
CA1-5666

■総合性能

＊推奨設置条件
検出器単独使用の場合：上流直線長が公称口径の3倍以上
同口径のダミー併用の場合：上流直線長から水路幅の2倍以上
せき板位置：ゲートから水路幅の倍以上下流に設置

電源

消費電力

流速レンジ

精度

励磁周波数

AC100～120 V、 200～240 V（47～63 Hz）、 DC 24V、 DC110V

10 W以内

0～0.3 m/sec.から0～10 m/sec. までの下記の精度を保証

推奨条件＊　 推奨条件外

検出器単独使用　 ±1.0 %FS ±2.0 %FS

同口径のダミー併用　 ±2.0 %FS　 ±4.0 %FS

標準：12.5Hzまたは15Hz

基礎形番

周囲温度範囲

出力

機能

MGG10C形

－25～60 ℃

・アナログ出力　4～20mADC　 ・接点出力（オープン・コレクタ）

・パルス出力（オープン・コレクタ・パルス） ・電磁カウンタ駆動パルス出力

・2重レンジ切替え（自動／手動） ・0%シグナル・ロック

・自動ゼロ調整 ・正逆両方向レンジ切替え（自動／手動）

・上下限警報 ・実流量表示／％流量表示／積算流量表示

・検出器空検知 ・プリセット付内蔵カウンタ

・正逆差流量積算 ・通信による設定機能

・パルス幅：0.3～999.9msecまで任意可変

形番

口径

流体温度範囲

周囲温度範囲

管材質

配管接続方式

防水構造

NNK140/941

50/100/200/400/600 mm

0～40 ℃

0～60 ℃

硬質塩化ビニール

仕切板（ゲート）取付けなど

JIS CO920 IP68相当

■検出器仕様

■変換器仕様

■口径選択表

開水路の流量測定に最適開水路の流量測定に最適

潜水形電磁流量計
MagneWTM3000 FLEX+

開渠や暗渠など、あらゆる水路に設置可能1

高精度な測定が可能な潜水形電磁流量計2

33年間、1万8千台を越える実績　　　3

ダミー併用による大流量測定が可能4

口径／台数　 推奨流量範囲（m3/ｈ）口径／台数　 推奨流量範囲（m3/ｈ）

400mm

600mm100mm

200mm

50mm

 

ご注文・ご使用に際しては、下記URLより「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」
を必ずお読みください。

http://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html

CA1-5666

本社　〒100-6419　東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

ご用命は下記または弊社事業所までお願いします。

<アズビル株式会社>
<COMPO CLUB>

http://www.azbil.com/jp/
http://www.compoclub.com/

北海道支店
東 北 支 店
北関東支店
東 京 支 社

(011)211-1136
(022)290-1400
(048)621-5070
(03)6432-5142

(052)324-9772
(06)6881-3331
(082)554-0750
(093)285-3530

中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 店
九 州 支 社

［ご注意］ この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。
 本資料からの無断転記、複製はご遠慮ください。

●MagneWは、アズビル株式会社の商標です。
●本文中に記載している製品名、機種名、社名は、各社の商標または登録商標です。

印　　刷：2016年 6月(第9版)-AZ  

※2012年4月1日、株式会社 山武 は アズビル株式会社 へ社名を変更いたしました。
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