
概　要
　圧力センサBravolightは、マイクロ・プロセッサを搭載し、
圧力検出部に半導体圧力センサを採用した製品です。
　半導体圧力センサとマイクロ・プロセッサの組合せにより、
小形・軽量で高性能・高信頼性を有します。
　また、可変レンジ形、内蔵デジタル指示計をオプションで用
意していますので、多種多様なアプリケ－ションや使い勝手に
対応できます。

特　長
（1） 多種多様のプロセスインタフェ－ス

プロセスインタフェ－スはねじ（おねじ、めねじ、フラッ
シュダイアフラム）、フランジ、ヘル－ル（サニタリ）と多
種多様のラインナップです。プロセスとの接続に柔軟に対
応できます。

（2） 小形軽量
コンパクトな製品です。配管に直接取付けも可能な製品で
す。

（質量） ねじ形 0.9 kg ～
 フランジ形 2.0 kg ～
 サニタリ形 1.2 kg ～

（3） 幅広いレンジ／スパン設定
レンジは連続的に幅広く設定できます。スパンは2kPaか
ら50MPaまで連続的に設定できます。

（5機種でカバ－）

（4） 可変レンジ形（オプション）
可変レンジ形はコミュニケータを使用して
任意のレンジ設定ができます。レンジ変更をしたい場
合や圧力センサの在庫を削減できます。

（5） 内蔵デジタル指示計（オプション）
現場で出力を確認できます。
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各機種の外観

PTG60G（ねじ形） PTG60B
（フラッシュダイアフラム形）

PTG60F
（フランジ形）

PTG60S
（サニタリ形クランプ式）

PTG60S
（サニタリ形袋ナット式）

PTG60K 
（サニタリ形フィン付

クランプ式）

PTG60K 
（サニタリ形フィン付

袋ナット式）

PTG60T
（サニタリリモート形

クランプ式）

PTG60T
（サニタリリモート形

袋ナット式）
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共通仕様
防水構造：  JIS C 0920防浸形、NEMA3および4X、

IEC IP67
CEマーク： 適合
電気コンジット接続： G1/2めねじ
塗装： アクリル焼き付け塗装　
塗装色： メタリックグリ－ン(マンセル　5Ｇ7/8）
耐振特性： 5～9Hz  7.5mmP-P
  9～100Hz 0～19.6m/s2（2G）　
  100～2000Hz　0～9.8m/s2（1G）
出力： 4～20mA DC 2線式
応答速度： 約400ms
ゼロ調整機能： 内部ゼロ調整機能付
供給電源/負荷抵抗： 下記図をご覧ください。
供給電源電圧特性： 0.005%FS/V
避雷性能： 電圧サージの波高値：6kV
  電流サージの波高値：700A
取付方法：  配管直付け（ラインマウント）、2インチパ

イプ取付け、壁取付
注）  配管直付け時は、本器の耐振特性および配

管を含めた振動特性を十分考慮し計装して
ください。

　   2インチパイプ取付けおよび壁取付は付加仕
様の取付金具を使用してください。

使用フランジ規格年度： JIS；JIS B 2220（2004）

付加仕様（オプション）
内蔵指示計： デジタル液晶ディスプレイ指示計 
  表示桁数　4.5桁（-19999～19999）
   レンジ、および単位を御注文時に指示して

ください（単位はシール貼りにて対応しま
す）。

重防食塗装：  エポキシ焼付塗装を施し、腐食性雰囲気で
の耐食性を向上させます。

可変レンジ機能：  各表□-1の測定スパン、レンジ設定範囲内
でレンジが任意に設定できます。

   その他にダンピング時定数の設定等ができ
ます。設定はコミュニケータ（別売り）を
使用します。

禁油処理： 接液部の油分を除去した状態で出荷します。
禁油禁水処理：  接液部の油分および水分を除去した状態で

出荷します。
電解研磨：  電解研磨によって接液部の表面粗さを平滑

化します。
  仕上げ面粗さ2μｍ
  （ダイアフラム溶接部は除く サニタリ形のみ）
不動態処理：  接液部の表面に不動態処理を施し、保護被

膜を形成することにより耐食性を向上させ
ます（サニタリ形のみ）。

テストレポート：  発信器の外観、入出力特性、絶縁抵抗、耐
電圧などをテストした結果を示します。

ミルシート：  接液部使用材質の化学成分、熱処理条件、
機械的性質についてのデータを示します。

高圧ガス保安法準拠ドキュメント：
   高圧ガス保安法に準じた書類を要求された

場合に適応します。強度計算書、ミルシー
ト、耐圧・気密試験成績書の3部で構成さ
れています。

耐圧試験書：  接液部分の耐圧試験（10分間）の結果を示
します。

強度計算書：  フランジ、ボルトなどの強度を計算した結
果を示します。

トレーサビリティ証明書：
   トレーサビリティ体系図、校正証明書、テ

ストレポートの3部で構成されています。
取付金具：  2インチパイプ取付けおよび壁取付けの取

付金具です。材質；SCS13
耐圧・気密試験書：  接液部分の耐圧試験（10分間）、気密試験

（10分間）の結果を示します。
大気開放口内装形：  外部ピン穴による大気開放口をケーブル配

線空間に移動します。据付方向、周囲環境
によって生ずる大気開放口への水分、異物
などの付着および浸入の可能性がある場合
は選択ください。大気開放口が水分、異物
などにより閉塞した場合、出力が不安定な
状態になる場合があります。

11.5 16.9 300

850

供給電圧(DC V)

動作可能範囲

固定レンジ
　＋可変レンジ使用可能

固定レンジのみ使用可能

（ ）コミュニケータとの通信
に250Ωの負荷抵抗が
必要です。
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タンクスパッド：  接液部ダイアフラム部を固定するためのも
のです。タンクに溶接して使用します。（図
参照）

  

（単位：mm）

寸　法

D1 98
D2 49.5
D3 51.8
D4 53.2
D5 55.8
D6 64
L 50

材　質 316L
サイズ 2S

製品取り扱い上のご注意
　本製品の性能を最大限に発揮させるために、次の点に注意し、正
しく使用してください。なお、ご使用の際は、事前に必ず本製品の
取扱説明書をお読みください。

設置上の注意

 警告

・ 設置の際、プロセスとの接続部（アダプタフランジと導圧管、
フランジとの接続）は、ガスケットのはみ出しがないように
してください。液体漏れや出力誤差の原因となります。

・ 機器の規定する圧力や温度、接続規格以外では使用しない
でください。破損や液体漏れによる大きな事故原因となる
おそれがあります。

 注意

・ 設置後、本器を足場などに使用しないでください。機器破
損しけがの原因となる場合があります。

・ 表示のガラス部分は工具などをあてないでください。ガラ
スが破損してけがをすることがあります。ご注意ください。

・ 製品は重量物ですので、足場に注意し、安全靴を着用し設
置作業を行ってください。

・ 本製品は精密機器です。本製品に衝撃を与えますと、故障
の原因になりますのでご注意ください。

電気配線上の注意

 警告

・ 配線は濡れた手での作業や通電しながらの作業は行わない
でください。感電の危険があります。

 注意

・ 配線は仕様を十分に確認し、正しく行ってください。間違
って配線されますと機器破損の原因となります。

・ 電源は仕様に基づき正しく使用してください。異なった電
源を入力しますと機器破損の原因となります。
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負側の使用圧力範囲

図1　PTG□□Gでシリコーンオイルのときの最低使用圧力
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図2　PTG□□Gでフッ素オイルのときの最低使用圧力
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図3 PTG□□Bでシリコーンオイルのときの最低使用圧力 
PTG□□Bの1/2Bは正常動作上限は85℃まで。 
限界動作上限は90℃まで
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図4 PTG□□Fでシリコーンオイルのときの最低使用圧力
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図5 PTG□□Fでプロピレングリコールのときの 
最低使用圧力
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図6 PTG□□Sの最低使用圧力　PTG□□Sの耐脈動形
（ｰJ）の正常動作条件は（T：10〜45℃） 
限界動作条件は（T：8〜47℃）まで

接液温度Ｔ（℃）

限界動作条件（T：110℃～125℃）
プ

ロ
セ

ス
圧

力
（

kP
a 

ab
s）

10

100

1000

-60 -10-40-50 40 90 140

正常動作条件（T：-40℃～+110℃）

1

5



図7　PTG□□Kの最低使用圧力

図8　PTG□□Tの最低使用圧力 

配線図

＊ コミュニケータとの通信に最低250Ωの負荷抵抗が必要です。

限界動作条件（T：150℃～155℃）
限界動作条件（T：-20℃～ -10℃）

プ
ロ

セ
ス

圧
力

（
kP

a 
ab

s）

1

10

100

1000

-30 0 30 60 90 120 150

接液温度Ｔ（℃）

正常動作条件（T：-10℃～+150℃）

1

10

100

1000

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

接液温度 T（℃）

限界動作条件（T：121℃～125℃）
限界動作条件（T：-10℃～ -5℃）

正常動作条件（T：-10℃～+110℃）

プ
ロ

セ
ス

圧
力

（
kP

a 
ab

s）

6



機種別仕様
プロセス接続 規　格 測定スパン 掲載ページ

ねじ形
PTG60G

G1/2おねじ
G3/8おねじ  
Rc1/2めねじ 
Rc3/8めねじ  

1/2NPTめねじ  
Rc1/4めねじ

1/4NPTめねじ

2～100kPa 8～11

G1/2 おねじ
G3/8 おねじ
Rc1/2 めねじ
Rc3/8 めねじ
1/2NPTめねじ

40～400kPa
0.2～2MPa
1～10MPa

8～11

G1/2おねじ
Rc1/4めねじ

1/4NPTめねじ

5～50MPa

フラッシュダイアフラム形
PTG60B

G2おねじ 10～100kPa
40～400kPa
0.2～2MPa
1～10MPa

12～13

G1/2おねじ 0.2～2MPa
1～10MPa

フランジ形
PTG60F

JIS10K 50A
JIS30K 50A
JIS20K 25A
JIS10K 15A
JIS20K 15A
JIS30K 15A

10～100kPa
40～400kPa
0.2～2MPa
1～10MPa

14～15

テーラー島津仕様 10～100kPa
40～400kPa
0.2～2MPa

16～17

サニタリ形
PTG60S

IDF 2S クランプ
IDF 1.5S クランプ

10～100kPa
40～400kPa
0.2～2MPa

18～19

IDF 1S クランプ 40～400kPa
0.2～2MPa

IDF 2S 袋ナット
IDF 1.5S 袋ナット

10～100kPa
40～400kPa
0.2～2MPa

20～21

サニタリ形フィン付
PTG60K

IDF 2S クランプ
IDF 1.5S クランプ

20～100kPa
40～400kPa
0.2～2MPa

22～23

IDF 1S クランプ 40～400kPa
0.2～2MPa

IDF 2S 袋ナット
IDF 1.5S 袋ナット

20～100kPa
40～400kPa
0.2～2MPa

24～25

サニタリリモート形
PTG60T

IDF 2S クランプ 10～100kPa
40～400kPa
0.2～2MPa

26～27

IDF 1.5S クランプ 40～400kPa
0.2～2MPa

IDF 2S 袋ナット 10～100kPa
40～400kPa
0.2～2MPa

28～29

IDF 1.5S 袋ナット 40～400kPa
0.2～2MPa
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ねじ形仕様 

レンジ設定範囲： 表G-1をご覧ください。
測定スパン： 表G-1をご覧ください。
精度： 表G-1をご覧ください。
耐過負荷： 表G-1をご覧ください。
プロセス接続：  G1/2おねじ、G3/8おねじ、Rc1/2めねじ 

Rc3/8めねじ、1/2NPTめねじ、Rc1/4めねじ 
1/4NPTめねじ 

材質： ダイアフラム SUS316L
 接液部 SUS316
 発信部ケ－ス アルミニウム合金
封入液： 一般用 シリコンオイル
 酸素用 フッ素オイル

使用圧力範囲： 一般用 3kPa abs～レンジ設定範囲上限値
  負側の使用圧力範囲は図1をご覧ください。
  酸素用 85kPa abs～レンジ設定範囲上限値
  負側の使用圧力範囲は図1、2をご覧ください。
周囲温度範囲： －20～＋70℃
接液部温度範囲： シリコンオイル －40～＋110℃
  フッ素オイル －20～＋75℃
輸送保管温度範囲： －30～＋80℃
使用湿度範囲： 5～100％ RH
接液部温度特性： 接液部温度が変化したときのゼロシフト
  （周囲温度25℃のとき）：参考値

PTG60G

A 150

P＝±(t－25)×A
P＝ゼロシフト量　Pa
t＝接液温度　℃

周囲温度特性： (ゼロシフト)表G-2をご覧ください。
質量： 約0.9kg
その他仕様： 共通仕様をご覧ください。

表G-1：ねじ形　レンジ設定範囲／測定スパン／精度／耐過負荷／プロセス接続

形番 レンジ設定範囲 測定スパン 精度 耐過負荷 プロセス接続
G1/2 
おねじ

G3/8 
おねじ

Rc1/2 
めねじ

Rc3/8 
めねじ

1/2NPT 
めねじ

Rc1/4 
めねじ

1/4NPT 
めねじ

PTG60G－□3 －100～＋100kPa 2～100kPa
注1）2）
±0.5％

F.S

200kPa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PTG60G－□4 －100～＋400kPa 40～400kPa 800kPa ○ ○ ○ ○ ○ ― ―
PTG60G－□5 －0.1～＋2MPa 0.2～2MPa 4MPa ○ ○ ○ ○ ○ ― ―
PTG60G－□6 －0.1～＋10MPa 1～10MPa 20MPa ○ ○ ○ ○ ○ ― ―
PTG60G－□7 －0.1～＋50MPa 5～50MPa 75MPa ○ ― ― ― ― ○ ○

表G-2：周囲温度特性（ゼロシフト）注3

形番 測定スパン 周囲温度特性
PTG60G-□3 2～100kPa ±（0.016×40/X+0.012）％ /℃ 注4
PTG60G-□4 40～400kPa ±（0.013×80/X+0.012）％ /℃ 注4
PTG60G-□5 0.2～2MPa ±（0.013×0.4/X+0.012）％ /℃ 注5
PTG60G-□6 1～10MPa ±（0.013×2/X+0.012）％ /℃ 注5
PTG60G-□7 5～50MPa ±（0.013×10/X+0.012）％ /℃ 注5

注1） 表記の精度は、Ｘが最大スパン（ＳMAX）の1/5以上の場合です。ＸがＳMAXの1/5未満の場合は次の計算式によります。
 下限値（LRV）＝0、上限値（URV）＞0のときに限ります。

  精度  =  ±0.5 %×　　　　　・・・（1）

注2） 負側精度（参考）：
 上限値（URV）、下限値（LRV）のどちらか、または両方が0（ゼロ）未満の場合の精度（参考値）
 ±3%F.Sまたは（1）の算出結果のどちらか大きい方。
注3） 表記の特性は、設定レンジの上限値、下限値または設定スパンの内、最も大きい値(Ｘ)に対するものです。
注4） Xの単位はkPa
注5） Xの単位はMPa

ＳMAX
5×X
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形番構成表
形番例：ＰＴＧ６０Ｇ－Ｇ３Ｂ1Ｇ４－Ｘ－Ｘ 基礎形番 選択仕様 付加仕様１ 付加仕様２

－ － －

製品区分 圧力センサ　Bravolightシリ－ズ　ねじ形　＊1 ＸG06GTP 付加仕様2なし
１ テストレポ－ト　

本体構造 ２G 接液部ミルシート
スパン 300kPa1～2

4400kPa～04
52MPa～2.0

460MPa1～1 耐圧試験書　
５7aPM05～5 強度計算書　

1Bルイオンコリシ／613SUS／L613SUS ６ トレ－サビリティ証明書

2B4*　ルイオ素ッフ／613SUS／L613SUS

取り合い 4Gじねお2/1G
G3/8 3G2＊　じねお
Rc1/2 4C2＊　じねめ
Rc3/8　 書明証理処油禁Ｊ3C2＊　じねめ
1/2NPT 書験試密気圧耐Ｋ4N2＊　じねめ
Rc1/4　

1/4NPT めねじ　
2C

2N

3＊
3＊

　じねめ

付加仕様１なし X

M内蔵デジタル指示計付　
禁油禁水処理証明書

重防食塗装 B
可変レンジ機能付（通信機能）　 C

G理処油禁理処部液接 5＊　　形装内口放開気大Ｎ
H理処水禁油禁

注）＊1　出荷納入後の製品の改造は対応できませんのでご了承ください。
　　　　　     例：　デジタル指示計追加・削除、可変レンジ機能付（通信機能付）の追加・削除
　　＊2　スパン5～50MPaとの組合せは不可。
　　＊3　スパン2～100kPa、5～50MPaとの組合せのみ可能。
　　＊4　フッ素オイル選択の場合：付加仕様1の禁油処理もしくは禁油禁水処理を選択のこと。
　　＊5　大気開放口内装形選択の場合：付加仕様１の内蔵デジタル指示計を選択のこと。

高圧ガス保安法に準拠した
ドキュメント
（耐圧気密試験書）

Ｈ ２インチパイプ／パネル取
付用取付金具

Ｍ

高圧ガス保安法に準拠した
ドキュメントおよび
肉厚検査記録
（耐圧気密試験書）

Ｙ

高圧ガス保安法に準拠した
ドキュメントおよび
肉厚検査記録
（耐圧試験書）

7

接液部
ダイアフラム／ダイアフ
ラム以外の接液部材質／
封入液

電気コンジット口規格　Ｇ1/2

３
高圧ガス保安法に準拠した
ドキュメント
（耐圧試験書）

Ｐ
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外形寸法図
（単位：mm）

表G-3
形　番 L ねじ形状

G3 約142 G3/8おねじ
G4 134 G1/2おねじ
C3 約131 Rc3/8めねじ
C4 111 Rc1/2めねじ
N4 111 1/2NPTめねじ
C2 111 Rc1/4めねじ
N2 111 1/4NPTめねじ

表G-4　ターミナル記号の説明
形　番 記号の説明

SUPPLY＋、SUPPLY－ 電源入力用端子
CHK＋、CHK－ チェックメ－タ用端子

接地端子
ZERO 内部ゼロ

10



ブラケット取付

注1） 付加仕様2がHのとき（ブラケット付）の取付け例を表します。
注2）  壁取付け時の壁への取付ボルトは付属しておりません。 

貴社にてご用意ください。推奨ねじサイズM5
注3） この図は、ブラケットによる取付け例を表しています。
注4） ブラケットへの取付箇所により、長短どちらかの寸法になります。

11



フラッシュダイアフラム形仕様　口径G2おねじ、G1/2おねじ

レンジ設定範囲： 表B-1をご覧ください。
測定スパン： 表B-1をご覧ください。
精度： 表B-1をご覧ください。
耐過負荷： 表B-1をご覧ください。
プロセス接続： G2おねじ、G1/2おねじ
材質： ダイアフラム SUS316L
 接液部 SUS316L
 発信部ケ－ス アルミニウム合金
封入液： シリコンオイル、プロピレングリコール
使用圧力範囲： 10kPa abs～レンジ設定範囲上限値
 負側の使用圧力範囲は図3をご覧ください。

周囲温度範囲： G2おねじ　 －10～＋60℃
 G1/2おねじ －10～＋50℃
接液部温度範囲： G2おねじ －10～＋110℃
 G1/2おねじ －10～＋85℃
輸送保管温度範囲： －20～＋60℃
使用湿度範囲： 5～100％ RH
接液部温度特性： 接液部温度が変化したときのゼロシフト
 （周囲温度25℃のとき）：参考値

PTG60B

1/2B 2B

A 180 30

P＝±(t－25)×A
P＝ゼロシフト量　Pa
t＝接液温度　℃

周囲温度特性： (ゼロシフト)表B-2をご覧ください。
質量： G2おねじ  約2.5kg
 G1/2おねじ 約1.5kg
その他仕様： 共通仕様をご覧ください。

表B-1： ねじ形〔フラッシュ） 
　レンジ設定範囲／測定スパン／精度／耐過負荷／プロセス接続 表B-2：周囲温度特性（ゼロシフト）注3

形番 レンジ設定範囲 測定スパン 精度 耐過負荷 プロセス接続 形番 測定スパン 周囲温度特性：G2おねじ 周囲温度特性：G1/2おねじ
PTG60B－□3 -100～100kPa 10～100kPa

注1）2）
±0.5％ 

F.S.

200kPa G2 PTG60B－□3 10～100kPa ±（0.156×40/X+0.012）%/℃ － 注4
PTG60B－□4 -100～400kPa 40～400kPa 800kPa G2 PTG60B－□4 40～400kPa ±（0.083×80/X+0.012）%/℃ － 注4
PTG60B－□5 -0.1～2MPa 0.2～2MPa 4MPa G2, G1/2 PTG60B－□5 0.2～2MPa ±（0.027×0.4/X+0.012）%/℃ ±（0.36×0.4/X+0.012）％ /℃ 注5
PTG60B－□6 -0.1～10MPa 1～10MPa 20MPa G2, G1/2 PTG60B－□6 1～10MPa ±（0.016×2/X+0.012）%/℃ ±（0.082×2/X+0.012）％ /℃ 注5

注1） 表記の精度は、Ｘが最大スパン（ＳMAX）の1/5以上の場合です。 
ＸがＳMAXの1/5未満の場合は次の計算式によります。

 下限値（LRV）＝0、上限値（URV）＞0のときに限ります。

精度  =  ±0.5％×　　　　　・・・（1）

注2） 負側精度（参考）：
 上限値（URV）、下限値（LRV）のどちらか、または両方が0（ゼロ）未

満の場合の精度（参考値）
 ±3％ F.S.または（1）の算出結果のどちらか大きい方。

注3） 表記の特性は、設定レンジの上限値、下限値または設定スパンの内、最も大きい値（Ｘ）
に対するものです。

注4） Xの単位はkPa
注5） Xの単位はMPa

形番構成表

ＳMAX
5×X

形番例：ＰＴＧ６０Ｂ－Ｇ３Ｃ1ＡＧＦ－Ｘ－Ｘ 基礎形番 選択仕様 付加仕様１ 付加仕様２

－ － －

製品区分 圧力センサ　Bravolightシリ－ズ
フラッシュダイアフラム形　＊1 ＸB06GTP 付加仕様2なし

1 テストレポ－ト　
トーシルミ部液接2G2/1G　格規口トッジンコ気電造構体本

3）みのじねお2G( 　10～100kPaンパス
4）みのじねお2G(　40～400kPa
52MPa～2.0

4610MPa～1 耐圧試験書　

1Cルイオンコリシ／L613SUS／L613SUS 5 強度計算書　

SUS316L／SUS316L／プロピレングリコー 6 トレ－サビリティ証明書

FGAじねお　2Gい合り取
4GAじねお　2/1G

Ｊ 禁油処理証明書
付加仕様1なし X Ｐ 禁油禁水処理証明書
内蔵デジタル指示計付　 M Ｎ 大気開放口内装形　　＊2
重防食塗装 B
可変レンジ機能付（通信機能）　 C
接液部処理 禁油処理 G

H理処水禁油禁

注）＊1　出荷納入後の製品の改造は対応できませんのでご了承ください。
　　　　　例：　デジタル指示計追加・削除、可変レンジ機能付（通信機能付）の追加・削除
　　＊2　大気開放口内装形選択の場合：付加仕様１の内蔵デジタル指示計を選択のこと。

3
高圧ガス保安法に準拠した
ドキュメント
（耐圧試験書）

接液部
ダイアフラム／ダイアフ
ラム以外の接液部材質／
封入液

Ｈ ２インチパイプ／パネル取
付用取付金具

CB
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外形寸法図
（単位：mm）

表B-3

表B-4　ターミナル記号の説明
形　番 記号の説明

SUPPLY＋、SUPPLY－ 電源入力用端子
CHK＋、CHK－ チェックメ－タ用端子

接地端子
ZERO 内部ゼロ
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フランジ形仕様
口径15A、25A、50A 

レンジ設定範囲： 表F-1をご覧ください。
測定スパン： 表F-1をご覧ください。
精度： 表F-1をご覧ください。
耐過負荷： 表F-1をご覧ください。
プロセス接続：  JIS10K  15A、 50A 

JIS20K  15A、 25A 
JIS30K  15A、 50A

材質： ダイアフラム SUS316L
 接液部 SUS316L
 フランジ部 SUS304
 発信部ケ－ス アルミニウム合金
封入液： シリコンオイル、プロピレングリコール
使用圧力範囲：  10kPa abs～レンジ設定範囲上限値 

またはフランジ圧力定格まで。 
負側の使用圧力範囲は図4、5をご覧ください。

周囲温度範囲： シリコンオイル　 －20～＋70℃
 プロピレングリコール －10～＋70℃
接液部温度範囲： シリコンオイル －40～＋110℃
 プロピレングリコール －10～＋110℃
 スチ－ム洗浄時、150℃　60分
 注） 本体部とフランジ部のねじ込み部の温度が

110℃を超えないこと。
輸送保管温度範囲： シリコンオイル －30～＋80℃
 プロピレングリコール －30～＋80℃
使用湿度範囲： 5～100%RH
接液部温度特性： 接液部温度が変化したときのゼロシフト
 （周囲温度25℃のとき）：参考値

PTG60F

15A 25A、50A

A 150 40

P＝±(t－25)×A
P＝ゼロシフト量　Pa
t＝接液温度　℃

周囲温度特性： (ゼロシフト)表F-2をご覧ください。
質量： JIS10Kの場合 50A: 4.2kg、15A: 2kg
その他仕様： 共通仕様をご覧ください。

表F-1：フランジ形　レンジ設定範囲／測定スパン／精度／耐過負荷／プロセス接続 表F-2：周囲温度特性（ゼロシフト）注3
形番 レンジ設定範囲 測定スパン 精度 耐過負荷 プロセス接続 形番 測定スパン 周囲温度特性：15A (1/2B) 周囲温度特性：その他口径

PTG60F－□3 -100～100kPa 10～100kPa

注1）2）
±0.5% 

F.S.

200kPa

2B(50A) 
1B(25A)

1/2B(15A)

PTG60F－□3 10～100kPa ±（0.333×40/X+0.012）%/℃ ±（0.15×40/X+0.012）%/℃ 注4

PTG60F－□4 -100～400kPa 40～400kPa 800kPa PTG60F－□4 40～400kPa ±（0.236×80/X+0.012）%/℃ ±（0.08×80/X+0.012）%/℃ 注4

PTG60F－□5 -0.1～2MPa 0.2～2MPa 4MPaまたは
フランジ圧力定格まで

PTG60F－□5 0.2～2MPa ±（0.046×0.4/X+0.012）%/℃ ±（0.026×0.4/X+0.012）%/℃ 注5

PTG60F－□6 1～10MPa ±（0.016×2/X+0.012）%/℃ ±（0.016×2/X+0.012）%/℃ 注5

PTG60F－□6 -0.1～10MPa 1～10MPa 20MPaまたは
フランジ圧力定格まで

注1） 表記の精度は、Ｘが最大スパン（ＳMAX）の1/5以上の場合です。 
ＸがＳMAXの1/5未満の場合は次の計算式によります。

 下限値（LRV）＝0、上限値（URV）＞0のときに限ります。

  精度  =  ±0.5%×　　　　　・・・（1）

注2） 負側精度（参考）：
 上限値（URV）、下限値（LRV）のどちらか、または両方が0（ゼロ）未満

の場合の精度（参考値）
 ±3%F.Sまたは（1）の算出結果のどちらか大きい方。

注3） 表記の特性は、設定レンジの上限値、下限値または設定スパンの内、最も大きい値（Ｘ）
に対するものです。

注4） Xの単位はkPa
注5） Xの単位はMPa

形番構成表

ＳMAX
5×X

形番例：ＰＴＧ６０Ｆ－Ｇ３Ｃ１Ａ３ＳＸ－Ｘ－Ｘ ２様仕加付１様仕加付様仕択選番形礎基

－－－

しな2様仕加付ＸF06GTP2＊ 形ジンラフ　ズ－リシthgilovarB　サンセ力圧分区品製
1 テストレポ－ト　

トーシルミ部液接2G2/1G　格規口トッジンコ気電造構体本

スパン＊１ 10～100kPa 3
440～400kPa
5.2～2MPa0

461～10MPa 耐圧試験書　

1Cルイオンコリシ／L613SUS／L613SUS 5 強度計算書　

BCルーコリグンレピロプ／L613SUS／L613SUS 6 トレ－サビリティ証明書

フランジ規格 JIS 10K ＪA 禁油処理証明書
書明証理処水禁油禁ＰC　3＊S 20KIJ

5＊　　形装内口放開気大ＮD 30K SIJ
フランジ径 2B／50A 3

54＊　25A／B1
1/2B／15A 7

フランジ材質 SUS304　 S
接液部突出し長さ なし X

付加仕様1なし X
内蔵デジタル指示計付　 M
重防食塗装 B
可変レンジ機能付（通信機能） C
接液部処理 禁油処理 G

禁油禁水処理 H

注）＊1　フランジの圧力定格の範囲で使用してください。 　　＊3　JIS20Kの場合、フランジ口径2B（50A）との組合せはできません。
　　＊2　出荷納入後の製品の改造は対応できませんのでご了承ください。 　　＊4　フランジ口径1B（25A）はフランジ規格JIS20Kのみに適用されます。
　　　　　例：　デジタル指示計追加・削除、可変レンジ機能付（通信機能付）の追加・削除　　＊5　大気開放口内装形選択の場合：付加仕様１の内蔵デジタル指示計を

　選択のこと。

接液部
ダイアフラム／ダイアフ
ラム以外の接液部材質／
封入液

高圧ガス保安法に準拠した
ドキュメント
（耐圧試験書）

3
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外形寸法図
（単位：mm）

※ガスケット選定時の注意事項
フランジ径が15A、および25Aの場合、下記の条件を満
たすガスケットを使用ください。
ガスケット内径＋（ガスケット外径－ガスケット内径）
／2≧φ45

（例：  15Aのうず巻き形ガスケット（JIS2404）の使用
は、条件式がφ45以下となるため機器の破損に
繋がるおそれがあります。）

※フランジ部締付け力（参考値）
最小締付け力：64710N

（上記条件でのガスケット選定時の例です。推奨ガスケッ
トではありません。使用流体、圧力、温度に応じて適切
なガスケットを選定してください。）
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フランジ形仕様　テーラー島津仕様

レンジ設定範囲： 表FT-1をご覧ください。
測定スパン： 表FT-1をご覧ください。
精度： 表FT-1をご覧ください。
耐過負荷： 表FT-1をご覧ください。
プロセス接続： テーラー島津仕様
材質： ダイアフラム SUS316L
 接液部 SUS316L
 フランジ部 SUS316L
 発信部ケ－ス アルミニウム合金
封入液： プロピレングリコール
使用圧力範囲： 10kPa abs.～0.7MPaまで
  負側の使用圧力範囲は図5をご覧ください。

周囲温度範囲： －10～＋60℃
接液部温度範囲： －10～＋110℃
 スチーム洗浄時、150℃ 60分
 注） 本体部とフランジ部のねじ込み部の温度が

110℃を超えないこと。
輸送保管温度範囲： －30～＋60℃
使用湿度範囲： 5～100％ RH
接液部温度特性： 接液部温度が変化したときのゼロシフト
 （周囲温度25℃のとき）：参考値

PTG60F

島津

A 40

P＝±(t－25)×A
P＝ゼロシフト量　Pa
t＝接液温度　℃

周囲温度特性： (ゼロシフト)表FT-2をご覧ください。
質量： 2.7kg
その他仕様： 共通仕様をご覧ください。

表FT-1： フランジ形　レンジ設定範囲／測定スパン／精度／耐過負荷 表FT-2：周囲温度特性（ゼロシフト）注3
形番 レンジ設定範囲 測定スパン 精度 耐過負荷 形番 測定スパン 周囲温度特性

PTG60F－□3 -100～100kPa 10～100kPa 注1）2）
±0.5％ 

F.S.

200kPa PTG60F－□3 10～100kPa ±（0.15×40/X+0.012）%/℃ 注4
PTG60F－□4 -100～400kPa 40～400kPa 800kPa PTG60F－□4 40～400kPa ±（0.08×80/X+0.012）%/℃ 注4
PTG60F－□5 -0.1～2MPa 0.2～2MPa 1.05MPa PTG60F－□5 0.2～2MPa ±（0.026×0.4/X+0.012）%/℃ 注5

注1） 表記の精度は、Ｘが最大スパン（ＳMAX）の1/5以上の場合です。 
ＸがＳMAXの1/5未満の場合は次の計算式によります。

 下限値（LRV）＝0、上限値（URV）＞0のときに限ります。

精度  =  ±0.5％×　　　　　・・・（1）

注2） 負側精度（参考）：
 上限値（URV）、下限値（LRV）のどちらか、または両方が0（ゼロ）未満の場

合の精度（参考値）
 ±3％ F.S.または（1）の算出結果のどちらか大きい方。

注3） 表記の特性は、設定レンジの上限値、下限値または設定スパンの内、最も
大きい値（Ｘ）に対するものです。

注4） Xの単位はkPa
注5） Xの単位はMPa

形番構成表

ＳMAX
5×X

形番例：ＰＴＧ６０Ｆ－Ｇ３ＧＢＷＷＢＸ－Ｘ－Ｘ ２様仕加付１様仕加付様仕択選番形礎基

－－－

Ｘ 付加仕様2なし
1 テストレポ－ト　
2 接液部ミルシート

本体構造 電気コンジット口規格　G1/2 6G トレ－サビリティ証明書

スパン　＊1 Ｊ310～100kPa 禁油処理証明書
Ｐ440～400kPa 禁油禁水処理証明書

3＊　　形装内口放開気大Ｎ52MPa～2.0
接液部

ダイアフラム／ダイアフラム
以外の接液部材質／封入液

W様仕津島ーラーテ格規ジンラフ
W様仕津島ーラーテ径ジンラフ

フランジ材質 BSUS316L
接液部突出し長さ なし X

付加仕様1なし X
内蔵デジタル指示計付　＊2 M
重防食塗装 B
可変レンジ機能付（通信機能）　＊2 C
接液部処理 禁油処理 G

禁油禁水処理 H

注）＊1　フランジの圧力定格の範囲で使用してください
　　＊2　出荷納入後の製品の改造は対応できませんのでご了承ください。
　　　　　例：　デジタル指示計追加・削除、可変レンジ機能付（通信機能付）の追加・削除
　　＊3　大気開放口内装形選択の場合：付加仕様１の内蔵デジタル指示計を選択のこと。

CB

圧力センサ　Bravolightシリ－ズ
フランジ形 ＊2製品区分

SUS316L／SUS316L／プロピレングリコール

PTG60F
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外形寸法図
（単位：mm）

表FT-3　ターミナル記号の説明
形　番 記号の説明

SUPPLY＋、SUPPLY－ 電源入力用端子
CHK＋、CHK－ チェックメ－タ用端子

接地端子
ZERO 内部ゼロ
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サニタリ形クランプ式仕様　口径　IDF 1S、1.5S、2S

レンジ設定範囲： 表SH-1をご覧ください。
測定スパン： 表SH-1をご覧ください。
精度： 表SH-1をご覧ください。
耐過負荷： 表SH-1をご覧ください。
プロセス接続： IDF　1S、1.5S、2Sクランプ式
材質： ダイアフラム SUS316L
 接液部 SUS316L
 発信部ケ－ス アルミニウム合金
封入液： プロピレングリコール
使用圧力範囲： 10kPa abs～レンジ設定範囲上限値
  またはクランプ圧力定格まで
 負側の使用圧力範囲は図6をご覧ください。

周囲温度範囲： －10～＋70℃（-Jのときは注＊4参照）
接液部温度範囲： －10～＋121℃（-Jのときは注＊4参照）
 スチ－ム洗浄時、150℃ 60分
 注） 本体部とサニタリヘルール部のねじ込み部の

温度が110℃を超えないこと。

輸送保管温度範囲： －30～＋80℃
使用湿度範囲： 5～100%RH
接液部温度特性： 接液部温度が変化したときのゼロシフト
 （周囲温度25℃のとき）：参考値

PTG60S

2S 突出50mm 1.5S 1S －F －J

A 12 18 85 150 180 250

P＝±(t－25)×A
P＝ゼロシフト量　Pa
t＝接液温度　℃

周囲温度特性： (ゼロシフト)表SH-2をご覧ください。
質量： 約1.2kg
その他仕様： 共通仕様をご覧ください。

表SH-1：サニタリ形　レンジ設定範囲／測定スパン／精度／耐過負荷／プロセス接続 表SH-2：　周囲温度特性（ゼロシフト）注3
形番 レンジ設定範囲 測定スパン 精度 耐過負荷 プロセス接続 形番 測定スパン 周囲温度特性：1Sクランプ 周囲温度特性：1.5Sクランプ

PTG60S−□3 -100～100kPa 10～100kPa
注1）2）
±0.5% 

F.S.

200kPa 1.5S、2S
(突出し含む)

PTG60S−□3 10～100kPa － ±（0.38×40/X+0.012）%/℃ 注4
PTG60S−□4 40～400kPa ±（1.013×80/X+0.012）%/℃ ±（0.2×80/X+0.012）%/℃ 注4

PTG60S−□4 -100～400kPa 40～400kPa 800kPaまたは
クランプ圧力定格まで

1S、1.5S、2S
(突出し含む)

PTG60S−□5 0.2～2MPa ±（0.213×0.4/X+0.012）%/℃ ±（0.05×0.4/X+0.012）%/℃ 注5

PTG60S−□5 -0.1～2MPa 0.2～2MPa 4MPaまたは
クランプ圧力定格まで

1S、1.5S、2S
(突出し含む)

形番 測定スパン 周囲温度特性：2Sクランプ 周囲温度特性：2Sクランプ突出し
PTG60S−□3 10～100kPa ±（0.08×40/X+0.012）%/℃ ±（0.09×40/X+0.012）%/℃ 注4

注1） 表記の精度は、Ｘが最大スパン（ＳMAX）の1/5以上の場合です。 
ＸがＳMAXの1/5未満の場合は次の計算式によります。

 下限値（LRV）＝0、上限値（URV）＞0のときに限ります。

  精度  =  ±0.5%×　　　　　・・・（1）

注2） 負側精度（参考）：
 上限値（URV）、下限値（LRV）のどちらか、または両方が0（ゼロ）未満

の場合の精度（参考値）
 ±3%F.Sまたは（1）の算出結果のどちらか大きい方。

PTG60S−□4 40～400kPa ±（0.043×80/X+0.012）%/℃ ±（0.05×80/X+0.012）%/℃ 注4
PTG60S−□5 0.2～2MPa ±（0.019×0.4/X+0.012）%/℃ ±（0.021×0.4/X+0.012）%/℃ 注5

注3） 表記の特性は、設定レンジの上限値、下限値または設定スパンの内、最も大きい
値（Ｘ）に対するものです。

注4） Xの単位はkPa
注5） Xの単位はMPa

形番構成表

ＳMAX
5×X

形番例：ＰＴＧ６０Ｓ－Ｇ３ＣＢＡＨ４Ｘ－Ｘ－Ｘ 基礎形番 選択仕様 付加仕様１ 付加仕様２

－ － －

製品区分 圧力センサ　Bravolightシリ－ズ　サニタリ形 ＊2 ＸS06GTP 付加仕様2なし
１ テストレポ－ト　

トーシルミ部液接２G2/1Ｇ　格規口トッジンコ気電造構体本
　書験試圧耐４310～100kPa（1Sを除く）１＊ンパス

６440～400kPa トレ－サビリティ証明書　
トッパスクンタＳ50.2～2MPa

Ｗ M22アダプタ
Ｊ 禁油処理証明書
Ｐ 禁油禁水処理証明書
Ｎ 大気開放口内装形　　＊5

プロセス接続 IDF1Sヘル－ル（フラッシュ）　クランプ式 AH2X
IDF1.5Sヘル－ル（フラッシュ）　クランプ式 AH3X
IDF2Sヘル－ル（フラッシュ）　クランプ式 AH4X
IDF2Sヘル－ル（突出し50mm）　クランプ式（シリコーンガスケット付）

IDF2Sヘルール（突出し50mm）　クランプ式（EPDMガスケット付）

AH42

AH4A

付加仕様1なし X

内蔵デジタル指示計付　 M
重防食塗装 B
可変レンジ機能付（通信機能） C
接液部処理 耐動圧形　＊3 F

耐脈動形　＊4 J
禁油処理 G
禁油禁水処理 H
電解研磨 K
不動態処理 W

＊3　プロセス接続IDF1Sを除く、精度は表記の値、周囲温度特性は表記の3.5倍とする。
＊4　プロセス接続IDF2S（フラッシュ）のみ、精度は表記の値の1.5倍、周囲温度特性は

           表記の6倍とする。
　 　 また、周囲温度範囲は10～45℃、接液部温度範囲は10～45℃とする。
＊5　大気開放口内装形選択の場合：付加仕様１の内蔵デジタル指示計を選択のこと。

注）＊1　クランプの圧力定格の範囲で使用してください。
　　＊2　出荷納入後の製品の改造は対応できませんのでご了承ください。
　　　　　例：　デジタル指示計追加・削除、可変レンジ機能付（通信機能付）

 の追加・削除

接液部
ダイアフラム／ダイアフ
ラム以外の接液部材質／
封入液

CBSUS316L／SUS316L／プロピレングリコール
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機器設定上の注意
次の設置箇所については、標準仕様では機器故障の可能性があ
りますので、耐動圧形仕様、耐脈動形仕様にてご使用ください。
● 耐動圧形仕様の使用推奨箇所

(1)  バッチプロセスにより繰返しプロセス動圧が本器へと
印加される箇所

 （例：ビール樽詰め装置の充填機および内洗機）
(2)  タンクのシャワー洗浄が直接受圧部へとかかる箇所
 （例：コニカルタンクのトップ）
(3)  その他プロセス動圧が本器へと印加される箇所
 （例：曲がり配管近傍）

外形寸法図

表SH-3
形　番 プロセス接続サイズ φD φK φM
AH2X IDF1S

50.5 43.5
22

AH3X IDF1.5S 28
AH4X IDF2S 64 56.5 43

表SH-5

● 耐脈動形仕様の使用推奨箇所
(1)  プロセスの脈動を直接受ける箇所
 （例：ロータリーポンプ出口）

（単位：mm）

表SH-4　ターミナル記号の説明
形　番 記号の説明

SUPPLY＋、SUPPLY－ 電源入力用端子
CHK＋、CHK－ チェックメ－タ用端子

接地端子
ZERO 内部ゼロ
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サニタリ形袋ナット式仕様　口径　IDF 1.5S、2S　

レンジ設定範囲： 表SC-1をご覧ください。
測定スパン： 表SC-1をご覧ください。
精度： 表SC-1をご覧ください。
耐過負荷： 表SC-1をご覧ください。
プロセス接続： IDF　1.5S、2S　袋ナット式
材質： ダイアフラム SUS316L
 接液部 SUS316L
 発信部ケ－ス アルミニウム合金
封入液： プロピレングリコール
使用圧力範囲： 10kPa abs～レンジ設定範囲上限値
  または袋ナット圧力定格まで
 負側の使用圧力範囲は図6をご覧ください。

周囲温度範囲： －10～＋70℃（-Jのときは注＊4参照）
接液部温度範囲： －10～＋121℃（-Jのときは注＊4参照）
 スチ－ム洗浄時、150℃ 60分
 注） 本体部とサニタリヘルール部のねじ込み部の

温度が110℃を超えないこと。

輸送保管温度範囲： －30～＋80℃
使用湿度範囲： 5～100%RH
接液部温度特性： 接液部温度が変化したときのゼロシフト
 （周囲温度25℃のとき）：参考値

PTG60S

2S 1.5S －F －J

A 12 85 180 250

P＝±(t－25)×A
P＝ゼロシフト量　Pa
t＝接液温度　℃

周囲温度特性： (ゼロシフト)表SC-2をご覧ください。
質量： 1.5S: 約1.4kg、2S: 約1.7kg
その他仕様： 共通仕様をご覧ください。

表SC-1：サニタリ形　レンジ設定範囲／測定スパン／精度／耐過負荷／プロセス接続 表SC-2：　周囲温度特性（ゼロシフト）注3
形番 レンジ設定範囲 測定スパン 精度 耐過負荷 プロセス接続 形番 測定スパン 周囲温度特性：1.5S袋ナット 周囲温度特性：2S袋ナット

PTG60S−□3 -100～100kPa 10～100kPa
注1）2）
±0.5% 

F.S.

200kPa 1.5S、2S PTG60S−□3 10～100kPa ±（0.38×40/X+0.012）%/℃ ±（0.08×40/X+0.012）%/℃ 注4

PTG60S−□4 -100～400kPa 40～400kPa 800kPaまたは
袋ナット圧力定格まで 1.5S、2S

PTG60S−□4 40～400kPa ±（0.2×80/X+0.012）%/℃ ±（0.043×80/X+0.012）%/℃ 注4
PTG60S−□5 0.2～2MPa ±（0.05×0.4/X+0.012）%/℃ ±（0.019×0.4/X+0.012）%/℃ 注5

PTG60S−□5 -0.1～2MPa 0.2～2MPa 4MPaまたは
袋ナット圧力定格まで 1.5S、2S

注1） 表記の精度は、Ｘが最大スパン（ＳMAX）の1/5以上の場合です。 
ＸがＳMAXの1/5未満の場合は次の計算式によります。

 下限値（LRV）＝0、上限値（URV）＞0のときに限ります。

  精度  =  ±0.5%×　　　　　・・・（1）

注2） 負側精度（参考）：
 上限値（URV）、下限値（LRV）のどちらか、または両方が0（ゼロ）未満

の場合の精度（参考値）
 ±3%F.Sまたは（1）の算出結果のどちらか大きい方。

注3） 表記の特性は、設定レンジの上限値、下限値または設定スパンの内、最も大きい
値（Ｘ）に対するものです。

注4） Xの単位はkPa
注5） Xの単位はMPa

形番構成表

ＳMAX
5×X

形番例：ＰＴＧ６０Ｓ－Ｇ３ＣＢＡC４Ｘ－Ｘ－Ｘ 基礎形番 選択仕様 付加仕様１ 付加仕様２

－ － －

Ｘ 付加仕様2なし
1 テストレポ－ト　

2 接液部ミルシート

　書験試圧耐4G2/1G　格規口トッジンコ気電造構体本
スパン＊1 6310～100kPa トレ－サビリティ証明書

Ｊ44～400kPa 禁油処理証明書
書明証理処水禁油禁Ｐ50.2～2MPa

Ｎ 大気開放口内装形　　＊5

プロセス接続 IDF1.5Sヘル－ル（フラッシュ）　袋ナット式 AC3X
IDF2Sヘル－ル（フラッシュ）　袋ナット式 AC4X

付加仕様1なし X
内蔵デジタル指示計付　 M
重防食塗装 B

C）能機信通（付能機ジンレ変可
F3＊　形圧動耐理処部液接
J4＊　形動脈耐
G理処油禁
H理処水禁油禁
K磨研解電
W理処態動不

注）＊1　袋ナットの圧力定格の範囲で使用してください。
　　＊2　出荷納入後の製品の改造は対応できませんのでご了承ください。
　　　　　例：　デジタル指示計追加・削除、可変レンジ機能付（通信機能付）の追加・削除
　　＊3　精度は表記の値、周囲温度特性は表記の3.5倍とする。
　　＊4　プロセス接続IDF2S（フラッシュ）のみ、精度は表記の値の1.5倍、周囲温度特性は表記の6倍とする。
　　　　   また、周囲温度範囲は10～45℃、接液部温度範囲は10～45℃とする。
　　＊5　大気開放口内装形選択の場合：付加仕様１の内蔵デジタル指示計を選択のこと。

圧力センサ　Bravolightシリ－ズ
サニタリ形 　＊2 PTG60S製品区分

接液部
ダイアフラム／ダイアフ
ラム以外の接液部材質／
封入液

SUS316L／SUS316L／プロピレン
グリコール CB
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機器設定上の注意
次の設置箇所については、標準仕様では機器故障の可能性があ
りますので、耐動圧形仕様、耐脈動形仕様にてご使用ください。
● 耐動圧形仕様の使用推奨箇所

(1)  バッチプロセスにより繰返しプロセス動圧が本器へと
印加される箇所

 （例：ビール樽詰め装置の充填機および内洗機）
(2)  タンクのシャワー洗浄が直接受圧部へとかかる箇所
 （例：コニカルタンクのトップ）
(3)  その他プロセス動圧が本器へと印加される箇所
 （例：曲がり配管近傍）

外形寸法図

表SC-3
形　番 プロセス接続サイズ φD φM A B
AC3X IDF1.5D 60 28 42.7 47
AC4X IDF2S 75 43 56,2 60.5

● 耐脈動形仕様の使用推奨箇所
(1)  プロセスの脈動を直接受ける箇所
 （例：ロータリーポンプ出口）

（単位：mm）

表SC-4　ターミナル記号の説明
形　番 記号の説明

SUPPLY＋、SUPPLY－ 電源入力用端子
CHK＋、CHK－ チェックメ－タ用端子

接地端子
ZERO 内部ゼロ
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サニタリ形フィン付クランプ式仕様　口径　IDF 1S、1.5S、2S

レンジ設定範囲： 表KH-1をご覧ください。
測定スパン： 表KH-1をご覧ください。
精度： 表KH-1をご覧ください。
耐過負荷： 表KH-1をご覧ください。
プロセス接続： IDF　1S、1.5S、2Sクランプ式
材質： ダイアフラム SUS316L
 接液部 SUS316L
 発信部ケ－ス アルミニウム合金
封入液： プロピレングリコール
使用圧力範囲： 10kPa abs～レンジ設定範囲上限値
  またはクランプ圧力定格まで
 負側の使用圧力範囲は図7をご覧ください。

周囲温度範囲： －10～＋70℃
接液部温度範囲： －10～＋150℃
 スチ－ム洗浄時、150℃ 60分
 注） 本体部とサニタリヘルール部のねじ込み部の

温度が110℃を超えないこと。

輸送保管温度範囲： －30～＋80℃
使用湿度範囲： 5～100%RH
接液部温度特性： 接液部温度が変化したときのゼロシフト
 （周囲温度25℃のとき）：参考値

PTG60K

2S 1.5S 1S

A 12 85 150

P＝±(t－25)×A
P＝ゼロシフト量　Pa
t＝接液温度　℃

周囲温度特性： (ゼロシフト)表KH-2をご覧ください。
質量： 約1.4kg
その他仕様： 共通仕様をご覧ください。

表KH-1：サニタリ形　レンジ設定範囲／測定スパン／精度／耐過負荷／プロセス接続 表KH-2：　周囲温度特性（ゼロシフト）注3
形番 レンジ設定範囲 測定スパン 精度 耐過負荷 プロセス接続 形番 測定スパン 周囲温度特性：1Sクランプ 周囲温度特性：1.5Sクランプ

PTG60K−□3 -100～100kPa 20～100kPa
注1）2）
±0.5% 

F.S.

200kPa 1.5S、2S PTG60K−□3 20～100kPa － ±（0.517×40/X+0.012）%/℃ 注4

PTG60K−□4 -100～400kPa 40～400kPa 800kPaまたは
クランプ圧力定格まで 1S、1.5S、2S

PTG60K−□4 40～400kPa ±（1.28×80/X+0.012）%/℃ ±（0.263×80/X+0.012）%/℃ 注4
PTG60K−□5 0.2～2MPa ±（0.26×0.4/X+0.012）%/℃ ±（0.06×0.4/X+0.012）%/℃ 注5

PTG60K−□5 -0.1～2MPa 0.2～2MPa 4MPaまたは
クランプ圧力定格まで 1S、1.5S、2S

形番 測定スパン 周囲温度特性：2Sクランプ
PTG60K−□3 20～100kPa ±（0.083×40/X+0.012）%/℃ 注4
PTG60K−□4 40～400kPa ±（0.046×80/X+0.012）%/℃ 注4
PTG60K−□5 0.2～2MPa ±（0.02×0.4/X+0.012）%/℃ 注5

注1） 表記の精度は、Ｘが最大スパン（ＳMAX）の1/5以上の場合です。 
ＸがＳMAXの1/5未満の場合は次の計算式によります。

 下限値（LRV）＝0、上限値（URV）＞0のときに限ります。

  精度  =  ±0.5%×　　　　　・・・（1）

注2） 負側精度（参考）：
 上限値（URV）、下限値（LRV）のどちらか、または両方が0（ゼロ）未満

の場合の精度（参考値）
 ±3%F.Sまたは（1）の算出結果のどちらか大きい方。

注3） 表記の特性は、設定レンジの上限値、下限値または設定スパンの内、最も大きい
値（Ｘ）に対するものです。

注4） Xの単位はkPa
注5） Xの単位はMPa

形番構成表

ＳMAX
5×X

形番例：ＰＴＧ６０Ｋ－Ｇ３ＣＢＡＨ４Ｘ－Ｘ－Ｘ 基礎形番 選択仕様 付加仕様１ 付加仕様２

－ － －

製品区分 圧力センサ　Bravolightシリ－ズ
サニタリ形 フィン付　＊2 PTG60K Ｘ 付加仕様2なし

1 テストレポ－ト　
トーシルミ部液接2G2/1G　格規口トッジンコ気電造構体本

　書験試圧耐43）く除をS1（20～100kPa1＊ンパス
644～400kPa トレ－サビリティ証明書

書明証理処油禁Ｊ50.2～2MPa

Ｐ 禁油禁水処理証明書

Ｎ 大気開放口内装形　　＊3

プロセス接続 IDF1Sヘル－ル（フラッシュ）　クランプ式 AH2X
IDF1.5Sヘル－ル（フラッシュ）　クランプ式 AH3X
IDF2Sヘル－ル（フラッシュ）　クランプ式 AH4X

付加仕様1なし X
内蔵デジタル指示計付　 M
重防食塗装 B

C　）能機信通（付能機ジンレ変可
G理処油禁理処部液接
H理処水禁油禁
K磨研解電
W理処態動不

注）＊1　クランプの圧力定格の範囲で使用してください。
　　＊2　出荷納入後の製品の改造は対応できませんのでご了承ください。
　　　　　例：　デジタル指示計追加・削除、可変レンジ機能付（通信機能付）の追加・削除
　　＊3　大気開放口内装形選択の場合：付加仕様１の内蔵デジタル指示計を選択のこと。

SUS316L／SUS316L／プロピレングリコール

接液部
ダイアフラム／ダイアフ
ラム以外の接液部材質／
封入液

CB
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機器設定上の注意
次の設置箇所については、機器故障の可能性がありますので、
圧力、温度などが本器の仕様内の場合でも本器をご使用になら
ないでください。
(1)  バッチプロセスにより繰返しプロセス動圧が本器へと印加

される箇所
  （例：ビール樽詰め装置の充填機および内洗機）
(2)  タンクのシャワー洗浄が直接受圧部へとかかる箇所
  （例：コニカルタンクのトップ）

外形寸法図

表KH-3
形　番 プロセス接続サイズ φD φK φM
AH2X IDF1S

50.5 43.5
22

AH3X IDF1.5S 28
AH4X IDF2S 64 56.5 43

(3)  その他プロセス動圧が本器へと印加される箇所
  （例：曲がり配管近傍）
(4)  プロセスの脈動を直接受ける箇所
  （例：ロータリーポンプ出口）

（単位：mm）

表KH-4　ターミナル記号の説明
形　番 記号の説明

SUPPLY＋、SUPPLY－ 電源入力用端子
CHK＋、CHK－ チェックメ－タ用端子

接地端子
ZERO 内部ゼロ
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サニタリ形フィン付袋ナット式仕様　口径　IDF 1.5S、2S

レンジ設定範囲： 表KC-1をご覧ください。
測定スパン： 表KC-1をご覧ください。
精度： 表KC-1をご覧ください。
耐過負荷： 表KC-1をご覧ください。
プロセス接続： IDF　1.5S、 2S　袋ナット式
材質： ダイアフラム SUS316L
 接液部 SUS316L
 発信部ケ－ス アルミニウム合金
封入液： プロピレングリコール
使用圧力範囲： 10kPa abs～レンジ設定範囲上限値
  または袋ナット圧力定格まで
 負側の使用圧力範囲は図7をご覧ください。

周囲温度範囲： －10～＋70℃
接液部温度範囲： －10～＋150℃
 注） 本体部とサニタリヘルール部のねじ込み部の

温度が110℃を超えないこと。

輸送保管温度範囲： －30～＋80℃
使用湿度範囲： 5～100%RH
接液部温度特性： 接液部温度が変化したときのゼロシフト
 （周囲温度25℃のとき）：参考値

PTG60K

2S 1.5S

A 12 85

P＝±(t－25)×A
P＝ゼロシフト量　Pa
t＝接液温度　℃

周囲温度特性： (ゼロシフト)表KC-2をご覧ください。
質量： 1.5S: 約1.6kg、2S: 約1.9kg
その他仕様： 共通仕様をご覧ください。

表KC-1：サニタリ形　レンジ設定範囲／測定スパン／精度／耐過負荷／プロセス接続 表KC-2：　周囲温度特性（ゼロシフト）注3
形番 レンジ設定範囲 測定スパン 精度 耐過負荷 プロセス接続 形番 測定スパン 周囲温度特性：1.5S袋ナット 周囲温度特性：2S袋ナット

PTG60K−□3 -100～100kPa 20～100kPa
注1）2）
±0.5% 

F.S.

200kPa 1.5S、2S PTG60K−□3 20～100kPa ±（0.517×40/X+0.012）%/℃ ±（0.083×40/X+0.012）%/℃ 注4

PTG60K−□4 -100～400kPa 40～400kPa 800kPaまたは
袋ナット圧力定格まで 1.5S、2S

PTG60K−□4 40～400kPa ±（0.263×80/X+0.012）%/℃ ±（0.046×80/X+0.012）%/℃ 注4
PTG60K−□5 0.2～2MPa ±（0.06×0.4/X+0.012）%/℃ ±（0.02×0.4/X+0.012）%/℃ 注5

PTG60K−□5 -0.1～2MPa 0.2～2MPa 4MPaまたは
袋ナット圧力定格まで 1.5S、2S

注1） 表記の精度は、Ｘが最大スパン（ＳMAX）の1/5以上の場合です。 
ＸがＳMAXの1/5未満の場合は次の計算式によります。

 下限値（LRV）＝0、上限値（URV）＞0のときに限ります。

  精度  =  ±0.5%×　　　　　・・・（1）

注2） 負側精度（参考）：
 上限値（URV）、下限値（LRV）のどちらか、または両方が0（ゼロ）未満

の場合の精度（参考値）
 ±3%F.Sまたは（1）の算出結果のどちらか大きい方。

注3） 表記の特性は、設定レンジの上限値、下限値または設定スパンの内、最も大きい
値（Ｘ）に対するものです。

注4） Xの単位はkPa
注5） Xの単位はMPa

形番構成表

ＳMAX
5×X

形番例：ＰＴＧ６０Ｋ－Ｇ３ＣＢＡC４Ｘ－Ｘ－Ｘ 基礎形番 選択仕様 付加仕様１ 付加仕様２

－ － －

製品区分 圧力センサ　Bravolightシリ－ズ
サニタリ形 フィン付　＊2 ＸK06GTP 付加仕様2なし

1 テストレポ－ト　
トーシルミ部液接2G2/1G　格規口トッジンコ気電造構体本

スパン＊１ 4320～100kPa 耐圧試験書　
644～400kPa トレ－サビリティ証明書

書明証理処油禁Ｊ50.2～2MPa

Ｐ 禁油禁水処理証明書

Ｎ 大気開放口内装形　　＊3

プロセス接続 IDF1.5Sヘル－ル（フラッシュ）　袋ナット式 AC3X
IDF2Sヘル－ル（フラッシュ）　袋ナット式 AC4X

付加仕様1なし X

内蔵デジタル指示計付 M
重防食塗装 B

C）能機信通（付能機ジンレ変可
G理処油禁理処部液接
H理処水禁油禁
K磨研解電
W理処態動不

注）＊1　袋ナットの圧力定格の範囲で使用してください。
　　＊2　出荷納入後の製品の改造は対応できませんのでご了承ください。
　　　　　例：　デジタル指示計追加・削除、可変レンジ機能付（通信機能付）の追加・削除
　　＊3　大気開放口内装形選択の場合：付加仕様１の内蔵デジタル指示計を選択のこと。

接液部
ダイアフラム／ダイアフ
ラム以外の接液部材質／
封入液

SUS316L／SUS316L／プロピレングリコー CB
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機器設定上の注意
次の設置箇所については、機器故障の可能性がありますので、
圧力、温度などが本器の仕様内の場合でも本器をご使用になら
ないでください。
(1)  バッチプロセスにより繰返しプロセス動圧が本器へと印加

される箇所
  （例：ビール樽詰め装置の充填機および内洗機）
(2)  タンクのシャワー洗浄が直接受圧部へとかかる箇所
  （例：コニカルタンクのトップ）

外形寸法図

表KC-3
形　番 プロセス接続サイズ φD φM A B
AC3X IDF1.5S 60 28 42.7 47
AC4X IDF2S 75 43 56.2 60.5

(3)  その他プロセス動圧が本器へと印加される箇所
  （例：曲がり配管近傍）
(4)  プロセスの脈動を直接受ける箇所
  （例：ロータリーポンプ出口）

（単位：mm）

表KC-4　ターミナル記号の説明
形　番 記号の説明

SUPPLY＋、SUPPLY－ 電源入力用端子
CHK＋、CHK－ チェックメ－タ用端子

接地端子
ZERO 内部ゼロ
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サニタリリモート形クランプ式仕様　口径　IDF 1.5S、2S

レンジ設定範囲： 表TH-1をご覧ください。
測定スパン： 表TH-1をご覧ください。
精度： 表TH-1をご覧ください。
耐過負荷： 表TH-1をご覧ください。
プロセス接続： IDF　1.5S、2Sクランプ式
材質： ダイアフラム SUS316L
 接液部 SUS316L
 発信部ケ－ス アルミニウム合金
 キャピラリ被膜 オレフィン
封入液： プロピレングリコール
使用圧力範囲： 10kPa abs～レンジ設定範囲上限値
  またはクランプ圧力定格まで
 負側の使用圧力範囲は図8をご覧ください。

周囲温度範囲： 1.5S: －5～＋55℃、 2S: －5～＋60℃
接液部温度範囲： －5～＋121℃
 スチ－ム洗浄時、150℃ 60分
 注） 本体部とサニタリヘルール部のねじ込み部の

温度が110℃を超えないこと。

輸送保管温度範囲： －5～＋50℃
使用湿度範囲： 5～100%RH
接液部温度特性： 接液部温度が変化したときのゼロシフト
 （周囲温度25℃のとき）：参考値

PTG60T

2S 1.5S

A 12 85

P＝±(t－25)×A
P＝ゼロシフト量　Pa
t＝接液温度　℃

周囲温度特性： (ゼロシフト)表TH-2をご覧ください。
質量： 約1.8kg（キャピラリー長さ3ｍ時）
その他仕様： 共通仕様をご覧ください。

表TH-1：サニタリリモート形　レンジ設定範囲／測定スパン／精度／耐過負荷／プロセス接続 表TH-2：　周囲温度特性（ゼロシフト）注3
形番 レンジ設定範囲 測定スパン 精度 耐過負荷 プロセス接続 形番 測定スパン 周囲温度特性：1.5Sクランプ 周囲温度特性：2Sクランプ

PTG60T−□3 -100～100kPa 10～100kPa
注1）2）
±0.5% 

F.S.

200kPa 2S PTG60T−□3 10～100kPa － ±（0.383×40/X+0.012）%/℃ 注4

PTG60T−□4 -100～400kPa 40～400kPa 800kPaまたは
クランプ圧力定格まで 1.5S、2S

PTG60T−□4 40～400kPa ±（1.130×80/X+0.012）%/℃ ±（0.196×80/X+0.012）%/℃ 注4
PTG60T−□5 0.2～2MPa ±（0.237×0.4/X+0.012）%/℃ ±（0.05×0.4/X+0.012）%/℃ 注5

PTG60T−□5 -0.1～2MPa 0.2～2MPa 4MPaまたは
クランプ圧力定格まで 1.5S、2S

注1） 表記の精度は、Ｘが最大スパン（ＳMAX）の1/5以上の場合です。 
ＸがＳMAXの1/5未満の場合は次の計算式によります。

 下限値（LRV）＝0、上限値（URV）＞0のときに限ります。

  精度  =  ±0.5%×　　　　　・・・（1）

注2） 負側精度（参考）：
 上限値（URV）、下限値（LRV）のどちらか、または両方が0（ゼロ）未満

の場合の精度（参考値）
 ±3%F.Sまたは（1）の算出結果のどちらか大きい方。

注3） 表記の特性は、設定レンジの上限値、下限値または設定スパンの内、最も大きい
値（Ｘ）に対するものです。

注4） Xの単位はkPa
注5） Xの単位はMPa

形番構成表

ＳMAX
5×X

形番例：ＰＴＧ６０Ｔ－Ｇ３ＣＢＡＨ４ＸＧ－Ｘ－Ｘ 基礎形番 選択仕様 付加仕様１ 付加仕様２

－－－

製品区分 圧力センサ　Bravolightシリ－ズ
サニタリリモート形　 ＊2 ＸT06GTP 付加仕様2なし

1 テストレポ－ト　
トーシルミ部液接2G2/1G　格規口トッジンコ気電造構体本

スパン＊1 10～100kPa（2Sのみ） 43 耐圧試験書　
6440～400kPa トレ－サビリティ証明書

50.2～2MPa

Ｊ 禁油処理証明書

プロセス接続 IDF1.5Sヘル－ル（フラッシュ）　クランプ式 AH3X Ｐ 禁油禁水処理証明書
IDF2Sヘル－ル（フラッシュ）　クランプ式 AH4X Ｎ 大気開放口内装形　　＊3

E）き付覆被ンィフレオ（1mさ長ーリラピャキ
G）き付覆被ンィフレオ（3m
J）き付覆被ンィフレオ（5m

付加仕様1なし X

内蔵デジタル指示計付　 M
重防食塗装 B
可変レンジ機能付（通信機能） C

G理処油禁理処部液接
H理処水禁油禁
K磨研解電
W理処態動不

注）＊1　クランプの圧力定格の範囲で使用してください。
　　＊2　出荷納入後の製品の改造は対応できませんのでご了承ください。
　　　　　例：　デジタル指示計追加・削除、可変レンジ機能付（通信機能付）の追加・削除
　　＊3　大気開放口内装形選択の場合：付加仕様１の内蔵デジタル指示計を選択のこと。

２インチパイプ／パネル取
付用取付金具Ｈ接液部

ダイアフラム／ダイアフ
ラム以外の接液部材質／
封入液

CBSUS316L／SUS316L／プロピレングリコール
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外形寸法図

表TH-3
形　番 ヘルールサイズ φD φK φM
AH3X IDF1.5S 50.5 43.5 28
AH4X IDF2S 64 56.5 43

表TH-5
形　番 L

E 1m
G 3m
J 5m

（単位：mm）

表TH-4　ターミナル記号の説明
形　番 記号の説明

SUPPLY＋、SUPPLY－ 電源入力用端子
CHK＋、CHK－ チェックメ－タ用端子

接地端子
ZERO 内部ゼロ
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サニタリリモート形袋ナット式仕様　口径　IDF 1.5S、 2S

レンジ設定範囲： 表TC-1をご覧ください。
測定スパン： 表TC-1をご覧ください。
精度： 表TC-1をご覧ください。
耐過負荷： 表TC-1をご覧ください。
プロセス接続： IDF　1.5S、2S袋ナット式
材質： ダイアフラム SUS316L
 接液部 SUS316L
 発信部ケ－ス アルミニウム合金
 キャピラリ被膜 オレフィン
封入液： プロピレングリコール
使用圧力範囲： 10kPa abs～レンジ設定範囲上限値
  またはクランプ圧力定格まで
 負側の使用圧力範囲は図8をご覧ください。

周囲温度範囲： 1.5S: －5～＋55℃、 2S: －5～＋60℃
接液部温度範囲： －5～＋121℃
 スチ－ム洗浄時、150℃ 60分
 注） 本体部とサニタリヘルール部のねじ込み部の

温度が110℃を超えないこと。

輸送保管温度範囲： －5～＋50℃
使用湿度範囲： 5～100%RH
接液部温度特性： 接液部温度が変化したときのゼロシフト
 （周囲温度25℃のとき）：参考値

周囲温度特性： (ゼロシフト)表TC-2をご覧ください。
質量： 約2.3kg（キャピラリー長さ3ｍ時）
その他仕様： 共通仕様をご覧ください。

表TC-1：サニタリリモート形　レンジ設定範囲／測定スパン／精度／耐過負荷／プロセス接続 表TC-2：　周囲温度特性（ゼロシフト）注3
形番 レンジ設定範囲 測定スパン 精度 耐過負荷 プロセス接続 形番 測定スパン 周囲温度特性：1.5S袋ナット 周囲温度特性：2S袋ナット

PTG60T−□3 -100～100kPa 10～100kPa
注1）2）
±0.5% 

F.S.

200kPa 2S PTG60T−□3 10～100kPa － ±（0.383×40/X+0.012）%/℃ 注4

PTG60T−□4 -100～400kPa 40～400kPa 800kPaまたは
袋ナット圧力定格まで 1.5S、2S

PTG60T−□4 40～400kPa ±（1.130×80/X+0.012）%/℃ ±（0.196×80/X+0.012）%/℃ 注4
PTG60T−□5 0.2～2MPa ±（0.237×0.4/X+0.012）%/℃ ±（0.05×0.4/X+0.012）%/℃ 注5

PTG60T−□5 -0.1～2MPa 0.2～2MPa 4MPaまたは
袋ナット圧力定格まで 1.5S、2S

注1） 表記の精度は、Ｘが最大スパン（ＳMAX）の1/5以上の場合です。 
ＸがＳMAXの1/5未満の場合は次の計算式によります。

 下限値（LRV）＝0、上限値（URV）＞0のときに限ります。

  精度  =  ±0.5%×　　　　　・・・（1）

注2） 負側精度（参考）：
 上限値（URV）、下限値（LRV）のどちらか、または両方が0（ゼロ）未満

の場合の精度（参考値）
 ±3%F.Sまたは（1）の算出結果のどちらか大きい方。

注3） 表記の特性は、設定レンジの上限値、下限値または設定スパンの内、最も大きい
値（Ｘ）に対するものです。

注4） Xの単位はkPa
注5） Xの単位はMPa

形番構成表

ＳMAX
5×X

形番例：ＰＴＧ６０Ｔ－Ｇ３ＣＢＡC４ＸＧ－Ｘ－Ｘ 基礎形番 選択仕様 付加仕様１ 付加仕様２

－－－

製品区分 圧力センサ　Bravolightシリ－ズ
サニタリリモート形 　＊2 ＸT06GTP 付加仕様2なし

1 テストレポ－ト　
トーシルミ部液接2G2/1G　格規口トッジンコ気電造構体本

スパン＊1 10～100kPa（2Sのみ） 43 耐圧試験書　
6440～400kPa トレ－サビリティ証明書

50.2～2MPa

Ｊ 禁油処理証明書

プロセス接続 IDF1.5Sヘル－ル（フラッシュ）　袋ナット式 AC3X Ｐ 禁油禁水処理証明書
IDF2Sヘル－ル（フラッシュ）　袋ナット式 AC4X Ｎ 大気開放口内装形　　＊3

E）き付覆被ンィフレオ（1mさ長ーリラピャキ
G）き付覆被ンィフレオ（3m
J）き付覆被ンィフレオ（5m

付加仕様1なし X
内蔵デジタル指示計付　 M
重防食塗装 B
可変レンジ機能付（通信機能）　 C
接液部処理 禁油処理 G

H理処水禁油禁
電解研磨 K

W理処態動不

注）＊1　袋ナットの圧力定格の範囲で使用してください。
　　＊2　出荷納入後の製品の改造は対応できませんのでご了承ください。
　　　　　例：　デジタル指示計追加・削除、可変レンジ機能付（通信機能付）の追加・削除
　　＊3　大気開放口内装形選択の場合：付加仕様１の内蔵デジタル指示計を選択のこと。

接液部
ダイアフラム／ダイアフ
ラム以外の接液部材質／
封入液

SUS316L／SUS316L／プロピレングリコール

２インチパイプ／パネル取
付用取付金具Ｈ

CB
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外形寸法図

表TC-3
形　番 プロセス接続サイズ φD φM A B
AC3X IDF1.5S 60 28 42.7 47
AC4X IDF2S 75 43 56.2 60.5

表TC-5
形　番 L

E 1m
G 3m
J 5m

（単位：mm）

]

表TC-4　ターミナル記号の説明
形　番 記号の説明

SUPPLY＋、SUPPLY－ 電源入力用端子
CHK＋、CHK－ チェックメ－タ用端子

接地端子
ZERO 内部ゼロ

29



付属機器との組合わせ

・警報出力機能

・入力 /出力スケーリング機能

・アイソレーション出力

圧力センサ　PTG□□□

コミュニケータ

デジタル指示調節計　SDCシリーズ

フィールド・コミュニケーション・ソフトウェア

CFS100

　・レンジ設定

　・ダンピング設定など

　本器が可変レンジ付の場合に使用します。

指示警報計
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MEMO
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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

中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 店
九 州 支 社

（052）265-6207
（06）6881-3331
（082）554-0750
（093）285-3530

（33）

本　社 〒100-6419 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

お問い合わせは、当社事業所へお願いいたします。

本資料からの無断転載、複製はご遠慮ください。

〔ご注意〕 この資料の記載内容は、予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

☎
☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎

〈アズビル株式会社〉　https://www.azbil.com/jp/

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。

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

発行年月：1997年  6月　初版
改訂年月：2022年12月　第26版

Bravolightはアズビル株式会社の商標です。
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