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●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。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。

Wireless Watcher

監視機能付き無線ロガー　ワイヤレスウォッチャ
MD8000シリーズ（受信器USB接続タイプ/受信器イーサネット接続対応）

（注）掲載価格に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。

■特徴・概要
●受信器1台で最大60台（※PC1台で最大
360台）の送信器を一元管理。

●送信器に中継機能を内蔵、中継6段まで
可能。

●組合せ自在、豊富な送信器バリエーション。
●送信器に16000データ保存可能な内部メ
モリーを搭載。

●多彩な警報判定機能、Eメール通報機能
（※PCレス警報監視（受信器からEメール
通報））。

●送信器の検査成績書を標準付属、トレー
サビリティ証明書発行可能。

●受信器に専用アプリケーションソフトを
付属（※MD800R-00Lには付属せず）。

●Part11対応ソフトウェアを用意。
※は受信器イーサネット接続対応のみ

■送信機
機種 サーミスタ内蔵モデル サーミスタ外付けモデル 温湿度センサモデル 熱電対モデル 測温抵抗体モデル 電圧入力モデル
測定範囲 −10.0～50.0℃ −40.0～80.0℃ 温度：−10.0～50.0℃

湿度：0～100%RH
K熱電対：−200.0～800.0℃
T熱電対：−200.0～400.0℃

Pt100：−200.0～400.0℃ 電圧：±9.999V DC

応答性 約90分 約16分 温度：約12分、湿度：約30秒 ─
測定速度 （本体が20～30℃時）

±0.3℃±1digit

（上記以外）
±0.5℃±1digit

（本体が−5～50℃時）
±0.5℃±1digit

（上記以外）
±1.0℃±1digit

温度：
（本体が−5～50℃時）
±0.5℃±1digit

（上記以外）
±1.0℃±1digit
湿度：

（20～80%RH/本体が25℃時）
±3%RH±1digit
温度係数：±0.4%RH/℃

±0.1%rdg±0.5℃
（本体、コネクタが0～40℃

時、冷接点補償含む）

（本体が20～30℃時）
±0.2℃±1digit

（本体が0～20℃/30～40℃時）
±0.3℃±1digit

（本体が10～40℃時）
±0.003V DC±0.1%rdg

保護構造 IP67（防塵・防水構造） IP64（防塵・防水構造）
収録間隔 5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
収録容量 16,000データ/チャンネル
電源 アルカリ単3乾電池または、ニッケル水素充電池2本　※AC電源、専用バッテリタイプもあり
電池寿命 12ヶ月 11ヶ月 8ヶ月 4ヶ月 5ヶ月
通信方式 特定小電力無線ARIB STD T-67/無線周波数：429MHz帯/通信距離：屋内見通し約100m、屋外見通し約400m　※使用環境により変動
使用環境 使用温度範囲：−10～50℃、使用湿度範囲：10～80%RH（ただし結露なきこと）

■価格
機種 リード長 ケーブル長 熱電対入力 USB接続タイプ イーサネット接続対応

商品コード 型　式 価　格 商品コード 型　式 価　格
サーミスタ内蔵 MD8000-N00 MD8000-N00 ¥14,800 MD8010-N00 MD8010-N00 ¥23,800
サーミスタ外付け 約1m MD8001-100 MD8001-100 ¥16,800 MD8011-100 MD8011-100 ¥25,800
サーミスタ外付け 約3m MD8001-300 MD8001-300 ¥17,800 MD8011-300 MD8011-300 ¥26,800
サーミスタ外付け 約5m MD8001-500 MD8001-500 ¥18,800 MD8011-500 MD8011-500 ¥27,800
温湿度センサ 直付け MD8002-N00 MD8002-N00 ¥24,800 MD8012-N00 MD8012-N00 ¥33,800
温湿度センサ 1m MD8002-100 MD8002-100 ¥27,800 MD8012-100 MD8012-100 ¥36,800
温湿度センサ 3m MD8002-300 MD8002-300 ¥29,800 MD8012-300 MD8012-300 ¥38,800
温湿度センサ 5m MD8002-500 MD8002-500 ¥31,800 MD8012-500 MD8012-500 ¥40,800
熱電対 K熱電対 MD8003-K00 MD8003-K00 ¥24,000 MD8013-K00 MD8013-K00 ¥33,000
熱電対 T熱電対 MD8003-T00 MD8003-T00 ¥24,000 MD8013-T00 MD8013-T00 ¥33,000
測温抵抗体 MD8004-P00 MD8004-P00 ¥22,000 MD8014-P00 MD8014-P00 ¥31,000
電圧入力 MD8005-V00 MD8005-V00 ¥22,000 MD8015-V00 MD8015-V00 ¥31,000

■受信機
商品コード MD800R-00U MD800R-00 L
機　種 受信機（USB接続タイプ） 受信機（イーサネット接続対応）
型　式 MD800R-00U MD800R-00L
電　源 専用ACアダプタ 100～240V AC±10% 50/60Hz
使用環境 0～40℃、20～80℃RH（ただし結露なきこと）
価　格 ¥32,800 ¥58,000

※ MD800R-00Uのみ、アプリケーションソフトCD付属

■消耗品
商品コード 機　種 型　式 価　格
MD9203 交換用センサ MD9203 ¥8,800
MD9010 取付ホルダー MD9010 ¥2,700

MD800R-00U MD800R-00L

サーミスタ内蔵モデル熱電対モデルサーミスタ外付けモデル 測温抵抗体モデル温湿度センサモデル 電圧入力モデル

MD8000シリーズは無線式モニタリングシステムです。計測したい場所に送信器を設置し、無線経路の決定・変更や各
種設定・確認（収録設定、警報設定、警報の確認、電波状況の確認等）、モニタリングは専用アプリケーションソフトを
使いPC上から行えます。




