


フリアーシステムズの赤外線サーモグラフィカメラ
電気機器や機械設備の保守点検等に威力を発揮

●電気機器や機械設備の多くは、故障の兆候として熱を帯びる
●赤外線カメラは、検査対象に触れることなく、電気機器や機械設備の表面全体の温度分布を
　迅速かつ正確に画像化し、視覚的に把握することが可能

ディマースイッチ（C2）

Exxシリーズ

変圧器の端子部の過熱（Tシリーズ）



フリアーシステムズのサーモグラフィー温度センサー
コンパクトに設置ができ継続的な温度監視に威力を発揮

FLIR社AX８は温度監視モニタリングやホットスポットの検
知に最適な自動化されたマルチスペクトル温度センサー
です。
これ1台で最大6カ所（スポット・エリア）の温度モニタリン
グがネットワーク経由で監視ができ、設定管理値から外
れるなどした場合にはアラームを発生させることも可能で
す。

主な用途

電気関係 電気キャビネット ・製造工程/製造エリア ・発電所/配電所 ・風力発電棟
動力関係 モーター監視 船舶エンジンルーム
保管庫関係 冷凍保管庫,食料品倉庫,金属粉材料やウッドチップ置場
IT関係 サーバールーム
その他 地下ケーブル設置場所など

離れた場所からしっかり監視

主な仕様

■画像＆光学データー
赤外線画像解像度 ： 80×60ピクセル
温度分解能 ： ＜10℃（30℃で）

■内臓デジタルカメラ
解像度 ： 640×480
感度 ： 10ルクス（照明なしで）

■測定機能
対象温度範囲 ： -10℃～＋150℃
精度 ：±2℃又は±2％(周囲条件で変わる）

■解析機能
スポットメーター ： 6
検出エリア ： 6ボックス

検出内容（最高・最低・平均・位置）
測定オプション ：スケジュール応答、メール（SMTP)

ファイル送信（FTP)
■アラーム
出力 デジタル出力・ログ・画像保管・ファイル送信・Eメール

■画像ストリーミング
フォーマット Motion JPEG MPEG4 H.264その他
解像度 640×480

■電源 DC12V/24V
■イーサーネット １００MBPS IEEE802.3

PoE IEEE802.3af C2

※動作に必要なネットワークケーブルその他電源等は付属しませんのでご注意くださ
い。

主な特徴

FLIR AX8は工場の製造設備や食品倉庫内の温度管理又は、サーバールーム
等の温度管理を離れた場所から管理する最適なサーモカメラと温度センサーを
一体化したセンサーです。
■ネットワーク経由で離れた場所から温度管理値を設定可能
■1台のAX8で最大6カ所のポイント又はエリアの最大、最小、平均の温度管理
ポイントを自由に設定できます。

■管理場所は通常画像でも、サーモグラフィ―でもMSX（重ね合わせた画像）で
も確認できます。

■設定値を外れた場合には、アラーム設定（デジタル出力・ログ・画像保管（静
止画/動画選択）ファイル送信（FTP)やEmail（FTP)による通知ができます。



フリアーシステムズの試験・計測機器
電気設備点検向け

サーマルイメージ付
クランプメーター
FLIR CM174

フレックスクランプメーター
CM55 & CM57

非接触型検電器
FLIR VP50

サーマルイメージ放射温度計
FLIR TG167

デジタルマルチメーター
FLIR DM93

非接触式スポット放射温度計
FLIR TG54/TG56

コンパクトクランプメーター
FLIR CM72/CM74 パワークランプメーター

FLIR CM85



オレンジボックス

●廃棄物処理法では、PCB廃棄物を「特別管理産業廃棄物」として規定しています。
●保管業者は、特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管する必要があります。

PCB廃棄物の保管容器

適切にPCB廃棄物を保管していますか？

PCB

トランス用

コンデンサ用 安定器用
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【製造元】アオキ製作株式会社 【販売元】白山商事株式会社



シリカゲルブリーザー

油入変圧器の吸湿を防ぐための防湿剤、日常点検時交換が面倒で先延ばしにしていたことはあ
りませんか？日本工営社製DH-B型シリカゲルブリーザーはこうした悩みを解決。作業は簡単、
僅かな時間で交換できます。

吸湿状態が一目瞭然。メンテナンスが容易。
シリカゲルの交換が容易。シリカゲルの取出し口と投入口が別々になっています。
■取り付け金具、アタブターもご希望によりご用意いたします。

シリカゲル交換作業が容易

本体を取り外すことなく
　　　　　シリカゲル交換が可能です

【製造元】アオキ製作株式会社 【販売元】白山商事株式会社

DH-B1000
DH-B2000
DH-B4000
DH-B6000
DH-B13000

1kg
2kg
4kg
6kg

13kg

4.2kg
6.0kg

10.0kg
15.0kg
25.0kg

22L/min
22L/min
30L/min
30L/min
30L/min

～8,000L
～16,000L
～31,000L
～46,000L
～100,000L

型式 吸湿剤容量 質量
（吸着剤含む） 限界呼吸量

変圧器適用例
（油量）

＝ 特　徴 ＝

交換

投入口

取出し口

【販売元】日本工営株式会社



SOUNDCAM 2.000
⾳響カメラで “⾳を⾒える化”

What is SoundCam 2.0?
◇ 可聴⾳（〜20kHz）と超⾳波（〜60kHz）を可視化
◇ ⾳圧に合わせて映像上にカラーマッピング
◇ ⾳源の位置と周波数を特定
◇ 小型軽量（3kg）で可搬性
◇ 直感的で使いやすいシステム
◇ ⾼いフレームレートで過渡的な⾳も見逃さない
◇ 幅広い分野で活用（下記代表例）

可視化は事象を理解して⾏動することができ、異常な状態を
誰でも理解できる“スキルレス”が最⼤の利点です。複雑な⾳
響情報が可視化されることで、計測データと事象を視覚的に
関連付けることが可能です。

騒⾳箇所・⾳源識別 電気設備故障 部分放電

⼯場設備保全 ガス漏洩 品質・不具合検査

〒146-0083 東京都⼤⽥区千⿃2-34-17
本社 TEL︓03-5741-1721 FAX︓03-5741-1724
CSC関⻄ TEL︓06-6314-6412 FAX︓06-6314-6413
E-Mail :  e igyou@yuka.co.jp

【販売元】

【輸⼊代理店】
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Software
OS Linux ( SoundCam上 ), Windows ( laptop/PC上 )
HMI タッチスクリーン，ヘッドフォン

オンライン
性能 

最⼤ 100 fps ( ⾳響データ )，50 fps ( 光学データ )
⾳響画像，光学画像，FFTとスペクトログラム
ローカルサウンドの聴取

オフライン
機能 

オフラインモード解析
⾳響結果を画像毎に表⽰
保存，呼び出し
再生
ローカルサウンドの聴取

書出し 
ビデオ
⾳声
画像
距離設定
周波数フィルター
ダイナミックフィルター
種々のスケーリングモード ( オフ，⾃動，スマート )

直感的
操作性 

Hardware

本体仕様 

寸法 34 × 34 × 9.5 cm
重量 3 kg
防⽔ IP54
盗難防⽌ ケンジントンロック
バッテリー駆動時間 〜 4 時間
三脚座 1/4 inch
ボタン 8種類設定変更＋電源ON/OFF
ベース 4個のゴム製ナブ
動作温度 -30 ℃ 〜 +60 ℃

画⾯ 
サイズ 7 inch / 15.5 × 8.6 cm
解像度 800×480 px
タッチ 10指静電タッチ

内臓コント
ローラー 

プロセッサー ARM A53 4×1.2 GHz 1GB RAM内蔵
内臓ストレージ 32 GB or 512 GB
OS Linux ARM用

インター
フェイス 

USB データエクスポート
Ethernet LAN（ laptop/PCでソフトウェア動作時 ）
オーディオ 3.5ｍｍヘッドフォン

センサー 

マイクロフォン MEMSマイク 64個
周波数レンジ 10 Hz 〜 100 kHz
⾳圧 最⼤120 dB
サンプルレート 200 kHz
分解能 24 bit
測定距離 0.1 m 〜 ∞

光学カメラ 

タイプ デジタル
解像度 320×240 ( 50fps ), 640×480 ( 16fps )
ライト LED 4個
視野角 ±38°
シャッター グローバルシャッター
バッテリー Li-ion Battery ( 48Wh )
供給 電源アダプター
⼊⼒ 19V
管理 スマート⽅式：動作と充電を同時

電源

シ ス テ ム 構 成
マイクロフォン

LED＋CCDカメラ

ハンドル＋ショートカットキー

タッチスクリーン

⾳響イメージ

スペクトログラム

スペクトル

バッテリーインジケータ


