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VaiNet 長距離ワイヤレスモニタリング

PoE
DC
PoEorまたは
Power
DC 電源

データロガー
Data
Loggers

Windows サーバーと
viewLinc

ヴァイサラ
Vaisala
Access Point
アクセスポイント

既存ネットワーク

In接続に問題がある場合、データロガー
case there is a connection problem,
data loggers automatically connect
が自動的に他のアクセスポイントに接
to another
access point.
続します。

リモートモニタリング、
アラーム通知、レポート作成

リモートアラーム

温度プローブ
Temperature
Probe
（1または2チャンネル）
(1 or 2 channels)

特長

▪
▪
▪
▪
▪

プローブオプション：
Probe
options: CO2 %, CO2%
with CO2%、CO2%
temperature, or
CO2% with
と温度、
temperature
and humidity
または CO2%と温湿度

▪
▪

LoRa® 無線技術をベースとしたヴァ
イサラ独自のワイヤレスソリューシ
ョン
ローカルディスプレイ、アラーム
着脱式スマートプローブ（設置と校
正が簡単）
バッテリ電源（アルカリまたはリチ
ウム単3電池）
パラメーター：温度のみ（最大2チ
ャネル）、温度および相対湿度、
二酸化炭素%、または各1チャネル
（CO2、T、RH）
IP54 クラスの筐体
屋内での標準的な接続範囲 ≥ 100m
（328ft）
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Wi-Fi データロガー

バッテリー式無線データ
ロガー 802.11 bまたは
802.11 g
T1 18 °C
T2 4 °C

コンピューター
またはサーバー
（Windows OS）
とviewLinc

T1 18 °C
T2 4 °C

既存ネットワーク

オプションの固定
プローブ/リモート
プローブ（相対湿
度と温度）

リモートモニタリング、
アラーム通知、レポート作成

温度
プローブ
リモートアラーム

特長
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▪
▪
▪
▪

ローカルディスプレイ、アラーム状態

▪

筐体の NEMA 等級：IP65

外部プローブ利用可能
バッテリー電源
パラメーター：温度、湿度、アナログ入力、接点
入力など

標準 Wi-Fi アダプター

コンピューター
またはサーバー
（Windows OS）
とviewLinc

温度データロガー

無線 LAN 規格
IEEE 802.11a/b/g/n

既存ネットワーク

温度プローブ

リモートモニタリング、
アラーム通知、レポート作成

リモートアラーム
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パワーオーバーイーサネット vNet PoE
vNet（イーサネット
インターフェース）と
DL データロガー

コンピューター
またはサーバー
（Windows OS）
とviewLinc

プローブ

既存ネットワーク

湿度と温度

冷蔵庫

リモートモニタリング、
アラーム通知、レポート作成

温度

超低温
フリーザー
+

+

リモートアラーム

+
viewLinc Monitoring & Alarming

+

Wireless Temperature, Analog Device Monitoring
Existing Network
Refrigerator
120 VAC

Remote Monitoring,
Alarming & Reporting

Set alarm points
X

File View Tools

23.1 C
47.1 RH

Temperature probe
1 000

アナログデバイス（CO2とO2、差圧、粒子などのモニタリング。
ユニバーサル入力データロガーに接続）
Temperature
data logger
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Wireless
Ethernet Interface
802.11b

Computer or Server (Windows OS)
with viewLinc

複数ポートのイーサネット

データロガー
PoEまたはDC電源

差圧およびその他のパラメータ用の
CAB100 産業用モニタリングキャビ
ネット。DL4000 汎用データロガー、
PDT101 圧力センサ、およびその他の
オプションの入力付き。

6

既存ネットワーク

データロガーに
接続する PoE
イーサネット変換器

コンピューター
またはサーバー
（Windows OS）
とviewLinc
リモートモニタリング、
アラーム通知、レポート作成

USBでPCに直接接続

データロガー

コンピューター
またはサーバー
（Windows OS）
とviewLinc

リモートアラーム
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RH チャンバーイーサネット

コンピューター
またはサーバー
（Windows OS）
とviewLinc

PoEまたは
DC電源

イーサネット
インターフェース

既存ネットワーク

温度/相対湿度
データロガー

リモートモニタリング、
アラーム通知、レポート作成

Features

リモートアラーム

Trending

-time trends and
w of controlled
nitoring of
s via a single
l points can be
dashboard
end data.

Computer (Server) with
Windows OS +
viewLinc software

1C
40. H

R
75.8

8

変換器

Protection
Existing Network

be retained
ach logger.
ckfill to the server
ures gap free data.
1C

40. RH
75.8

リモートモニタリング、
アラーム通知、レポート作成

+

Global Remote
Monitoring

+

orting

ユニバーサル
入力データロガー

+

n be created on
y run reports
ly generated and
according to a

viewLinc Monitoring & Alarming

+

Wireless Temperature, Analog Device Monitoring

System components:
Existing Network

Refrigerator

120 VAC

Remote Monitoring,
Alarming & Reporting

Set alarm points

X

File View Tools

23.1 C
47.1 RH

Temperature probe

1 000

• Vaisala HUMICAP® Humidity and
Temperature Transmitter Series
HMT330
Temperature
data logger

Wireless
Ethernet Interface
802.11b

Computer or Server (Windows OS)
with viewLinc

• Vaisala DRYCAP® Dewpoint and

MS scales easily
o measurement
n 1,000, and is
and multi-country

Access
to be installed on

既存ネットワーク

lerts for out-ofns are sent via
PC, buzzer, lights,
ponders. Alerts
knowledged
using a mobile

Remote Alarming &
Acknowledgment
via mobile device

PC Browser

特長Temperature Transmitter Series

DMT340
▪ ローカルディスプレイ
• 外付プローブ使用可能
Combined Pressure,
▪ Vaisala
Humidity, and Temperature
Transmitter PTU300
▪ パラメーター：湿度、温度、露点、大気圧、CO

▪

など
• Data logger module in transmitter
筐体のNEMA等級：IP65
• LAN/WLAN module in transmitter

2

• viewLinc software
New HMT330 transmitters that are

リモートアラーム
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Modbus TCP/Modbus RTU

Modbus TCP/Modbus RTU を
使用して通信するデバイス（パー
ティカルカウンターおよび他の
Modbusデバイス。

PoE or DC
Power

Windows サーバーと
viewLinc

Modbus TCP

Vaisala Access Point

Data Loggers

Modbus RTU

ヴァイサラ Indigo変換器を通じて、さまざまな
プローブをviewLincに接続し、CO2、蒸気化 H2O2、
湿度および温度を計測します。

Temperature Probe
(1 or 2 channels)








既存ネットワーク

In case there is a connection problem,
data loggers automatically connect
to another access point.

リモートモニタリング、
アラーム通知、レポート作成

リモートアラーム








イーサネット
インターフェース

Probe options: CO2 %, CO2%
with temperature, or CO2% with
temperature and humidity

詳細は以下よりお問い合わせください。
www.vaisala.com/contactus

www.vaisala.com
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