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すべてのアプリケーションに
最適な測定を

80GHzレーダーレベル計
PULS64、PULS69は80GHzの技術を利用した新世代のレーダーレベル計です。
この技術により、小さなアンテナで放射角が最小３°と優れた特性を実現、受信感度も向上し、対応可能なアプリケーションが広がりました。
各種アンテナ形状・プロセス接続を取り揃え、お客様のご要望に適したレベル計をご提供します。

今まで測れなかった
レベル測定が可能

設置の
自由度向上

メンテナンスの手間と
コストを低減
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世界最小クラスのアンテナ
多様なプロセス接続
80GHzを使用しているため、従来よりも小さなアンテナでの
安定した測定が可能になりました。

 ●  取付場所の確保が困難だった小型タンク上部
 ●  既設レベル計からの置き換え
 ●  3/4インチからのねじ込み、フランジ、クランプ接続

結露や付着に強い
液体用PULS64のアンテナは結露や付着が発生しにくい構造です。
加えて信号処理により結露・付着から起こるノイズを取り除きます。

樹脂ペレットやカーボン粉末
微粉末斜面の測定
受信感度の向上に加え、電波の波長が短いので微粉末の斜面でも
安定した測定ができます。

 ●  樹脂ペレットなどの電波を反射しにくい物質の測定
 ●  砂糖などの微粉末の斜面の測定

電波放射角が狭いため、障害物を避けることができ、
これまで安定した測定が難しかった場所に設置できます。

 ●  梁、はしご、加熱コイル、攪拌機など
 ●  長いノズル、ボールバルブの内部を通した測定

小さなタンクから
大きなサイロまで
幅広く対応

泡の下の液面測定

：

：

液体用 PULS64

粉体用 PULS69

受信感度が向上し、十分な受信強度を得られるため、
泡による減衰の影響を受けにくくなりました。

●  油などの電波を反射しにくい物質の測定
 ●  タンク底の影響を受けていた低液位の測定

3°10°

乱反射
ミラー
反射

3°10°

PULS69
80GHz

従来機種
26GHz

今まで測れなかったレベル測定が可能 設置の自由度向上

タンク内障害物の
ある場所への設置
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タンク内障害物
からの反射

測定物質
からの反射

PULS
64/69

放射角10°の
エコーカーブ

粉末斜面において粒径に対し波長の長い電波では、
入射方向に電波が反射しません。80GHzは反射波を受信できます。

64

69

64 69

64 69

64 69

64

今まで測れなかったレベル測定が可能

64

69

※エコーカーブ：電波の受信強度と測定距離を表したグラフ
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数ステップで初期設定が完了メンテナンスの手間とコストを低減

非接触で可動部がない
レーダーレベル計は接液せず可動部もないため、
メンテナンス性に優れています。

衛生的な一体形カプセルアンテナ/
フラットアンテナ
カプセルアンテナはPTFFEまたはPFA を表面研磨仕上げを行っており
付着しにくく、結露が流れ落ちやすくなっています。
フラットアンテナは突起がなく付着しにくい構造です。

付着に強いから
手間がかからない
清掃の頻度やエアパージの圧縮空気を節
約でき、メンテナンスコストを低減します。

クイック設定機能
表示器から簡単設定

PULS64、PULS69は、最小限の設定で測定が開始できます。
基本的な数種類のパラメータをウィザード形式で設定できるクイック設定機能つきです。

3° 10°

PULS 64/69

放射角10°の
エコーカーブ
※エコーカーブ：
電波の受信強度と
測定距離を表した
グラフ

0
m

dB

付着によるエコー PULS64、PULS69は付着の影響を受けにくく
安定した測定ができます。

信
号

強
度

距離

 ●  表示・操作モジュールPLICSCOMで機器のほとんどのパラメータ設定が可能。
      模擬出力設定もできます。
 ●  見やすいバックライト付きフルドットマトリクス
　 エコーカーブ、バーグラフ表示も可能
 ●  日本語（カタカナ）表示対応
 ●  ４つのボタンで簡単操作
 ●  機器間のパラメータコピー機能つき

豊富なグラフィクスで
直感的操作可能なDTM

メンテナンスに役立つ DTM60

 ●  エコーカーブにより測定を可視化

 ●  トレンド記録、エコーカーブ記録
　 －  レベル計本体のメモリに定期的に記録させ、後日読み出して確認できます。
　 －  PCに直接記録することも可能。

 ●  イベント記録
　 －  レベル計本体のメモリに自動保存されたタイムスタンプ付きの
            パラメータ変更履歴を確認できます。

機器本体での設定とPCを使用した設定の二通りの方法があります。

64 69

64 69

64 69
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化  学

 ●  腐食性の蒸気が充満しているタンク

 ●  ガラス窓、樹脂タンクを透過した測定

 ●  攪拌機のある小さなタンク

 ●  攪拌による液面の強い乱れ

 ●  測定中に誘電率が変わる物質

食品・薬品

 ●  バッチで多種の液体製造、
     洗浄プロセス中の測定

 ●  滅菌タンクでの測定

 ●  減圧や加熱を行うジュースの濃縮装置

 ●  小型タンク

製紙・パルプ

 ●  粉塵の舞う木材チップサイロ

 ●  パルプの溶解機など蒸気が充満しているタンク

 ●  密度の変動する漂白タンクのパルプ

 ●  過酸化水素、酸、アルカリなどの添加物の測定

鉄鋼・非鉄

 ●  タールのような温度によって誘電率の変わる物質

 ●  タンク底に攪拌器があるが底近くのレベルまで

　 正確に測りたいアプリケーション

 ●  腐食性の蒸気および結露の発生する
　 スラリー状の亜鉛

石油・ガス

 ●  液化ガスのタンクで
　 ボールバルブを通した測定

 ●  コンプレッサーノックアウトドラムの
　 ような蒸気の出るタンク

 ●  付着の発生する石炭のサイロ

上下水・ごみ処理

 ●  泡の発生する石膏の懸濁液の測定

 ●  攪拌器のある反応タンクでの
　 再生処理水の測定

 ●  バンカーのごみのレベル測定

●  脱硫用の石灰の貯蔵タンクでの測定

 ●  燃焼ガスから発生する湿った
      石膏のレベル測定

難しいアプリケーションもお任せください
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ニーズにあわせて選べる豊富なラインナップ
機　種

プロセス接続

推奨測定レンジ

精　度

放射角(-3dB)

プロセス圧力

プロセス温度

アンテナ材質

液体用 PULS64

外　観

粉体用 PULS69

PULS61 PULS62 PULS63 PULS64 PULS65 PULS66 PULS67 PULS68 PULS69

用　途

設置の自由度
メンテナンス性
最大測定距離

精　度

プロセス圧力

プロセス温度

防　爆

特　長

測定可能な物質の種類

測定対象

外　観

64 69

★★★★☆

★★★★☆
★★★★☆

10/15/30m

±10mm
パラボラアンテナ:±15mm

-0.1～0.6/4/10MPa

-40/-20
～130/200/250℃

ホーン/パラボラ/スタンドパイプと
多様なアンテナ形状、

およびプロセス接続に対応。

★★★☆☆

★★★☆☆
★★★★☆

10m

±10mm

-0.1～0.3MPa

-40～+80℃

ねじ込みタイプの
コーンアンテナは

小型軽量、結露が流れ落ちやすい。

TIIS耐圧/本安組合せ防爆　および TIIS本質安全防爆

2～3" 3 1/2, 4"

25m 30m

ループ取付,
コンプレッション

フランジ
80mm

アダプター
フランジ

80～150mm,
3～8"

10m 20m 25m 30m

14° 7° 6° 3° 6° 3°

-0.1 ～0.2MPa -0.1 ～0.1MPa

±8mm

-0.1 ～1.6/2.5MPa

プロセス接続：1.4404
または1.4435

アンテナ：PEEK
シール：FKM, FFKM

アンテナ：PTFE, PFA アンテナ：PTFE

-0.1～1.0/1.6MPa-0.1 ～2MPa

アンテナ：PP
アダプターフランジ：PP-GF30

シール：FKM, EPDM

-40/-20～+130/200℃  -40～+80℃ 

30m

3°

ねじ込み取付フラットアンテナ フランジ取付カプセルアンテナ クランプ取付カプセルアンテナ プラスチック製フラットアンテナ 金属製フラットアンテナ

フランジ  80～250mm,3～6"
回り継手フランジ

100～250mm,4～8"
ループ取付

4°

－0.1 ～0.3MPa －0.1 ～0.2MPa

 -40～+80/130/200 ℃ 

アンテナ: PEEK
フランジ:1.4404 または1.4435

シール: FKM, EPDM

プラスチック製フラットアンテナ

3.5°

－0.1 ～0.1MPa

アダプター
フランジ

80～150mm,
4,6"

 -40～+80℃ 

アンテナ: PP
アダプターフランジ: PP-GF30

シール: FKM, EPDM

±15mm

120m

幅広いアプリケーションに
対応の汎用機種

食品・薬品の測定
腐食性の強い液体に 液面測定の決定版 波立つ液面に 高温・高圧の

液面測定に 小型タンク向け 高温・高圧の
厳しい環境に 粉体測定の決定版

★★★★☆ ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★

★★★★☆ ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
★★★★☆ ★★★★★ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★

35m 30m 30m 30m 15ｍ 60ｍ 120ｍ

±10mm ±8mm ±20mm ±20mm ±20mm
(1m以内±30mm)

±20mm
(2m以内±30mm) ±15mm

-0.1～1.0MPa -0.1～2.5MPa -0.1～0.2/1.6MPa -0.1～4/16MPa -0.1～0.1/0.2MPa -0.1～0.6/4/10MPa -0.1～0.3MPa

-40～200℃ -40/-20～80/130/200℃ -40～130/150℃ -60/-40/-20
～150/250℃/400℃ -40～80℃ -40/-20

～130/200/250℃ -40～80/130/200℃

TIIS本質安全防爆 準備中 - TIIS耐圧/本安組合せ防爆
および TIIS本質安全防爆 準備中

フッ素樹脂のフラットアンテナは
腐食性が強い測定対象や
食品・薬品の測定に最適。

これまで測定が
難しかった物質や

環境での測定が可能。

ロッドアンテナは放射角が広く、
波立つ液面を広く

とらえ平均化する。

最大プロセス温度400℃
最大プロセス圧力16MPa

まで対応。アンモニアの測定にも。
小型タンクでの粉体測定に

最適。

最大プロセス温度250℃
最大プロセス圧力10MPa

まで対応。
回り継ぎ手フランジあり。

これまで測定が難しかった
物質や環境での

測定が可能。

※詳細については一般仕様書 (General Specifications) にてご確認ください。

液　体 粉体

TIIS耐圧/本安組合せ防爆
および TIIS本質安全防爆

3/4" 1 1/2" 50mm,
2"

80～150mm,
3～8"

小型タンクの液面測定を
リーズナブルに

●

●

●

安定した
測定のために

液面測定にはPULS64、
粉体測定にはPULS69を
まずご検討ください。

可能な限り大きなアンテナ
サイズを選んでください。
電波放射角が狭くなり、タ
ンク内障害物を避け、強い
反射信号が得られます。

センサ上の結露や結晶化
による堆積を防ぐには、フ
ランジ部分も断熱材で保
温すると効果的です。
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その他のレベル計ラインナップ

レベル計60/80シリーズと組合せて

ガイドパルスレベル計   FLEX80シリーズ
 ●  狭い場所で使用可能
 ●  泡や波立ちのある環境
 ●  界面測定機能を標準搭載
　  2出力仕様はレベル・界面を同時に出力可能
 ●  ガイドをPFAコーティングした高耐食タイプ、高温高圧タイプ、粉体測定用をラインナップ
 ●  最大測定距離75m、最大プロセス温度+450℃まで対応

外部指示計
DIS81/DIS82

 ●  離れた場所から安全に指示確認・調整
　 高いタンクやサイロ、地下ピット、開水路などに最適
 ●  操作・表示モジュールPLICSCOM使用
　 見やすい表示・操作簡単
 ●  DIS81はレベル計の調整が可能。最大50m離れた場所に設置可
 ●  DIS82は4-20mAをスケーリングして表示
     信号ループのどこにでも設置可
 ●  別電源不要

高機能変換器
MET625

 ●  計器盤設置に最適
      オプションでプラスチックケースあり
 ●  レベル計を二台接続でき、２線式の場合電源を供給
 ●  電流出力３点、接点出力４点搭載
 ●  ２ループの差分演算やリニアライズ機能つき

超音波レベル計   SUN60シリーズ
 ●  非接触、可動部なしでメンテナンスコスト削減
 ●  河川／堰の水位測定、ピット内でのフリュームと組合せた流量測定、
      小型タンクや開放タンクなどに最適
 ●  最大測定距離15m
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