
Manual Change for IM 01G05G02-01 3rd Edition

n

: No.18-0012  2018.8.20-00

『超音波流量計 US350FM』をご採用いただき，まことにありがとうございます。 

添付の取扱説明書 IM 01G05G02-01（3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。 

「3.1 納入品の確認」（3-2 ページ）以下の一文削除：

  変更票 

No. 18-0012

Instruction 
Manual 

・ カップラントフォイル（エラストマーゴムシート）×2（使用しません）

「Appendix A. 標準仕様」（App.A-4, A-5 ページ）への変更：

App.A-4, A-5 ページは以降の添付ページと差し替えてご使用ください。 

US350FM, US450FT 
超音波流量計
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IM 01G05G02-01 

■形名および仕様コード
超音波流量計本体（変換器）US350FM

形名 仕様コード 仕様
US350FM ............................... 超音波流量計本体
出力 -A1.........................

-A2.........................
電流出力1点
電流出力2 点

電源 1 .....................
4 .....................

100 ～ 230 VAC
24 VDC

入力チャネル -1 .................
-2 .................
-4 .................

入力チャネル1点（1測線）
入力チャネル2点（2測線または1測線×2）
入力チャネル4点（4測線または2測線×2）

配線口 -0 ............ JIS G1/2 めねじ
付加仕様 /STX 出力拡張機能（注1）

・パルス出力機能
・アラーム出力機能
・多重レンジ切換機能（最大4レンジ）
・正逆流量検出機能
・0％シグナルロック機能
・積算値リセット機能

/ECG 水防グランド（注2）
/ECU ユニオン付き水防グランド（注2）
/ECW JIS G3/4めねじ付水防グランド（注2）
/APC エアパージ接続口
/HWP 防浸形ハウジングIP67（EN60529）相当
/NPJ 日本語銘板
/BGT タグナンバ（銘板シール内，最大16文字まで指定可）
/SCT タグナンバ（ステンレススチールタグプレート，最大16文字まで指定可）
/PMT パイプ取付用金具

（注1） 付加仕様/STXにより，接点出力4点（オープンコレクタ），接点入力2点（無電圧接点）が付加されます。
（注2） 付加仕様/ECG，/ECU，/ECWはいずれか1つのみ選択可能です。

トランスデューサ（検出器）US450FT
形名 基本仕様コード 仕様

US450FT ............................... US350FM用トランスデューサ（検出器）
口径 -M ..........................

-K ...........................
一般口径用（50 ～ 3400 mm） トランスデューサケーブル：防浸形4 m　水中形12 m　注1）
超大口径用（100 ～ 6500 mm）トランスデューサケーブル：防浸形5 m　水中形12 m　注1）

流体温度 -N....................... 常温用　防浸形－ 40 ～ +130℃　水中形－ 40 ～ +100℃
NN ................ 常にNN

TS ............. 常にTS
ケーブル長
注2）

-A□□□
-D□□□

-E□□□

防浸形　専用接続ケーブル長　1 m単位で長さを指定（単位はm）　指定範囲：001 ～ 300 m　注3）
水中形　トランスデューサケーブル長延長　1 m単位で長さを指定（単位はm）

指定範囲：000 ～ 038 m　注4）
水中形　専用接続ケーブル長　1 m単位で長さを指定（単位はm）　指定範囲：039 ～ 300 m　注5）

付加仕様 /P68 水中形　保護等級IP68　注6）
/G 水中形　専用接続キットで接続して出荷　注7）
/LC トランスデューサケーブル　9 m　注8)
/R カップラント耐候用（接着式）付き（－ 40 ～ 180℃用）　注9）
/TP ステンレスタグプレート（最大16文字まで指定可）

注1） 超大口径用は検出器の寸法が大きいことと超音波の周波数が低いことから，音波の減衰の大きい配管条件や，流体中の気泡や夾雑物などによ
る悪条件下でもより安定した測定ができます。口径800 mm以上の配管には超大口径用の使用を推奨します。

注2） 防浸形と水中形（付加仕様コード/P68）の場合で，トランスデューサケーブルと専用接続ケーブルの長さ，結合箱ありなしは，下記のように
異なります。

仕様コード 付加仕様 ケーブル長（m） 結合箱口径 専用接続ケーブル長 Lt Lc
-M -AXXX （/P68なし） 4 XXX

あり-K -AXXX （/P68なし） 5 XXX
-K -AXXX /LC（/P68なし） 9 XXX
-M，-K -DXXX ≦ 038 /P68 12+XXX 0 なし
-M，-K -EXXX ≧ 039 /P68 12 XXX あり（専用接続キット）

XXX：専用接続ケーブル指定長さ　Lt：トランスデューサケーブル長　Lc：専用接続ケーブル長

注3） トランスデューサは結合箱を経由して専用接続ケーブルでUS350FMに接続されます。
注4） 結合箱を経由せず，直接US350FMに接続されます。ご指定の長さ分トランスデューサケーブルが延長され，12 ～ 50 mになります。

付加仕様で/P68を必ず選択してください。
注5） トランスデューサケーブル（12m）とご指定の長さの専用接続ケーブルが未接続で出荷されます。専用接続キットが１つ付属します。

付加仕様で/P68を必ず選択してください。また，トランスデューサケーブルと専用接続ケーブルを接続済みで出荷をご希望の場合は付加仕様
で/Gを選択してください。

注6） トランスデューサの設置環境が，結露するような場所（例：ピット内）である場合は，水中形を選択してください。
また，水中形の場合カップラント耐候用（接着式）（付加仕様コード/R）を必ず選択してください。

/CW 外部委託会社 FLEXIM 社による 7 点実流校正証明書，横河校正証明書付き　注 10)



注 7） 専用接続ケーブル長は -E □□□との組み合わせのみです。
注 8) 配管径が大きく，トランスデューサケーブルが 5 m で足りない場合にご指定ください。口径は超大口径用（-K）との組み合わせのみです。 

水中形（/P68）との組み合わせは不可です。
注 9） 本カップラントは屋外設置や水中形用で，接着性液状ゴムを硬化させて配管に密着させる接着式です。使用時（硬化時）の条件によりますが，

完全に硬化するまでに 1 〜 3 日ほどかかります。周囲温度条件：硬化前（硬化中）0 〜＋ 50℃，硬化後 − 40 〜＋ 180℃。
なお，標準でカップラント常温用（非接着式）が付属します。

注 10)  実流量検査成績書が必要な場合，必ず付加仕様コード /CW を選択してください。後からのご注文はできませんのでご注意ください。

トランスデューサ取付用治具	US450FH
形名 基本仕様コード 仕様

US450FH .................................... トランスデューサ（検出器）US450FT 取付用治具　一組
口径 -M	...............................

-K	................................
一般口径トランスデューサ用レール　内部レール長 234 mm
超大口径トランスデューサ用レール　内部レール長 348 mm（/P68 の場合 368 mm）

-D	............................ 常に D
S........................ 常に S

固定用金属バンド -N	...................
-S	...................

固定用金属バンドなし　注 1） 
固定用金属バンドつき　注 2） 

固定用金属バンド
長さ

NNN	..........
013	...........
036	...........
092	...........
200	...........
450	...........
940	...........

固定用金属バンドなし
配管外径 10 〜 130 mm 用　固定用バンド 0.56 m
配管外径 130 〜 360 mm 用　固定用バンド 1.28 m
配管外径 360 〜 920 mm 用　固定用バンド 3.04 m
配管外径 920 〜 2000 mm 用　固定用バンド 6.48 m
配管外径 2000 〜 4500 mm 用　固定用バンド 14.53 m
配管外径 4500 〜 9400 mm 用　固定用バンド 30 m

付加仕様 /P68 水中形　保護等級 IP68　オプション付きトランスデューサ用　注 3）
注 1） 取付用治具を固定するためのバンドはお客様ご用意となります。または別途アクセサリでバンドをオーダーしてください。

固定用金属バンド長さは NNN を選択してください。
注 2） 固定用金属バンド 4 本，ラチェット留め具 4 個， L 型スプリング 4 個が付属します。
注 3） US450FT が水中形の場合に必ず選択してください。トランスデューサとタイプが一致していないと取付ができません。

アクセサリ（専用接続ケーブル）
形名 基本仕様コード 仕様

US47EXE2 専用接続ケーブル（端末処理なし）　結合箱と変換器本体間　注 1）
ケーブル長 -010

-020
-030
-050
-100

10 m
20 m
30 m
50 m
100 m

注 1） US450FT に必要な場合標準で付属します。別途必要な場合のみオーダーください。

アクセサリ（流量計本体用）
形名 仕様

USPA501 パイプ取付用金具（オプション /PMT 追加用）

アクセサリ（トランスデューサ用）
形名 仕様

US47JBS11 結合箱 US450FT 防浸形用　保護等級 : IP67
US47JBPMK4 結合箱用パイプ取付金具
US47CP1 カップラント常温用 （100 ml，− 30 〜 130℃）
USPA097 カップラント耐候用（接着式）（100 g，− 40 〜 +180℃用）

使用時周囲温度：硬化前（硬化中） 0 〜＋ 50℃，硬化後 − 40 〜＋ 180℃
US47TS64 トランスデューサ取付治具 固定用バンド 0.64 m　1 本
US47TS14 トランスデューサ取付治具 固定用バンド 1.32 m　1 本
US47TS34 トランスデューサ取付治具 固定用バンド 3.1 m　1 本
US47TS74 トランスデューサ取付治具 固定用バンド 7 m　1 本
US47TS54 トランスデューサ取付治具 固定用バンド 15 m　1 本
US47TS43 トランスデューサ取付治具 固定用バンド 30 m　1 本
US47TSS4 トランスデューサ取付治具 固定用バンド 張力調整用 L 型スプリング　1 個

配管の温度変化による固定用バンドの緩みを防ぎます。
下記の条件では不要 :

・配管材質が鉄
・配管外径が 80 mm 以下
・温度変化が少ない

US47TSC4 ラチェット留め具　1 個

アクセサリ（施工用）
形名 仕様

USPA432 端末処理部品 1 セット（専用接続ケーブル用，ケーブル両端分，防浸形用）
USPA433 端末処理部品 1 セット（専用接続ケーブル用，変換器側分，水中形用）
USPA441 ケーブル接続キット（水中形用）
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