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出展の内容を教えてください。

日本カノマックスは「気流計測」
と「粒子計測」の２つのコア技術を
元に測定器を開発しているメーカー
です。
計測精度を上げるため、研究開発
に力を入れていますが、その成果も
あり、高い精度が求められる宇宙開
発等のアカデミックな分野でもご活
用いただいています。気流や粒子に
関する精度の高さに大きな自信を
持っている会社です。
販売している商品は多岐に渡りま

すが、今年の「ビルメンヒューマン
フェア＆クリーン EXPO」では特
に「オートビルセット III」と「アネ
モマスターライト」をメインにご提
案差し上げる予定です。
「オートビルセット III」とは？

ビルメンテナンスをおこなうに当
たり、「ビル管理法」という法律を
遵守する必要があります。2ヶ月に
1回の定期測定が求められますが、
その検査内容は 6項目あります。
「風速（気流）」「粉じん濃度」「温
度」「湿度」「CO濃度」「CO2濃度」

の６つです。
弊社ではこれら 6項目を 1台で

計測できるオールインワンモデルを
販売しています。それが「オートビ
ルセット III」です。６つの空気環境
計測項目を同時計測できるオールイ
ンワンモデルは、弊社が初めて製品
化しました。
「アネモマスターライト」とは？

現在、東京オリンピックに向け
て「受動喫煙防止」が注目されてい
ます。「アネモマスターライト」は
喫煙場所の環境を計測できる製品で
す。
ビル内のオフィスには「喫煙ブー

ス」が設置されていることが多いか
と思います。煙が漏れないように分
煙管理を徹底することが課題になり
ますが、「アネモマスターライト」
は携帯できるサイズでありながら、
高い精度で風速を計測することがで
きます。
当社調べでは風速計国内シェア

No.1 です。多くの方にご利用いた
だいています。風速計は英語で「ア
ネモメーター」と言いますが、弊社
は「アネモマスター」という名称で
販売していまして、業界の方には、
この名称が一般名称として認識して
いただいているほどになっていま
す。
今回の展示ブースでは風速計では

なく、粉じんを計測する製品も出展
する予定です。
どのようなお客様に来場していただ

きたいですか？

日本カノマックス株式会社
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ビルメンテナンス業界で設備の測
定を担当されている方です。
展示では実機もご用意しますの

で、手にとっていただき、ご説明を
差し上げたいと思っています。
「オートビルセット III」はタッチ
パネル式になっています。お客様ご
自身で試していただき、いかに簡単
に操作できるかをご体感いただきた
いと思います。
来場者へのメッセージをお願いしま

す。

私たちの会社は 1934 年の「加
野研究所」の設立から始まり、もう
すぐ 90年になります。
「測定器」にこだわって、技術革
新を進めてきた会社ですので、ぜひ
この機会に我々の測定器を見にご来
場いただけばと思います。
この展示会では毎年、キャンペー

ンやソリューション等の新しいご提
案を予定しています。是非ブースに
お立ち寄りください。

弊社が初めて、「空気環境計測項目」を
同時計測できる製品を開発しました

日本カノマックス株式会社
気流や水流などの“流れ”（Fluid）と目に見えない“微粒子”（Particle）を精密に計測する技術で
最良の計測ソリューションをお届けしています。

日本カノマックス株式会社
環境計測事業部
クリーンエアソリューションズディヴィジョン
東日本エリア　セールスマネージャー
フィットテストインストラクター
東京営業所  森 龍章 氏

「設立から 90 年。歴史のある会社です。
 日本カノマックスの『測定器』をご体験ください 」

LITE

風速計JIS規格 JIS-T8202適合

高い信頼性、シンプルな操作性を実現した小型風速計の決定版！

●　風速・風温の切り替え、測定値のホールド、電源ON/OFFなど

　全ての操作がワンボタンで可能です。

●　風速0.01～20m/s、温度-20～70℃の測定範囲を実現。

シンプル操作と広い測定範囲

●　風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。

●　耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能。

●　温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群。

プローブの高い信頼性と耐久性

携帯型風速計

アネモマスター
ライト

MODEL 6006

LITE

風洞実験

空調機器の能力試験・保守点検

キャリングバッグに測定器本体を収納
したまま測定ワゴンに固定が可能。

E2100-5J

仕様

寸法図（単位：mm） 測定ワゴンについて

オートビルセット Ⅲ
2100
清浄な空気流（粉じん測定については室内外の浮遊粒子状物質が対象）
一酸化炭素
電気化学式

0.1 ～ 500 ppm

指示値の±3％または
±3ppmのいずれか
大きい方（20℃にて）

デジタル出力：USB×1
最大：ビル 300カ所×測定ポイント300カ所　　※内蔵メモリー保存

）間時01約：間時定測続連ので池電充（ータプダアCAはたま池電電充ーマリポムウチリ式電充
）時納収ーサンセ・ずま含部起突（mm）D（931×）H（863×）W（072：体本

mm）D（093×）H（218×）W（893：時納収ルドンハ・mm）D（093×）H（829×）W（893時定測：車台
本体：4.0 kg　台車：5.2 kg キャリングバッグ：0.65 kg
報告書作成ソフトウェア、ACアダプター（標準タイプ）、キャリングバッグ、測定ワゴン、USB 通信ケーブル、取扱説明書
ゼロ校正ガス、COスパン校正ガス、CO2スパン校正ガス、レギュレータ
床上温度計、輻射温度計、照度計、騒音計、キャリングケース、ACアダプター（急速充電タイプ）、各種ケーブル

0.0～ 99.9 ppm：0.1ppm
100～ 500ppm：1ppm

※初回ご購入時には、校正ガス（3種）及びレギュレータを合わせてご購入ください。

二酸化炭素
非分散型赤外線
方式（NDIR）
0 ～ 5000 ppm

指示値の±3％または
±50ppmのいずれか
大きい方（20℃にて）

1 ppm

温度
白金測温抵抗体
方式
-20.0 ～ 60.0℃

±0.5℃

0.1℃

湿度
静電容量式

2.0 ～ 98.0％RH

2～ 80%RH：±2.0%RH

80～ 98%RH：±3.0%RH

0.1％RH

浮遊粉じん
光散乱式

10 μm以下
0.001～ 10.000mg/m3

±（指示値の10％＋1）
カウント

0.001mg/m3

　　　  

風速（気流）
熱式

0.05 ～ 5.00 m/s

0.01 m/s

品名
モデル番号
測定対象
測定項目
測定方式

測定範囲

測定精度

表示分解能

外部出力
メモリー機能
電源
外形寸法

質量
付属品
別売品

0.05 ～ 0.99m/s : ±0.02m/s
1.00 ～ 5.00m/s : 指示値
の±2%　又は 0.015m/s
のいずれか大きい方

■ 本体

■ 測定ワゴン

360

32
8

332270139270

36
8

※ オートビルセットⅢ本体
を乗せた状態での移動も
可能ですが、事故防止の
ためできるだけ測定ワゴ
ンから取り外した状態で
移動・保管されることを

　お勧めします。

測定ワゴンに本体を
取り付けたまま自立
します。
付属のキャリングバッ
グにより本体をホコリ
やキズから守ること
ができます。

オートビルセットⅢ

建築物衛生法規制6項目を1台で測定できるオールインワンモデル。
ビル、百貨店、ホール、図書館、博物館などの空気環境測定に。

●  風速(気流)、粉じん濃度、温度、湿度、CO濃度、CO2濃度を同時測定

●  圧倒的なコストパフォーマンス

●  タッチパネル式の大型カラー液晶で簡単操作

●  大幅な小型化、軽量化を実現

●  報告書自動作成が可能で測定後のデータ整理・入力が不要

MODEL 2100

上面 正面

ハンドル
収納時

側面

登録証番号　JQA-2790
本社にて取得

登録証番号　JQA-EM1628（ ）（ ）
ISO9001認証 ISO14001認証

※本カタログの記載内容は2019年2月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。

日本カノマックス株式会社

●お問い合わせ、お求めは

）5080-565〒（1-2水清市田吹府阪大
TEL：（06）6877-0444（代）

【 本　  社】

）3100-501〒（2-6-2町松浜区港都京東
TEL：（03）5733-6023

【東京支社】

●東京営業所　TEL：（03）5733-6023
●名古屋営業所 TEL：（052）241-0535
●大阪営業所　TEL：（06）6877-0447

【営業拠点】

0120-981-959
E-mail：service@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

http://www.kanomax.co.jp/

0120-009-750
E-mail：environment@kanomax.co.jp

製品に関するお問い合わせ

昨年の展示の様子


