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15.計測機器分析・計測・試験機器

熱画像カメラ
Thermographic Camera

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。
●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

■仕様
商品コード FLIR C2
型 式 FLIR C2
解像度 80×60（4,800ピクセル）
視野角（FOV） 41°×31°
フォーカス フォーカスフリー
フレームタイム 9Hz
対象温度範囲 −10～150℃
精度 ±2%または±2℃のどちらか大きい値
保存媒体 内蔵メモリ保存（画像500枚以上）
バッテリ 3.7V再充電可能なリチウムイオンポリマー電池
稼働時間 2時間
充電方法 カメラ内
充電時間 1.5時間
動作温度範囲 −10～50℃
保管温度範囲 −40～70℃
外形寸法・質量 幅125×奥行24×高さ80mm ・ 130g
価 格 ¥99,800

コンパクトサーモグラフィカメラ
FLIR C2
胸ポケットに入るサーモグラフィ

携帯用小形熱画像カメラ
CPA-E4/CPA-E5/CPA-E6/CPA-E8
広角レンズ仕様で効率的診断

携帯用小形熱画像カメラ
CPA-E40A/CPA-E50A/CPA-E60A
ハイ・コストパフォーマンス・モデル

携帯用小形熱画像カメラ
CPA-E40ABX/CPA-E50ABX/CPA-E60ABX
建築向きハイ・コストパフォーマンス・モデル

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。
●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

商品コード CPA-E4 CPA-E5 CPA-E6 CPA-E8
型 式 CPA-E4 CPA-E5 CPA-E6 CPA-E8
画素数 80×60 120×90 160×120 320×240
測定温度範囲 −20～250℃
温度分解能 0.15℃ 0.10℃ 0.06℃
測定視野角（FOV） 45°×34°
精度定格 ±2%または±2℃のどちらか大きい値
フレームタイム 9Hz
電源 AC電源およびバッテリ
バッテリ リチウムイオンバッテリ　4時間
使用温度範囲 −15～50℃
保存温度範囲 −40～70℃
防塵防滴構造 IP54
外形寸法・質量 幅95×奥行140×高さ244mm ・ 575g
価 格 ¥140,000 ¥280,000 ¥380,000 ¥680,000

■仕様

商品コード CPA-E40A CPA-E50A CPA-E60A
型 式 CPA-E40A CPA-E50A CPA-E60A
素子数 160×120ピクセル 240×180ピクセル 320×240ピクセル
測定視野角（FOV） 25°×19°（最小結像距離0.2m）
測定温度範囲 レンジ1：−20～120℃　レンジ2：0～650℃

温度分解能 0.07℃（30℃黒体に
おいて）

0.05℃（30℃黒体において）

精度定格 ±2%または±2℃のどちらか大きい値
測定波長 7.5μm～13μm
電源 AC電源およびリチウムイオンバッテリ
動作時間 4時間駆動
使用温度範囲 −15～50℃
保存温度範囲 −40～70℃
防塵防滴構造 IP54
外形寸法・質量 幅97×奥行184×高さ246mm ・ 800g
価 格 ¥580,000 ¥780,000 ¥980,000

■仕様

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。
●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

商品コード CPA-E40ABX CPA-E50ABX CPA-E60ABX
型 式 CPA-E40ABX CPA-E50ABX CPA-E60ABX
素子数 160×120ピクセル 240×180ピクセル 320×240ピクセル
測定視野角（FOV） 25°×19°（最小結像距離0.2m）
測定温度範囲 −20℃～120℃
温度分解能 0.045℃（30℃黒体において）
精度定格 ±2%または±2℃のどちらか大きい値
測定波長 7.5μm～13μm
フレームタイム 60Hz
電源 AC電源およびリチウムイオンバッテリ
動作時間 4時間駆動
使用温度範囲 −15～50℃
保存温度範囲 −40～70℃
防塵防滴構造 IP54
外形寸法・質量 幅97×奥行184×高さ246mm ・ 800g
価 格 ¥580,000 ¥780,000 ¥980,000

■仕様

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。
●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。



●仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。
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■仕様

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

商品コード CPA-T420A CPA-T440 CPA-T460
型 式 CPA-T420A CPA-T440 CPA-T460
素子数 320×240ピクセル
測定視野角（FOV） 25°×19°（最小結像距離0.4m）
測定温度範囲 レンジ1：−20℃～120℃

レンジ2：0～650℃
レンジ1：−20℃～120℃
レンジ2：0～650℃
レンジ3：250～1200℃

レンジ1：−20℃～120℃
レンジ2：0～650℃
レンジ3：250～1500℃

温度分解能 0.04℃（30℃黒体において） 0.03℃
（30℃黒体において）

精度定格 ±2%または±2℃のどちらか大きい値 ±2%または±2℃のどち
らか大きい値（測定対象物
温度が5～120℃で周囲温
度が10～35℃の時、測定
の±1%または1℃）

測定波長 7.5μm～13μm
フレームタイム 60Hz
電源 AC電源およびリチウムイオンバッテリ
動作時間 4時間駆動
使用温度範囲 −15～50℃、90%RH以下（結露しないこと）
保存温度範囲 −40～70℃
防塵防滴構造 IP54
三脚取付 1/4−20UNC
外形寸法・質量 幅201×奥行125×高さ106mm ・ 880g
価 格 ¥1,180,000 ¥1,480,000 ¥1,780,000

最高の操作性と豊富なアクセサリー
のロングセラー

高機能小形熱画像カメラ
CPA-T400 シリーズ

商品コード CPA-T620 CPA-T640A CPA-T660
型 式 CPA-T620 CPA-T640A CPA-T660
素子数 非冷却マイクロボロメータ　640×480ピクセル
測定視野角（FOV） 25°×19°（最小結像距離0.25m）
ビューファインダー なし あり
測定温度範囲 レンジ1：−40℃～150℃

レンジ2：100～650℃
レンジ3：300～2000℃

（レンジ3はオプション）

レンジ1：−40℃～150℃
レンジ2：100～650℃
レンジ3：300～2000℃

温度分解能
0.04℃

（30℃黒体において）
0.03℃

（30℃黒体において）
0.02℃

（30℃黒体において）
精度定格 ±2%または±2℃のどちらか大きい値 ±1%または±1℃～

（限定）
測定波長 7.8μm～14μm
フレームタイム 30Hz
電源 AC電源およびリチウムイオンバッテリ
動作時間 2.5時間駆動
使用温度範囲 −15～50℃
保存温度範囲 −40～70℃
防塵防滴構造 IP54
三脚取付 1/4−20UNC
外形寸法・質量 幅143×奥行95×高さ195mm ・ 1300g
価 格 ¥1,980,000 ¥2,480,000 ¥2,980,000

■仕様

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

最高解像度、最高温度分解能の
フラッグシップモデル

高機能形熱画像カメラ
CPA-T600 シリーズ

炉内（炎越し）計測用
赤外線サーモグラフィ

炎越し計測用熱画像カメラ
CPA-GF309

商品コード CPA-GF309
型 式 CPA-GF309
温度測定範囲 −40～1500℃
素子数 320×240画素
精度定格 0～100℃…±1℃

0℃未満、100℃超過…測定値の±2%
測定波長 3.8μm～4.05μm
測定視野角 24°×18°（測定距離0.3m以上）
フレームタイム 60Hz
保存媒体 SD/SDHCカード、2スロット
インターフェイス USB-mini/USB-A、HDMI
電源 AC電源およびリチウムイオンバッテリ
バッテリ駆動時間 3時間
使用温度範囲 −20～50℃
保存温度範囲 −40～70℃
防塵防滴構造 IP54
付属品 レンズキャップ、SDカード、キャリングケース、AC電源ユニット、バッテリ（2

個）、USBケーブル、ビデオケーブル、ストラップ、FLIR Toolsソフト、クイック
ガイド、取扱説明書（CD-ROM）、ヒートシールド

外形寸法・質量 幅305×奥行161×高さ169mm ・ 2400g

■仕様

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
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