
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 サヤマトレーディング 

ケラー社 

デジタルマノメータと 

ディスプレイ 
 



 

デジタルマノメータのメリット  

✔ 最高クラスの精度と再現性 

✔ 高い読み取り精度         

✔ バックライト機能付きモデル有り          

✔ デジタル出力（RS485）付きモデル有り 

✔ ソフトウェアによる再校正が可能 

✔ ゼロ点調整がボタン操作で可能 

✔ 最大圧力レンジ 2000 bar 

✔ 作業者による読み間違えを防げる 

✔ 堅牢なハウジング            

✔ 保護等級 IP65…66            

✔ 温度表示機能（LEO 5） 

✔ 上下限値等の出力解析が可能 

✔ 測定データの記録が可能（LEO Record） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリブレーション、テストレポート及び校正証明書 

 

ケラー社では、圧力センサの全数を圧力・温度校正

にかけています。 

ＬＥＸ１とＬＥＯ５ の検査成績書には、広域な

温度範囲において非常に高い精度が記録されてい

ます。加えて、3点の温度及び 4点の圧力を記録

したテストレポートの発行ができます。 

また、様々な検査成績書や校正証明書、及び材料

証明書も提供が可能です。 

 

 



ATEX / IECEx 防爆 

 

ＥＵではＡＴＥＸ指令が適用されており、防爆エリア 

に適した製品の使用が義務付けられています。 

ケラー社はＡＴＥＸ認証の本質安全防爆マノメータ 

を製造しています。LEO Record、LEX1 Ei は IECEx 

認証を取得しています。 

重要：本質安全防爆マノメータは爆発性雰囲気重要：本質安全防爆マノメータは爆発性雰囲気重要：本質安全防爆マノメータは爆発性雰囲気重要：本質安全防爆マノメータは爆発性雰囲気でででで    

インターフェースへの接続をしてはいけません！！インターフェースへの接続をしてはいけません！！インターフェースへの接続をしてはいけません！！インターフェースへの接続をしてはいけません！！ 

 

 

顧客別ソリューション 

 

 

塗料のスプレーガン用圧力ディスプレイ      

(ｄＶ-1 モジュール） 
ｄＶ-２ ＯＥＭモジュール 

  

 

エアピストル補正用のショットカウント 

ダウン機能付き圧力ディスプレイ  

ｄＶ-２アルミニウムハウジング内蔵タイプ 

（制御パネル組み込み用） 

 

 

 

 

ｄＶ-１ミニチュアマノメータ  

 

 

 

 

ｄＶ-２ ＳＵＳハウジング内蔵タイプ 

（ダイカストモールド組み込み用） 

 

顧客別デザイン 

 ケラー社マノメータのフロント面は顧客の要望

に応じたカスタマイズが可能です。 
実績例： 

●様々な単位換算と圧力接続 

●アプリケーション別計算機能を内蔵 

●特注圧力レンジ 

●圧力接続を背面に設置 

 

 



* rel.=ｹﾞｰｼﾞ圧  * abs.=絶対圧 

多機能デジタルマノメータ  

 

 

 

 

 

最高級モデル 

ＬＥＯ５ 

 高精度モデル 

ＬＥＸ１(Ｅｉ） 

＜ピエゾ抵抗型＞

・圧力レンジ -1～3 / 10 / 30 bar rel. 

0～100 / 300 / 700 /1000 bar          

0～4 / 11 / 31 bar abs.              

・精度クラス 0.025％FS 

・総合精度（0～50℃）0.05％FS 

・オプション精度 0.01％FS      

 ・圧力レンジ -1～2 / 10 / 20 bar rel. 

 0～100 / 300 / 700 / 1000 bar          

 0～3 / 11/ 21 bar abs. 

・精度クラス 0.025％FS 

・総合精度（0～50℃）0.05％FS 

・オプション精度 0.01％FS  

・分解能 100μbar 

・USB と Bluetooth インターフェース        

・バックライト機能 

・ピーク検知機能及び 5kHz ロギング 

・安全ガラスとタッチパネルによる   

堅牢なデザイン 

 

＜静電容量型＞ 

・バックライト機能  

・圧力レンジ 0～30 / 100 / 300 mbar rel. 

・精度クラス 0.1％FS 

・総合精度（0～50℃）0.2％FS 

・分解能 10μbar 

 

 

 

 

 

 

データロガー 

ＬＥＯ Record(Ｅｉ)  

 ＬＥＯ １(Ｅｉ) 

 
・圧力レンジ-1～3 / 10 / 30 bar rel.   

0～100 / 300 / 700 / 1000 bar： 

0～4 / 11/ 31 bar abs. 

・オプションでさらに高圧も可能 

・静電容量タイプ（低圧用）            

 ・圧力レンジ-1～3 / 10 / 30 bar rel. 

 0～100 / 300 / 700 / 1000 bar 

・0～4 / 11/ 31 bar abs. 

・精度クラス 0.1％FS 

・総合精度（0～50℃）0.2％FS 

・測定値 28,500 ペア最大（圧力と温度） 

・インターバルの任意設定 

 ・ピーク検知機能及び 5kHz ロギング 

 

 

 

 

                       

ＬＥＯ３   

・圧力レンジ -1～3 / 10 / 30 bar rel.   

0～100 / 300 / 700 / 1000 bar： 

0～4 / 11/ 31 bar abs.           

  

 

継手（オプション） 

・アナログ出力 4～20mA 

・外部電源 8～28VDC による駆動 

 ①テーパーネジ  ②差圧 

③Tri-clamp     ④フラッシュ 



* abs.=絶対圧 

コンパクト デジタルマノメータ  

 

 

 

 

 

 

 

ＬＥＯ２（Ｅｉ） 

・圧力レンジ 0～4 / 11 / 31 bar abs.  

 0～300 / 700 bar  

・精度クラス 0.1％FS  

・総合精度（0～50℃）0.2％FS 

 ＥＣＯ２(Ｅｉ) 

・圧力レンジ 0～31 bar abs. 0～300 bar 

・精度クラス 0.5％FS 

・総合精度（0～50℃）1％FS 

 

 

 

 

 

 

 

顧客別アプリケーション例 

ｄＶ-２  

・圧力レンジ 4～700 bar  

・可能な精度クラス  

Gold      0.1％FS 

Silver    0.2％FS  

Standard  0.5％FS     

 スイッチ出力付きデジタルマノメータ 

ｄＶ-２ ＰＳ 

・圧力レンジ -1～3 / 30 bar rel. 0～ 200 / 700 bar 

0～4 / 31 bar abs. 

・精度クラス 0.1％FS 

・総合精度（0～50℃）0.2％FS 

・OEM モジュール  

・顧客ニーズに対応可能なデザイン 

 ・2つのスイッチ出力：PhotoMOS リレー 28V/0.4A 

・RS485 インターフェース 

 

 

 

アクセサリ 

 

 

キャリーケース       保護用ゴムカバー     ポーチ    圧力アダプタ    スペアバッテリー 

 

 



表示器ラインナップ 

 

 

 

 

 

レベル/タンク容量表示ユニット 

ＣＡ１ “Castello”         

・LED表示：5桁 文字高さ 14mm 

・電源：9V バッテリ又は 8～28VDC 供給 

・入力：RS485、I2C、0～5V 

・出力：RS485、PhotoMOS リレー、40V / 0.4A 

 ４～２０ｍＡループ表示ユニット 

ＥＶ-９７ 

・LED表示：4桁 文字高さ 10mm 

・電源：2線電流ループ、負荷 3V 

・入力：4～20mA 

・出力：表示 

・タンク型の容量計算 

・絶対圧測定のための気圧計を内蔵  

・丈夫なダイカストハウジング（IP65） 

・あらゆる水位計・圧力計との組み合わせが可能 

 ・予めのスケーリングが可能 

・ゼロオフセットの補正が可能 

・プラスチックハウジング（IP65） 

・様々なオプション（0～10V入力、LED表示等） 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサルディスプレイ 

ＥＶ-０６ 

・LED表示：4桁 文字高さ 13mm 

・電源：230VAC 50/60Hz 

・入力：0～0.05 / 1 / 2 / 10V：4～20mA 

・出力：センサ電源 24V / 20mA 2 リレー 250V / 5A 

 ユニバーサルディスプレイ 

ＥＶ-９４ ＥＢ 

・LED表示：4桁 文字高さ 10mm 

・電源：9～28VDC 

・入力：0.05 / 1 / 2 / 10V ：4～20mA 

・出力：NPN、PNP、プッシュプル 

 

キャリブレータ / ハンドポンプ 

 

 

 

 

 

 

圧力キャリブレータ   ハンドポンプ 

・LPX “Low-pressure”   ：-0.85～10 bar（エア） 

・MPX  “Medium-pressure”：-0.85～25 bar（エア） 

・HPX  “High-pressure”  ：0～200/400/700 bar 

 (オイル) 

 ・K/P2  “Low-pressure” ：-0.85～5 bar（エア） 

・HTP1  “High-pressure”：0～700 bar 

（オイルまたは蒸留水） 

・P12   “High-pressure”：0～700 bar 

（オイル、テーブルに設置） 

・精度クラス 0.025％FS  

・総合精度（0～50℃）0.05％FS 

 ・精度クラスは取り付けるマノメータによる 



 インターフェース・コンバータ 

 

インターフェース・コンバータは、測定機とコンピューター間の通信のために開発されました。ケラー社ではデジタ

ルマノメータ、圧力センサやデータロガー用に様々なコンバータを用意しています。デジタルインターフェースを介

して、圧力や温度の読み取り又は記録が可能なだけでなく、ゼロ点の再設定、圧力単位の選択、フィルタ設定の変更等

様々な設定が可能です。コンバータの通信方式は半二重式 RS485 です。 
 

 

 

 

 

USB-RS485 インターフェースコンバータ 

K-114                K-114 BT 

K-114/ USB-RS485 コンバータ 

・様々な電気接続を用意 

・0～10VDC と 4～20mA の測定が可能 

・USB経由で 12V をセンサに供給 

 K-114 BT 

・Bluetooth 機能内蔵 

・Serial Port Profile によるワイヤレス接続（SPP） 

・内部バッテリによりセンサへ 12V を供給 

RS232-RS485 インターフェース・コンバータのオプション 

・K-102 / K-103A：9ピン D-subコネクタ：端子台または Fischer 103 シリーズコネクタ 

・K-107：内蔵の 9V バッテリまたは DC アダプタによるデバイスへの電源供給 

 

ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア          
   

ケラー社では様々なソフトウェアを用意しており、さら

に全てがライセンス料不要です。専用インターフェース

コンバータを介して、PC との接続を行います。 
 

CCCControl Center Series30ontrol Center Series30ontrol Center Series30ontrol Center Series30（（（（CCCCCS30CS30CS30CS30））））    

X シリーズ用ソフトウェアで、圧力及び温度の値の表示、

記録、エクスポートなどが可能です。 

ひとつの KELLER bus system で最大 128台までのセンサ

を接続できます。 
 

MMMManoConfiganoConfiganoConfiganoConfig    

LEO などのデジタルマノメータの各種設定、圧力単位 

選択、キャリブレーションなどを行えます。 
 

Logger 5Logger 5Logger 5Logger 5    

DCX データロガー、LEO Record、LEO5 のデータ読み取り

及び設定を行います。測定データのグラフ表示、外部へ

のエクスポートも可能です。オンライン機能により現在

値の表示もできます。 
 

PPPPressure Switch Consoleressure Switch Consoleressure Switch Consoleressure Switch Console    

圧力スイッチ及びスイッチ機能の設定を行います。 
 

CCCCastello Setupastello Setupastello Setupastello Setup    

Castello 表示ユニットのタンク容量計算の設定を行い

ます。 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

スイスのヴィンタートゥールに本社を構えるケラー社

は、ヨーロッパにおける隔膜式圧力センサエレメント及

び圧力センサのリーディングカンパニーです。個々のコ

ンポーネントから完成品のキャリブレーションに至るま

で、全ての製造プロセスはヴィンタートゥールの本社で

行われます。 

これはケラー社製品の全てが “made in Switzerland”

であることを意味しています。ケラー社製品が使われて

いるフィールドは、その製品群と同じく、非常に多岐に

渡ります。 

KELLER AG fur Druckmesstechnik 及び KELER 

Gesellschaft fur Druckmesstechnik GmbH Jestetten は

ISO9001 認証を取得しています。 

 

 

ケラーケラーケラーケラー社ソフトウェア社ソフトウェア社ソフトウェア社ソフトウェア    

 

ケラー社は自社にソフトウェア部門を有しています。CSV

変換機能などを含んだ汎用性に優れるソフトでありなが

ら、ライセンス料は不要です。 

● 創立者 Hannes W. Keller , dipl. Phys ETH 
代表取締役社長 
 

● 創立年 1974 年  
● 取締役会  
   Hannes W. Keller Michcail Keller ,  

Tobias Keller 
Dr.Gunther Kaden 

     ● オーナー  
 Hannes W. Keller, Michael Keller,  
Tobias Keller 
 

● 従業員数  400 人 
● 倉庫/出荷  Winterthur（スイス） 
    Jestetten（ドイツ） 
    ＥＵロジスティックセンター 

 

 

 

その他その他その他その他のセンサのセンサのセンサのセンサ    

        投込み投込み投込み投込み式水位計式水位計式水位計式水位計    

    

            ケラー社の投げ込み式水位計にはピエゾ抵抗型 

と静電容量型の 2 種類があり、 

いずれも厳しい耐久試験に耐えた堅牢 

な製品です。本質安全防爆仕様での提供 

も可能です。 

 

 

デジタルデジタルデジタルデジタル圧力計圧力計圧力計圧力計    

    

デジタル圧力計は従来からの機械式 

圧力計に比べ、分解能・精度の面で 

優位性を持っています。ケラー社の 

デジタル圧力計にはディスプレイ 

などのデザインも含め、現場ごと 

の要望を取り入れられる柔軟性があります。 

ケラー社（スイス）輸入総代理店

  株式会社 サヤマトレーディング

〒114-0001  東京都北区東十条 6-10-12

TEL: 03-3903-2181 FAX: 03-3903-0123
e-mail: sales-team@sayama.com  http://www.sayama.com/

 


