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独自開発のセンサ技術を搭載したヴァ
イサラの露点計測器は、幅広いライン
アップを取り揃え、あらゆる圧縮空気シ
ステムに対応することができます。お客
様のシステムにおいて、重要な露点温度
や計測したいポイント、用途や計測機器
の特別なアプリケーションはどのよう
なものでしょうか。ご使用の圧縮空気シ
ステムの長寿命化や、工程品質の改善、
コストの削減がこれまで以上に簡単に
なります。

ヴァイサラのDRYCAP®（低露点センサ）
およびHUMICAP®（湿度センサ）のセン
サ技術は、優れた長期安定性と素早い応
答性を備え、正確で信頼性の高い計測を

実現します。ヴァイサラのセンサはいず
れも、水滴の飛沫、周囲の湿度、圧縮機
油、化学的不純物などの汚染物質への耐
性に優れています。また、市販されてい
るセンサの中で高湿から乾燥まで素早
い応答時間を誇り、ドリフトを最小限に
抑えています。

DRYCAP®高分子薄膜技術には、特許取
得済みの自動補正機能をはじめとする独
自の先端技術を搭載しています。この自
動補正機能は、一定の間隔でセンサをわ
ずかに加温し、低露点の計測にとって重
要な湿度0%RHでの誤差を検出、補正し
て所定の精度を維持します。

ヴァイサラは、乾燥圧縮空気の管理の負担を軽減し、あらゆる用途に最適
な計測機器を提供しています。

圧縮空気の品質管理に最適な露点計測器シリーズ

長期安定性
グラフはヴァイサラ DRYCAP®の長期テストの結果を表していま
す。DRYCAP®が搭載された2台の露点変換器は7年前に圧縮空気
ラインに設置されたもので、それ以来再校正や調整は行われてい
ません。圧縮空気ライン内の状態は、一般的な計器用空気と同じ
です。x軸は年数、y軸は定期点検における基準値 -50°Cとの差を
表しています。
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スポットチェックおよび現場校正用 
DM70 ハンディタイプ計測器
-70...+60°CTd、精度±2°C
• 数分以内の素早い応答
•  ディスプレイは多言語に対応（日本
語、英語、ドイツ語、スペイン語、
フィンランド語、フランス語、ロシア
語、スウェーデン語、中国語）

•  データ収録、MI70 Link ソフトウェア
経由による PC データ転送が可能

•  対応機種：DM T132、DPT146、 
DMT143、DMT143L、DMT152

詳細は、www.vaisala.com/ja/DM70をご覧く
ださい。

露点温度（°C）

DM70
ハンディタイプ露点温度計

Indigo対応プローブと壁取り付け変換器

各製品の最適な計測範囲

DMT152
DMT143L 

DMT143
DMT132コンパクトなプローブ

DPT146

DMP7
DMP8

DMT143L 露点変換器（汎用ロングプロ
ーブ）/DMT143 小型露点変換器（OEM
用ドライヤー向け）

-70 ...+30°CTd、精度±2°C（最大）
•  産業用小型ドライヤー向けのコンパク
トサイズ

• 優れた安定性と高い費用対効果
•  露点温度が閾値を超えると LED アラー
ムが作動

• 動作圧力範囲：50bar 以下
• DRYCAP® センサ技術を搭載
詳細は、www.vaisala.com/ja/DMT143 をご覧
ください。
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https://www.vaisala.com/ja/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/instruments-industrial-measurements/dm70
https://www.vaisala.com/ja/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/instruments-industrial-measurements/dmt143


詳細は以下よりお問い合せください。
www.vaisala.com/ja/contactus
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冷凍式ドライヤー向け DMT132 露点変換器
-20...+50°CTd
• 手頃な価格ながら高精度：冷凍式ドライヤーの計測範囲において ±1°C の高精度
• 優れた長期安定性：圧縮機油への耐性
• 低電力、10～28VDC
• 動作圧力範囲：20bar以下
• HUMICAP® センサ技術を搭載
詳細は、www.vaisala.com/ja/DMT132 をご覧ください。

DMP7 Indigo対応露点温度プローブ
-70 ...+80°C Td/f、精度±2°C（最大）
• 狭小スペースへのリモート設置用
• 化学物質への耐性
• 動作圧力範囲：10bar以下
• Modbus RTU（RS-485）による柔軟な接続性
• ヴァイサラ Indigo製品シリーズ変換器との互換性あり
• DRYCAP® センサ技術を搭載
詳細は、www.vaisala.com/ja/DMP7 をご覧ください。

アクセサリ
• サンプリングセル
 DMT242SC 基本的な ISO ネジサンプリングセル
 SC-025NPT NPT ネジサンプリングセル
 DMT242SC2 スウェージロック 1/4" オスコネクタ付きサンプリングセル
 DSC74 クイックコネクターおよびリークスクリュー付きサンプリングセル
 DSC74B 2圧力用サンプリングセル
 DSC74C コイル付き2圧力用サンプリングセル
 DSS70A 20barまでの高圧プロセス用冷却コイル
• リモートディスプレイ
 Nokeval 301 4～20mA、ループ電源供給式 
 Nokeval 302 4～20mA、ループ電源供給式、アラームリレー搭載
• 接続ケーブル
サンプリングセルの詳細はこちらをご覧ください。

詳細
アニメーション、ホワイトペーパー、およびその他の情報は、 www.vaisala.com/ja/compressedair をご覧ください。

気圧計測機能つき DPT146 露点変換器
-70 ...+30°CTd、精度±2°C（最大）
• 露点計測と気圧計測同時にモニタリングする初の変換器
• ヴァイサラ DM70 ハンディタイプ露点計との互換性によってスポットチェック、現場での 
 表示、データ記録が容易に
• 動作圧力範囲：10bar以下
• DRYCAP® および BAROCAP® センサ技術搭載
詳細は、www.vaisala.com/ja/DPT146 をご覧ください。

DMP8 Indigo対応露点温度プローブ
-70 ...+80°C 、精度±2°C（最大）
• 挿入長を調節可能
• 動作圧力範囲：10bar以下
• ヴァイサラ Indigo製品シリーズ変換器との互換性あり
• DRYCAP® センサ技術を搭載
• BALLVALVE-1 ボールバルブセット
詳細は、www.vaisala.com/ja/DMP8 をご覧ください。

低露点計測用 DMT152 露点変換器　
-80 ...-20°CTd、精度±2°C
• 計測範囲：-80°Cまで
• 動作圧力範囲：50bar 以下
• DRYCAP® センサ技術を搭載
詳細は、www.vaisala.com/ja/DMT152 をご覧ください。
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