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★価格に消費税は含まれておりません

型式 価格 型式 価格 型式 価格

TNE0240 ¥445,000 PNE0400 ¥345,000 ANE0700 ¥293,000 0025B101

TNE0180 ¥445,000 PNE0300 ¥345,000 ANE0600 ¥293,000 〃　B201

TNE0100 ¥455,000 PNE0220 ¥355,000 ANE0500 ¥303,000 〃　B601

TNE0240 ¥330,000 PNE0400 ¥230,000 ANE0700 ¥178,000 0050～1000R101

TNE0180 ¥330,000 PNE0300 ¥230,000 ANE0600 ¥178,000 〃　　　R201

TNE0100 ¥340,000 PNE0220 ¥240,000 ANE0500 ¥188,000 0050～0500R601

TNE0240 ¥335,000 PNE0400 ¥235,000 ANE0700 ¥183,000 0050～1000S101

TNE0180 ¥335,000 PNE0300 ¥235,000 ANE0600 ¥183,000 〃　　　S201

TNE0100 ¥345,000 PNE0220 ¥245,000 ANE0500 ¥193,000 0050～0500S601

TNE0240 ¥430,000 PNE0400 ¥330,000 ANE0700 ¥278,000 0050～0100B101

TNE0180 ¥430,000 PNE0300 ¥330,000 ANE0600 ¥278,000 〃　　　B201

TNE0100 ¥440,000 PNE0220 ¥340,000 ANE0500 ¥288,000 〃　　　B601

TNE0240 ¥395,000 PNE0400 ¥295,000 ANE0700 ¥243,000 0200～1000B101

TNE0180 ¥395,000 PNE0300 ¥295,000 ANE0600 ¥243,000 〃　　　B201

TNE0100 ¥405,000 PNE0220 ¥305,000 ANE0500 ¥253,000 〃　　　B601

TNE0240 ¥475,000 PNE0400 ¥375,000 ANE0700 ¥323,000 0300～1000H101

TNE0180 ¥475,000 PNE0300 ¥375,000 ANE0600 ¥323,000 〃　　　H201

TNE0100 ¥485,000 PNE0220 ¥385,000 ANE0500 ¥333,000 〃　　　H601

●型式構成

型式構成詳細 ：①温度変換器+最低温度（上記例：220℃）②測定距離（4桁表記/上記例：25㎜）+ﾍｯﾄﾞ形+標的ｻｲｽﾞ③ﾌｧｲﾊﾞ長④ｹｰﾌﾞﾙ長+ｱﾅﾛｸﾞ出力

◆オプション ※下記ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様を選択時は、上記の価格にﾌﾟﾗｽしてください

型式構成③ 価格

φ0.1㎜ 保護ﾁｭｰﾌﾞはSUS蛇管付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 m/¥10,000 
φ0.2㎜ ※10m以上（最長30ｍ）の場合はご相談下さい。 m/¥10,000 
φ0.6㎜ 　 注：φ0.6㎜はﾌｧｲﾊﾞ長10ｍ以上の延長不可。 m/¥15,000 

型式構成④ 価格
—00 2m 【標準】 ※接続ｹｰﾌﾞﾙは標準2ｍが付属されていますが、　　　　 ¥0
—05 5m 　 別途2ｍｹｰﾌﾞﾙのみ必要の場合¥7,000で販売。　　　　　　 ¥10,000
—10 10m ※5m、10m以外（最長50ｍ）の場合はご相談下さい。 ¥15,000

0 0～1V 【標準】 4～20mA、0～20mA、mV/℃は標準出力　　　　　　　　　　　　 ¥0
5 0～5V 切り替えで電流・電圧に変更できます（一つ選択）　 ¥10,000
1 0～10V 出荷時設定は4～20mA ¥10,000

◆アクセサリー　　　[出力ﾀｲﾌﾟに依存せず共通使用可] ※単体発注の場合で総額１万円以下は、送料￥1,000／回プラスとなります

型式 価格

ＦＴＸ9-3 φ6ﾚﾝｽﾞ  　　 　　ﾍｯﾄﾞ取付金具　 丸型ﾍｯﾄﾞ専用：固定ﾅｯﾄ付属 ¥3,000

ＦＴＸ9-1 φ6＆φ15ﾚﾝｽﾞﾍｯﾄﾞ取付金具　　 角型ﾍｯﾄﾞ専用 ¥2,000

ＦＴＸ9-2 φ6＆φ15ﾚﾝｽﾞ三脚用ﾍｯﾄﾞ取付金具　 角型ﾍｯﾄﾞ専用 ¥5,000

TMAX-C FTK9取付変換金具 FTK9型からFTKXに置換する場合の温度変換器取付金具 ¥7,000

TMAX-A 温度変換器取付金具 ¥3,000
TMPX-06 φ6ｴｱｰﾊﾟｰｼﾞﾌｰﾄﾞ 丸型ﾍｯﾄﾞ「R」専用 ¥15,000

ＦＴＰ9-6 φ6ｴｱｰﾊﾟｰｼﾞﾌｰﾄﾞ 角型ﾍｯﾄﾞ「S」専用 ¥5,000

ＦＴＰ9-15 φ15ｴｱｰﾊﾟｰｼﾞﾌｰﾄﾞ 　　〃　　「B」専用　　　※距離25mmと50mmのﾍｯﾄﾞ部とは組合せ使用不可 ¥7,000

TMNX-06 φ6ｴｱﾚｽﾌｰﾄﾞ 丸/角φ6ﾍｯﾄﾞ専用  　※距離50mmのﾍｯﾄﾞ部とは組合せ使用不可 ¥40,000

TMNX-15 φ15ｴｱﾚｽﾌｰﾄﾞ 角型ﾍｯﾄﾞ「B」専用　　 ※距離25mmと50mmのﾍｯﾄﾞ部とは組合せ使用不可 ¥40,000

TMNX-25 φ25ｴｱﾚｽﾌｰﾄﾞ 　　〃　　 「H」専用 ¥45,000

TMLX-06S φ6直角ﾐﾗｰ　　 丸/角φ6ﾍｯﾄﾞ専用  　※距離50mmのﾍｯﾄﾞ部とは組合せ使用不可 ¥45,000

TMLX-15S φ15直角ﾐﾗｰ 角型ﾍｯﾄﾞ「B」専用　　 ※距離25mmと50mmのﾍｯﾄﾞ部とは組合せ使用不可 ¥45,000
TMLX-25S φ25直角ﾐﾗｰ 　　〃　　 「H」専用 ¥70,000
TMDX-06S φ6窓材付ﾚﾝｽﾞ汚れ防止ｷｬｯﾌﾟ 丸/角φ6ﾍｯﾄﾞ専用 ¥20,000

TMDX-15S φ15窓材付ﾚﾝｽﾞ汚れ防止ｷｬｯﾌﾟ 角型ﾍｯﾄﾞ「B」専用　　　　※距離25mmのﾍｯﾄﾞ部とは組合せ使用不可 ¥20,000

TMDX-25S φ25窓材付ﾚﾝｽﾞ汚れ防止ｷｬｯﾌﾟ 　　〃　　 「H」専用 ¥30,000

TMBX-E05 延長ｹｰﾌﾞﾙ：5ｍ　　　　　　　　　　 　 接続ｹｰﾌﾞﾙの延長用、e-CONﾒｽ/e-CONｵｽ ¥7,000
TMBX-B01 分岐ｹｰﾌﾞﾙ 装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXにe-CON接続 ¥6,000
TR-251N 0～5V変換用終端抵抗　 温度計ｹｰﾌﾞﾙ終端に取り付けて出力変更 ¥1,000
TR-501N 0～10Ｖ変換用終端抵抗　 　　　　　　　　　　　　〃 ¥1,000
ＴC-105Ｎ ｱﾅﾛｸﾞ出力用終端ｺﾝﾃﾞﾝｻ ﾉｲｽﾞｶｯﾄ用 ¥500
FC-2032 ﾌｪﾗｲﾄｺｱ 　　　〃 ¥1,000
ＦＴＮ9-1 ｴｱｺﾝﾄﾛｰﾗ　　 ¥3,000
ＦＴＴ9-3 微動調整用ｽﾃｰｼﾞ　　　 XYZｽﾃｰｼﾞ付 ¥70,000
TMMX-Y 微動調整用ｽﾃｰｼﾞ　　　 XYｽﾃｰｼﾞ付ﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ ¥75,000

：例）FTKX―TNE0240―0025B1  01―000
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φ15

（B/角型）
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内容

内容型式

ﾌｧｲﾊﾞ長を［ｍ単位］で挿入

　   8ｍ→08　10ｍ→10
例）1ｍ→01【標準】

　　     ＦＴＫＸシリーズセット価格表

内容

型式

ﾌｧｲﾊﾞ長

ｱﾅﾛｸﾞ出力

ｹｰﾌﾞﾙ長

200～1000

ｾﾝｻﾍｯﾄﾞ…型式構成②温度変換器…型式構成①

φ15
（B/角型）

T型 P型 A型
ﾚﾝｽﾞ径（ﾍｯﾄﾞ形）

25
φ15

（B/角型）

300～1000

50～1000
（注）

φ6
（R/丸型）

φ6
（S/角型）

（注）ﾚﾝｽﾞ径φ6（ﾍｯﾄﾞ形R/丸型＆S/角型）はﾌｧｲﾊﾞ径φ0.6㎜と距離1000㎜組合なし

※上記型式にはﾌｧｲﾊﾞ長1ｍ（標準仕様）含む

φ25
（H/角型）

型式
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◆表示設定器：TMCXシリーズ ★価格に消費税は含まれておりません

型式 ｱﾗｰﾑ出力1 ｱﾗｰﾑ出力2 予備 価格
TMCX-NDE ¥34,800

TMCX-NLN ¥64,800

TMCX-HLN ¥114,800

TMCX-TDE ‐1 1 0 ¥84,800

TMCX-HA ¥84,800

TMCX-HD ¥84,800

‐0 ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ（絶縁） 【標準】 ¥0

‐1 ¥10,000

0 ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ（絶縁） 【標準】 ¥0

1 ¥10,000

0 ¥0

◆その他 ※単体発注の場合で総額１万円以下は、送料￥1,000／回プラスとなります

型式 価格
PWCX ¥60,000

PWZX ¥60,000

PWSX ¥45,000

PWUX ¥15,000

US118-15 ¥4,000

◆ｱｸｾｻﾘ
型式 価格

TMBX-B01 ¥6,000

TMBX-N ¥4,000

TMBX-R ¥2,000

TMBX-A ¥2,000

TMBX-C ¥10,000

TMBXSN ¥30,000

TR-251T ¥1,500

TR-501T ¥1,500

TC-105T ¥1,000

TCX-N ¥1,200

TCX-H ¥1,200

TMBX-H ¥2,000

◆ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ指示計
型式 価格

SD16A ¥15,000～¥38,000

KR16A ¥15,000

注：上記は温度計とセットでのみ販売します。単品販売はありません。また、パラメータの設定機能はありません。

端子ｶﾊﾞｰ
端子ｶﾊﾞｰ

e-CONｺﾈｸﾀ変換ｹｰﾌﾞﾙ

PWCX用変換ｹｰﾌﾞﾙ
TMC9用中継ｹｰﾌﾞﾙ
PWC1用中継ｹｰﾌﾞﾙ
変換端子台
ﾐﾆﾌﾟﾗｸﾞ付変換端子台
0～5V変換用終端抵抗

ﾗｲﾝ/装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXにe-CON接続
部品名 内容

部品名

分岐ｹｰﾌﾞﾙ

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定器
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定ｾｯﾄ

USB-RS232C変換器
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定ｿﾌﾄ

ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ PWCX及びPWUXに用いてAC100VをDC15に変換

ﾘﾚｰ接点

ﾘﾚｰ接点

放射温度計用各種設定器価格表

内容
低価格版48㎜角ﾊﾟﾈﾙﾏｳﾝﾄ型：DC電源（DC8V～27V）

高機能版96㎜角ﾊﾟﾈﾙﾏｳﾝﾄ型：AC電源（AC100V～240V）
高機能版96㎜角ﾊﾟﾈﾙﾏｳﾝﾄ型：DC電源（DC13V～27V）

TMCX-HA
TMCX-HD

共通
【標準】

高機能版ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ型：DC電源（DC24V・ﾘﾚｰ接点のみ）
高機能卓上型：AC電源ｺｰﾄﾞ付（ｱﾗｰﾑ出力はﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ2点付）
低価格卓上型：ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ付

ﾛｰﾀﾘｰ式6点切換器　　

熱電対、測温抵抗体 電圧の3種類はﾏﾙﾁ入力(電流は外付受信抵抗[250Ω：指定時添付]で対応）

熱電対、電圧に対応（測温抵抗体、電流には非対応）

内容
単3電池8本付属
PWSX：ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定ｿﾌﾄ+PWUX：USB-RS232C変換器
有償版ｿﾌﾄ：ﾃﾞｰﾀ保存可能（対応OS：Windows XP/7/8/10）
e-CON接続（無償版ｿﾌﾄPWSX-F使用）

内容部品名

TMCX-H専用　(標準付属品）

TMCX-H用
TMCX-NDＥ用
表示器TMCXのノイズカット用(端子取付)
　　　　　　　　　　　〃

旧型ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定器PWC1と接続する (基本動作のみ動作保証)

表示器TMCX端子に取り付けて出力変更
TMH9/FTK9/TMH90 ｱﾅﾛｸﾞ出力ﾀｲﾌﾟとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)

TMH9/FTK9/TMH90 RS232C出力ﾀｲﾌﾟとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)

旧型表示設定器TMC9と接続する (基本動作のみ動作保証）
TMH9/FTK9/TMH90ｱﾅﾛｸﾞ出力ﾀｲﾌﾟとPWCX/PWUXを接続(別電源供給)

0～10V変換用終端抵抗
ｱﾅﾛｸﾞ出力用終端ｺﾝﾃﾞﾝｻ


