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US300PMポータブル形超音波流量計をご購入いただき，ありがとうございます。 

添付の取扱説明書 IM 01G05B02-01（初版）において下記のような追加・変更点がありますので，合わせてお読みくださ

い。 

 

 

「2. 取扱注意事項」（2-1ページ）への追加： 

重要 

流量計本体（変換器）・トランスデューサ（検出器）ともに腐食性ガスを含む雰囲気では使用しないで

ください。 

 

「2.1 納入範囲」（2-1ページ）および「3.4.2 背面パネル」（3-3）への変更： 

        銘板の図を下図に変更します。 

            

 

「2.3 一般的注意事項」（2-2ページ）への追加： 

・電源アダプタおよび電源ケーブルは US300PM専用です。他の装置で使用しないでください。 

・製品の分解や改造は行わないでください。 

 

「3.5 電源」（3-4ページ）への変更： 

変更前：最大約 14時間，動作させることができます。 

変更後：最大約 10時間（完全充電後，常温 20℃にて）動作させることができます。 

         

「3.5 電源」（3-4ページ）への追加： 

重要 

電源アダプタ使用時は，周囲動作温度が 0～40℃となりますのでご注意ください。 

本製品の付属品（電源コードセット等）を，他の機器に使用しないでください。 
 

         

「4. 使ってみよう」（4-1ページ）への追加： 

重要 

電源オン時（測定開始前）およびパラメータの確認・変更の際に，電流出力値が一時的に不定になる場

合があります。外部シーケンス等がある場合はご注意ください 
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「4.2.1 キー操作」（4-2ページ）および関連ページへの追加： 

 

以下の 2件について，操作手順の説明を追加します。 

関連ページにも本キー操作説明が一部あり，下記を「正」としてください。 

関連ページ： 「16.2 US300PMが応答しない」（16-7ページ） 

RESET

INITBRK ENTER

 

[測定中またはメニュー表示状態での操作] 
 
RESET機能：エラーから回復するには，これら 3つのキーを同時に押し，同時に

離します。これは，計器を再起動することと同じ効果を持ちます。
なお，データは影響を受けません。 

 
INIT機能（コールドスタート）：これら 3つのキーを同時に押し，最初に[ENTER]

キーを離します。その後メインメニューが表示されたら，(i) [BRK]
キー，(ii) [C]キーの順序で離すことにより，計器が初期化（イニシ
ャライズ）されます。これにより，ほとんどのパラメータと設定
は工場出荷時の値にリセットされます。 

 
なお，測定値保存（データロギング）機能によりデータが保存され
ている場合はメインメニューの代わりに「DELETE MEAS. VAL」
の表示が出ますので，上記(i)，(ii)の順序でキーを離した後，「NO
（消去しない）」または「YES（消去する）」を選択し，[ENTER]
キーで操作を終了します。 

INIT

3x OFF ON

BRK
 

[電源を投入する際の操作] 
 
INIT機能（コールドスタート）： 電源投入時，これら 2つのキーを同時押し続け，メインメニ

ューが表示されたら，(i) [BRK]キー，(ii) [C]キーの順序で離すことにより，計
器が初期化（イニシャライズ）されます。これにより，ほとんどのパラメータ
と設定は工場出荷時の値にリセットされます。「DELETE MEAS. VAL」の表示
が出る場合の操作は上記と同様です。 

 

「5.5 伝播経路数の選択」（5-14ページ）への追加： 

「11.2 ダイアログとメニューの設定」において「Sound Path」に「auto」を選択した場合は伝播経路数

の設定が自動になります。その場合，取り付けモードを選択する「Reflection Mod」画面が表示され，

「no」で「対角モード」，「yes」で「反射モード」になります。 

 
A:Reflection Mod 

 no          >YES< 

 

口径が 600mmを超える場合は，伝播経路数=1での取り付けを推奨します。1以外の場合は，流速や流

体温度の変化により測定が不安定になる場合があります。 

 

「5.6.2 トランスデューサの取り付け」（5-15, 16 ページ）への追加： 

配管は部分的に厚さがわずかに異なる場合がありますので，事前に厚さ計などでよく確認し，厚さに変

化のある場所へ取り付けることを避けてください。 

 

「5.6.2.4 取付用フレームによる取り付け」（5-17ページ）への追加： 

補足 

取付用フレームを使用する場合は，配管表面のゆがみにより配管とトランスデューサの接触面の間に隙

間が生じることがあります。このような隙間が生じないことを確認して取り付けてください。 

 

「6.1 物理量と測定単位の選択」（6-1ページ）への追加： 

重要 

質量流量を選択する場合は，測定流体として「その他（Other Medium）」を必ず選択してください。「そ

の他（Other Medium）」を選択したときに密度（Density）の設定が可能になり，その設定値が質量流量

演算に使用されます。 

 

 

 
横河電機株式会社 
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「7.2 流量積算計」（7-1ページ）への変更： 下記 2つの場合のキー操作を変更 

表 流量積算計に関するキー操作 

2つの流量積算計を 0にリセットするには： 積算値が表示されている時に，

ON
O

キーを 3 回連続して

押します 

流量積算を停止するには： 積算値が表示されている時に，
OFFO

キーを 3 回連続して

押します 

 

「11.2 ダイアログとメニューの設定」への追加： 

「Meas.Point No.（測定箇所）」の次に「Sound Path（伝播経路数の自動・手動切換）」のメニューが表

示され，「auto, user」が選択可能です。「auto」を選択すると伝播経路数の設定が自動になります。 

 
Sound Path 

 auto     >USER< 

 

「11.6 バッテリの充電」（11-8ページ）への変更： 

変更前：本計器は最大で約 14時間，動作させることができます。 

変更後：本計器は最大で約 10時間（完全充電後，常温 20℃にて）動作させることができます。 

 

「11.6 バッテリの充電」（11-8ページ）への追加： 

重要 

電源アダプタ使用時は，周囲動作温度が 0～40℃となりますのでご注意ください。 

本製品の付属品（電源コードセット等）を，他の機器に使用しないでください。 
 

補足 

付属のケーブルをアダプタに差し込むと，多少の段差が生じることがありますが使用上の問題はありま

せん。きちんと差し込まれていることを確認してご使用ください。 
 

 

「15.5 パルス出力の起動」（15-8ページ）への追加： 

パルスの最大出力レート（パルス毎秒）は，2pps（±20%）です。 

 

通常、配管内を流れる実際の最大流量が，ここで表示される最大流量「Max – Value」の半分以下とな

るよう「Pulse Value」「Pulse Width」を設定してください。 

設定例： 

実際の最大流量が 120m3/h となる場合 

  Pulse Value = 0.02m3 

   Pulse Width = 150ms 

 

    INFO: Max – Value 

        240.0m3/h 

重要 

パルス出力を実際に行うためには，積算キー

ON
O

を押して積算計を動作させる必要があります。積算計

については 7.2節を参照してください。 

 

「Appendix A. 標準仕様」（App.A-1 ～A-7ページ）への変更： 

        この章は以降の添付ページと差し替えてご使用ください。 
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Appendix A. 標準仕様 

 標準仕様 

 全般 

測定流体： 

液体（濁度<10,000 mg/L，音速範囲 800～3,500 m/s，温

度範囲 －30～＋200 ℃） 

測定量： 

体積流量，質量流量（密度設定による），流速，液体中

の音速，配管厚さ（オプションの厚さ測定プローブ使用

時） 

測定方式： 

超音波による伝播時間差方式 

適用配管口径（内径）： 

25～6,500 mm（3種類のトランスデューサによる） 

適用配管およびライニング材質： 

炭素鋼，ステンレス鋼，ねずみ鋳鉄，ダクタイル鋳鉄，銅，

ガラス，PVC，その他 

流速範囲： 

±0.01～±25 m/s 

流速分解能： 

0.025 cm/s 

精度： 

（弊社試験装置による） 

配管口径 高流速 低流速 

25 mm以上 
50 mm未満 

1 m/s以上 
1.5 % of Rate（注 1） 

1 m/s未満 
0.015 m/s（注 1）（注 2） 

50 mm以上 
300 mm未満 

1.5 m/s以上 
1.0 % of Rate（注 1） 

1.5 m/s未満 
0.015 m/s（注 1）（注 2） 

300 mm以上 
0.8 m/s以上 
1.0 % of Rate（注 1） 

0.8 m/s未満 
0.008 m/s（注 1）（注 2） 

 
（注 1）電流出力の場合はフルスケールの±0.1％を加算。 

（注 2） 体積流量誤差を流速に換算した値で，測定流量に
よらず一定。 

測定周期： 

100～1,000 Hz（1チャネル時） 

必要直管長： 

設置条件による。詳細は 5.1.4項（5-3～5-5ページ）を参

照。 

 流量計本体 

ハウジング材質： 

アルミニウム合金 

塗装仕様： 

粉体塗装（パウダーコーティング） 

保護等級： 

 IP54（EN60529） 

流量または厚さ信号入力： 

2点（標準）。チャネル名 A，B。トランスデューサ（流量信

号）または厚さ測定プローブをどちらのチャネルにも任意

に接続可能。 

電流出力： 

 なし，1点または 2点 

 出力レンジ 4 ～ 20 mA（負荷抵抗 0～500 Ω） 

（注） 電源オン時（測定開始前）およびパラメータの確認・変更

の際に，電流出力値が一時的に不定になる場合がありま

す。外部シーケンス等がある場合はご注意ください。 

周波数出力： 

 なし（標準）または 1点（オプション） 

 出力レンジ 0 ～ 1 kHz 

 トランジスタ接点（オープンコレクタ）， 24 V / 4 mA 

接点出力： 

 なし（標準），1点または 2点（オプション） 

 トランジスタ接点（オープンコレクタ）， 24 V / 4 mA 

端子形状： 

流量信号入力は専用コネクタ。各種出力はバナナクリッ

プ（＋，－）。 

液晶表示器： 

2行×16桁バックライト付き。バックライトはオン・オフ可

能。積算値と瞬時流量値などの 2項目同時表示可能。

また，2チャネル入力時の 2チャネル交互表示可能。 

LED ランプ： 

SIGNALランプ： 

測定信号の良否をランプの色で表示。各チャネルごと

に計 2個。緑／赤ランプ。 

BATTERYランプ：  

バッテリ電圧低下（要充電）時に点滅，充電中に点灯。

赤ランプ。 

設定キー： 

矢印形の 4個のカーソルキーを含む計 15個の操作

キー（数値操作，機能操作，または双方を兼用）により，

対話式にパラメータ設定可能。 

流速・流量測定： 

流速，体積流量，または質量流量を測定。 

音速・信号振幅測定： 

流速・流量測定と同時に，流体中の音速および超音波

の信号振幅をオンラインで測定。 

積算演算： 

体積流量または質量流量を積算。積算は各チャネルごと

に 10桁。正方向・逆方向各々独立。 

ダンピング機能： 

移動平均演算。時定数 0 ～ 100秒。 

音速測定（オフライン）： 

未知の流体の音速を推定値をもとに測定可能。測定した

音速は流体パラメータとして転送・保存可能。 

配管厚さ測定（オフライン）： 

厚さ測定プローブ（オプション）を使用して配管厚さ測定

可能。設定パラメータへの転送機能付き。 

2入力間演算： 

2入力（チャネル A，B）の平均，和，または差を任意に 2

つまで（チャネル Y，Z）演算可能。その際，各入力独立

に絶対値を取ることも可能。 

（注） トランスデューサは 2組必要です。 

パルス出力（接点出力指定時）： 

オプションの接点出力（/PU1または/PU2）指定時に，そ

れらにパルス出力を割付けて利用。積算値を流量表示

単位の 0.01～1000ごとにパルス出力設定可能。パルス

幅は 100～1,000 msで指定（±20％）。 

最大出力レート（パルス毎秒） 2 pps（±20％）。 
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アラーム出力（接点出力指定時）： 

オプションの接点出力（/PU1または/PU2）指定時に，そ

れらにアラーム出力を割付けて利用。上限値，下限値，

流速方向変化，流量限界値（バッチ量到達），測定エ

ラーより選択したものを接点出力可能。また，各々のア

ラームに対し，発生時の接点出力の非保持または保持

および接点の方向（ノルマルオープンまたはノルマルク

ローズ）を設定可能。 

出力信号割付け： 

電流出力または周波数出力に対し，流速，流量，音速，

信号振幅の値を，また，接点出力に対し，パルスまたは

アラームを，プログラマブルに割付け可能（2入力時の 2

系統独立出力を含む）。 

測定値保存（データロギング）機能： 

各種測定データを約 27,000点（標準）または約 100,000

点（オプション）内部メモリに保存可能。保存レートは 1秒，

10秒，1分，10分，30分，1時間，または 1秒から

43200秒（12時間）の間の任意の秒数から指定。データ

の読出しは通信機能（下記）を利用。 

通信機能： 

パソコンまたは外部シリアルプリンタへのデータ出力（流

量測定中のオンライン出力または測定中断後のオフライ

ン出力）が可能。 

通信項目：流量，積算値（正・逆），音速，信号振幅 

通信データ形式：テキスト（区切文字など選択可） 

通信方式：RS232 

通信ポート：D-sub 9ピン，オスコネクタ 

時間プログラム機能： 

内蔵の時計機能を利用し，自動的に測定のスタート，ス

トップが可能。測定値保存（データロギング）機能や通信

機能のオンライン出力との併用が可能。 

パラメータ保存機能： 

配管・流体パラメータの保存可能（最大 80件，ユーザー

定義名称付き）。この他に，全測定条件の保存も可能

（最大 14件）。 

配管材質・流体種類データ登録： 

配管材質，流体種類データの追加登録可能（合計で約

13件まで，ユーザー定義名称付き）。また，メニューリスト

の編集（不要な材質・流体の非表示設定）により利便性

の向上可能。 

電源： 

電源方式： 

内蔵の充電式バッテリ（6 V / 4 Ah）または付属の電源

アダプタ（入力 100～240 V AC，バッテリ充電器を兼

ねる）による。 

バッテリ動作時間（完全充電時）： 

常温（20 ℃）にて最大約 10時間連続測定 

消費電力：15 W未満 

安全・EMC規格： 

一般安全適合規格：EN61010-1:2010, 

             EN61010-2-030:2010 

 設置上の高度：2000 m以下 

 過電圧カテゴリ：II 

 汚染度：2 

EMC適合規格： EN61326-1:2006 

動作条件： 

周囲温度：－10 ～ ＋60 ℃（注） 

（注） 電源アダプタ使用時：0 ～ ＋40 ℃ 

周囲湿度：0 ～ 95％RH（結露しないこと） 

（注） 周囲湿度 80％以上での長時間の使用は推奨しません。 

 トランスデューサ（検出器） 
構成（注）： 

1対の検出端およびトランスデューサケーブル（流量計

本体との接続用の着脱式コネクタ付き）から成る（「1組」

あたり）。トランスデューサケーブルの外装はステンレスフ

レキシブルチューブ。 

（注） この他，取付用金具類およびカップラント（音響結合材）

を通常含む（仕様コードにて種類および有無の指定可

能）。 

材質： 

検出端ケース： 1.4571（SUS 316Ti相当） 

検出端取付面： 

常温用：PEEK（ポリエーテルエーテルケトン） 

高温用：ポリイミド 

保護等級： 

検出端（一般用）：IP65（EN60529） 

検出端（耐水用）：IP67（EN60529） 

適用配管口径（内径）： 

中口径用：25～400 mm 

大口径用：100～2,500 mm 

超大口径用：2,000～6,500 mm（注） 

（注） 6,500 mmは外径 

流体温度範囲： 常温用：－30～＋130 ℃ 

    高温用：－30～＋200 ℃ 
（注） 使用するカップラントの温度仕様にもご注意ください。 

取付用金具： 

取付用保持クリップ： 

トランスデューサ上面の溝に挿入するクリップ。このク

リップに固定用チェーンを引っ掛けて全体を配管に固

定する。 

取付用フレーム標準タイプ： 

トランスデューサの検出端を納める箱型の金具 2個と

1本のルーラーからなり，トランスデューサの取付間隔

の調整が容易。箱型の金具に固定用チェーンを引っ

掛けて全体を配管に固定する。 

取付用フレームマグネットタイプ： 

上記の標準タイプにおいて，配管に固定するためのマ

グネットが付いており，これで取付可能な配管材質の

場合はチェーンが不要。磁力増強が必要な場合，マ

グネットピースを後から何段でも積み増し可能。 

 オプション接続ケーブル 

トランスデューサケーブルの長さが不十分な場合に使用。

長さ 5 m，10 m，20 mから選択。 
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 厚さ測定プローブ 

流量計本体の仕様コードまたは単体の形名コード 

（後述）にて指定可能。 

流体温度 

常温用：－20 ～ ＋60 ℃ 

高温用：0 ～ ＋200 ℃ 

性能： 

測定範囲：1.0 ～ 200 mm（ただし材質による） 

分解能： 0.01 mm 

 アクセサリ類 

流量計本体付属品： 

収納トランク（キャリングケース），巻尺，バッテリセット（本

体組込）が流量計本体（US300PM）に標準で付属。 

取付金具等： 

トランスデューサの仕様コードまたは単体の形名コード

（後述）にて指定可能。 

電源アダプタ・電源ケーブル： 

流量計本体（US300PM）専用。他装置への使用不可。 

 データ転送用ソフトウェア 

概要： 

RS232通信機能を利用し，流量計本体に保存済みの測

定データ（単数または複数のデータセット）およびその設

定パラメータのパソコンへの転送・表示等が可能。流量

計本体を測定中断状態（電流出力はゼロ）にして通信を

行います。 

機能： 

設定パラメータ表示機能： 

測定時の設定パラメータ一覧を表示。 

表形式表示機能： 

測定データを表形式にて表示。 

グラフ形式表示機能： 

測定データをグラフ形式にて表示。データごとにマー

カー種類および色の選択可能。時間軸およびデータ

軸のスケールの変更可能（デフォルトでは自動設定）。

グラフ印刷機能あり。 

統計処理機能： 

測定データの統計処理（総点数，最小値，最大値，平

均値，標準偏差の表示）が可能。その際，処理する

データ範囲の指定も可能。 

ファイル出力機能： 

設定パラメータおよび測定データをテキストファイルに

出力可能。出力テキストの内容・形式のオプション指

定あり。 

表示言語：英語 

コメント記述機能： 

パソコン上に転送した測定データに対し，各々のデー

タセットごとにコメントを記述して保存が可能。メイン画

面にてコメントの表示可能。 

動作環境： 

パソコン： 

Microsoft® Windows®対応，RS232ポート 1点以上 

オペレーティングシステム： 

Microsoft® Windows® 98, ME, NT, 2000, XP 

付属品： 

RS232ケーブル，RS232ピン変換アダプタ 9/25 

 

＊ Microsoft®，Windows®は米国Microsoft Corporation

の米国およびその他の国における登録商標です。 

 

 

 測定単位 

表 測定単位 

体積流量 流速 質量流量 積算 音速 

   体積 質量  

m3/h m/s g/s m3 g m/s 

m3/min  t/h l kg  

m3/s  kg/h  t  

l/h  kg/min    

l/min      

l/s      
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 形名および仕様コード 

ポータブル形超音波流量計本体 

形名 仕様コード 仕様 

US300PM ····························· ポータブル形超音波流量計本体 

出力 -A0 ······················ 電流出力なし 

-A1 ······················ 電流出力 1点 

-A2 ······················ 電流出力 2点 

電源アダプタ・電

源ケーブル 

1 ··················· 日本仕様 

2 ··················· 北米仕様 

3 ··················· 欧州仕様 

 -2 ················ 常に 2 

 -N ··········· 常に N 

付加仕様 /PU1 
（注 1） 

接点出力 1点 

（パルスまたはアラーム，オープ

ンコレクタ） 

/PU2 
（注 1） 

接点出力 2点 

（パルスまたはアラーム，オープ

ンコレクタ） 

/FQ1 周波数出力 1点 

（0～1kHz，オープンコレクタ） 

/DLX 拡張データロガーメモリ

（100,000データ） 

/BGT タグナンバ 

（銘板シール内，最大 16文字

まで指定可） 

/WTG 厚さ測定プローブ常温用 

（－20～＋60 ℃） 

/WTH 厚さ測定プローブ高温用 

（0～＋200 ℃） 

 
（注 1） /PU1と/PU2は同時指定不可です。 

 

ポータブル形用トランスデューサ（検出器）（注 2） 

形名 仕様コード 仕様 

US300PT ··························· ポータブル形用トランスデューサ 

用途 -G ······················ 一般用（IP65 / EN60529） 

-W ······················ 耐水用（IP67 / EN60529） 

口径／流体

温度（注 3） 

BG ················ 中口径／常温用（ケーブル長 3 m） 

BH ················· 中口径／高温用（ケーブル長 3 m） 

CG ················ 大口径／常温用（ケーブル長 4.4 m） 

CH ················ 大口径／高温用（ケーブル長 4.4 m） 

DG ················ 超大口径／常温用（ケーブル長 12 

m） 

取付用 

金具（注 4） 

-C ·············· 取付用保持クリップ（2個） 

-S ·············· 取付用フレーム標準タイプ （金具 2

個，320 mmルーラー付） 

-M ·············· 取付用フレームマグネットタイプ常

温用（－30 ～ ＋100 ℃，金具 2

個， 320 mmルーラー付） 

-N ·············· なし 

固定用 

チェーン（注 4） 

B ············ 口径  25 ～ 1,200 mm用 

固定用チェーン（2 m長） 

2本×2 

C ············ 口径  1,200 ～ 3,000 mm用    

固定用チェーン（2 m長） 

5本×2 

D ············ 口径  3,000 ～ 6,500 mm用   

 固定用チェーン（2 m長） 

11本×2 

N ············ なし 

カップラント 

（音響結合剤） 

G ········ 常温用（－30～＋130 ℃） 

H ········ 高温用（－30～＋200 ℃） 

N ········ なし 

付加仕様 /TTP ステンレスタグプレート  

（最大 16文字まで指定可） 

 
（注 2）入力チャネル 2 点（2 測線演算，2 系統独立演算，

2入力間演算）で使う場合は 2組必要です。 

（注 3） 仕様コードの記号により，下記のような口径およ
び流体温度範囲となります。 

B：中口径用（25～400 mm用） 

C：大口径用（100～2,500 mm用） 

D：超大口径用（2,000～6,500 mm用） 

G：常温用（－30～＋130 ℃） 

H：高温用（－30～＋200 ℃） 

（注 4） 取付用金具に-Cまたは-Sを選択した場合は，固
定用チェーン B，C，または Dを必ず選択してく
ださい。-Mの場合は固定用チェーンの選択は任
意です。-N（なし）の場合，固定用チェーンも N

（なし）となります。 
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ポータブル形用オプション接続ケーブル 

形名 仕様コード 仕様 

US300PC ························ ポータブル形用オプション接続

ケーブル 

ケーブル長 -A005 ············· 
-A010 ············· 
-A020 ············· 

ケーブル長 5 [m] 

ケーブル長 10 [m] 

ケーブル長 20 [m] 

 

データ転送用ソフトウェア 

形名 仕様コード 仕様 

US300SA ························ データ転送用ソフトウェア 

（Windows®版）  

（RS 232ケーブル，RS232ピン変

換アダプタ 9/25付属） 

言語 -1 ···················· 英語版 

 00 常に 00 

 

アクセサリ（流量計本体用） 

形名 仕様 

USPA301 厚さ測定プローブ常温用（－20～＋60 ℃） 

USPA302 厚さ測定プローブ高温用（0～＋200 ℃） 

USPA311 電源アダプタ 

USPA321 電源ケーブル（日本仕様） 

USPA322 電源ケーブル（北米仕様） 

USPA323 電源ケーブル（欧州仕様） 

USPA331 バッテリセット（注 5） 

USPA341 収納トランク（キャリングケース）（注 5） 

 
（注 5） 流量計本体（US300PM）に標準で付属します。 

アクセサリ（トランスデューサ用） 

形名 仕様 

USPA001 固定用ストラップ（10 m） 

USPA002 固定用ストラップ（20 m） 

USPA011 固定用クリップ（中サイズ，40～100 mm用，2個 1組） 

USPA012 固定用クリップ（大サイズ，100～6,500 mm用，2個 1組） 

USPA021  固定用バンド（25～50 mm用，大小各 2個） 

USPA032 固定用チェーン（25～600 mm用） 

（2 m長，外径 600 mm相当，2本 1組） 

USPA033 固定用チェーン修理セット 

USPA034 取付用保持クリップ 

（固定用チェーンと組合せて使用，2個 1組） 

USPA036 固定用チェーン（25～150mm用） 

（0.5m長，外径 150mm相当，2本 1組） 

USPA037 固定用チェーン（25～300mm用） 

（1m長，外径 300mm相当，2本 1組） 

USPA053 取付用フレーム短小タイプ（中口径用，－30～＋200 ℃

用，金具 2個および 120 mmルーラー） 

USPA054 取付用フレーム標準タイプ（中口径用，－30 ～＋200 ℃用，

金具 2個および 320 mmルーラー） 

USPA055  取付用フレームマグネットタイプ常温用（中口径用， 

－30～＋100 ℃用，金具 2個および 320 mmルーラー） 

USPA057  取付用フレーム標準タイプ（大口径・超大口径用， 

－30～＋200 ℃用，金具 2個および 320 mmルーラー） 

USPA058  取付用フレームマグネットタイプ常温用 

（大口径・超大口径用，－30～＋100 ℃用，金具 2個

および 320 mmルーラー） 

USPA073 取付用フレーム増設マグネット常温用 

（中口径用，－30～＋100 ℃用，2個 1組） 

USPA075 取付用フレーム増設マグネット常温用 

（大口径・超大口径用，－30～＋100 ℃用，2個 1組） 

USPA081 取付フレーム用ルーラー（目盛り 120 mm長） 

USPA082  取付フレーム用ルーラー（目盛り 320 mm長） 

USPA091 カップラント常温用（100 g，－30～＋130 ℃用） 

USPA092 カップラント高温用（100 g，－30～＋200 ℃用） 

 

アクセサリ（その他） 

形名 仕様 

USPA401 RS232ケーブル（注 6） 

USPA402 RS232ピン変換アダプタ 9/25（注 6） 

USPA411 巻尺（3 m長）（注 7） 

 
（注 6） データ転送用ソフトウェアに標準で付属します。 

（注 7） 流量計本体（US300PM）に標準で付属します。 
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 外形図 

単位：mm 

 ポータブル形超音波流量計本体  

US300PM 

 
 

 

 トランスデューサ（検出器） 
US300PT-□B□ 

 
 

 

 トランスデューサ（検出器） 
US300PT-□C□ 

US300PT-□D□ 

 
 

トランスデューサ X (m) Y (m) X＋Y (m) 質量(kg) 

US300PT-□B□（中口径用） 2.0 1.0 3.0 0.6 

US300PT-□C□（大口径用） 2.0 2.4 4.4 1.2 

US300PT-□D□（超大口径用） 5.0 7.0 12.0 2.2 
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 オプション接続ケーブル 

US300PC-A□□□ 

 
 

 

 厚さ測定プローブ常温用（－20～＋60℃） 
USPA301または/WTG 

 
 

 

 厚さ測定プローブ高温用（0～＋200℃） 
USPA302または/WTH 

 
 

 

オプション接続ケーブル L (m) 質量（kg） 

US300PC-A005 5.0 0.4 

US300PC-A010 10.0 0.6 

US300PC-A020 20.0 1.6 

厚さ測定プローブ L (m) 質量（kg） 

USPA301 または /WTG 1.5 0.17 

USPA302 または /WTH 1.5 0.24 


