳＮＭ

ＨＤ４０.１

Ｃ.２０６

２チャンネル熱電対温度計  HD2328.0
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