


 

多機能風速計・多機能室内空気環境測定器                 

VELOCICALC®モデル 9565・Q-TRAK™モデル 7575 共通オプションプローブ一覧表 

VOC プローブ モデル 984,985,986&987 

 

 

プローブ寸法 

長さ 17.8cm 

ベース径 1.9cm 

先端径 2.54cm 

 

モデル 984 低濃度（ppb）VOC、気温プローブ 

モデル 984 低濃度(ppb)VOC 気温 

測定範囲 10～20,000ppb  -10~60℃ 

精 度 ----- ±0.5℃※3 

分解能 10ppb※9 0.1℃ 

 

モデル 985 高濃度（ppm）VOC、気温プローブ 

モデル 985 高濃度(ppm)VOC 気温 

測定範囲 1～2,000ppm  -10~60℃ 

精 度 ----- ±0.5℃※3 

分解能 1ppm※9 0.1℃ 

 

モデル 986 低濃度（ppb）VOC、温度、CO₂、相対湿度プローブ 

モデル 986 低濃度(ppb)VOC CO₂ 温度 相対湿度 

測定範囲 10～20,000ppb  0～5,000ppm -10～60℃ 5～95%RH 

精 度 ---- 
±3%又は±50ppm の 

いずれか大きい方 
±0.5℃※3 ±3％RH※4 

分解能 10ppb※9 0.1ppm 0.1℃ 0.1%RH 

 

モデル 987 高濃度（ppm）VOC、温度、CO₂、相対湿度プローブ 

モデル 987 高濃度(ppm）VOC CO₂ 温度 相対湿度 

測定範囲 1～2,000ppm  0～5,000ppm -10～60℃ 5～95%RH 

精 度 ---- 
±3%又は±50ppm の 

いずれか大きい方 
±0.5℃※3 ±3％RH※4 

分解能 1ppm※9 0.1ppm 0.1℃ 0.1%RH 

 



 

 

Thermoanemometer（サーモアネモメーター） プローブ モデル 960,962,964,966 

 

 

 

モデル 960 サーモアネモメーターストレートプローブ （風速/温度） 

モデル 960 風速 温度 

測定範囲 0～50m/s -18~93℃ 

精 度 
±3%又は±0.015m/s の 

いずれか大きい方※1※2 
±0.3℃※3 

分解能 0.01m/s 0.1℃ 

 
モデル 962 サーモアネモメーター可曲式プローブ （風速/温度） 

モデル 962 風速 温度 

測定範囲 0～50m/s -18~93℃ 

精 度 
±3%又は±0.015m/s の 

いずれか大きい方※1※2 
±0.3℃※3 

分解能 0.01m/s 0.1℃ 

 
モデル 964 サーモアネモメーターストレートプローブ （風速/温度/湿度） 

モデル 964 風速 温度 相対湿度 

測定範囲 0～50m/s -10~60℃ 5～95%RH 

精 度 
±3%又は±0.015m/s の 

いずれか大きい方※1※2 
±0.3℃※3 ±3％RH※4 

分解能 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH 

 

モデル 966 サーモアネモメーター可曲式プローブ （風速/温度/湿度） 

モデル 964 風速 温度 相対湿度 

測定範囲 0～50m/s -10~60℃ 5～95%RH 

精 度 
±3%又は±0.015m/s の 

いずれか大きい方※1※2 
±0.3℃※3 ±3％RH※4 

分解能 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH 

 



 

Rotating プローブ モデル 995 

 

IAQ プローブ モデル 980,982 

 

Thermocouple プローブ モデル 792,794 

 

 

 

 

 

 

モデル 995 回転ベーン(100mm)プローブ （風速/温度） 

モデル 955 風速 温度 

測定範囲 0.25～30m/s 0~60℃ 

精 度 
±1%又は±0.02m/s の 

いずれか大きい方 
±1.0℃ 

分解能 0.01m/s 0.1℃ 

 

モデル 980 IAQ プローブ（CO₂、気温、相対湿度） 

モデル 980 CO₂ 気温 相対湿度 

測定範囲 0～5000ppm -10～60℃ 5～95%RH 

精 度 
±3％又は±50ppm の 

いずれか大きい方※6 
±0.5℃※3 ±3％RH※4 

分解能 1ppm 0.1℃ 0.1%RH 

 

モデル 982 IAQ プローブ（CO、CO₂、気温、相対湿度） 

モデル 982 CO CO₂ 気温 相対湿度 

測定範囲 0～500ppm 0～5,000ppm -10～60℃ 5～95%RH 

精 度 
±3％又は±3ppm の 

いずれか大きい方※5 

±3%又は±50ppm の 

いずれか大きい方※6 
±0.5℃※3 ±3％RH※4 

分解能 0.1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1%RH 

 

モデル 792 表面温度プローブ、モデル 794 気温プローブ 

モデル 792/794 表面温度/気温 

測定範囲 -40℃～650℃ 

精 度 読み値の±0.056%+1.1℃ 

分解能 0.1℃ 

 

 



 

PIitot プローブ、Airflow プローブ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ピトー管、エアフロープローブ （風速：9565/9565-Ａ/9565-Ｐ） 

  風速 

測定範囲 1.27～78.7m/s※7 

精 度 ±1.5％（10.16m/s に於いて）※8 

分解能 0.01m/s 

 

注釈 

 

*1 温度補償範囲は 5~65℃です 

*2 精度に関する記載は、0.15~50m/s に於いて有効です 

*3 装置本体 25℃時の精度。温度が異なる場合は 0.03℃/℃の割合で不確かさが増します。 

*4 プローブ 25℃時の精度。温度が異なる場合は 0.2％RH/℃の割合で不確かさが増します。 

（含 1％ヒステリシス） 

*5 気温 25℃時の精度。 温度が異なる場合は 0.36％/℃の割合で不確かさが増します。 

*6 校正温度における精度。温度が異なる場合は 0.5％/℃の割合で不確かさが増します。 

*7 圧力から風速を求める手法は、5m/s 以下の微風では推奨されません。10m/s 以上での使用をお薦めします。 

  測定範囲は気圧により異なります。 

*8 圧力を風速に変換する事から、圧力値の大きい程精度は増します。 

*9 換算係数が 1.00 に設定されている場合 


