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はじめに
このたびは、ディジタル温度計 TX1002、TX1003 をお買い上げいただきまして 
ありがとうございます。この取扱説明書は、本器の取り扱い上の注意や機能、 
操作方法などを説明したものです。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。
なお、TX1002、TX1003 のマニュアルとして、このマニュアルを含め、次のものがあります。
合わせてお読みください。

IM TX10-02: 安全にご使用いただくために、仕様など（本書）
IM TX10-02-02JA: [ 操作編 ]
IM 00C01C01-01Z1: 安全マニュアル ( 欧州の言語 )
IM CROHS-TX: 中国向け文書
IM TX10-93Z2: 韓国向け文書

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、下記シートに記載されています。
PIM 113-01Z2: お問い合わせ先 国内海外の連絡先一覧

1.	 安全にご使用いただくために
本器は、専門知識のある方がご使用いただくことを前提に開発された製品です。
本器を正しく安全に使用していただくため、本器の取り扱いにあたっては以降の 
安全注意事項を必ずお守りください。このマニュアルで指定していない方法で使用すると、
本器の保護機能が損なわれることがあります。
このマニュアルは製品の一部として重要な内容を含んでいます。
本器を廃棄するまで、本器を使用するときにすぐご覧になれるところに、 
このマニュアルを大切に保存してください。
これらの注意に反したご使用により生じた障害については、YOKOGAWA は責任と保証を
負いかねます。
本器および取扱説明書には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを	
使用しています。

“取り扱い注意” を示しています。
人体および機器を保護するために、取扱説明書を参照する必要がある 
場所に付いています。

警告 回避しないと使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される場合に 
使用します。

注意 回避しないと使用者が軽傷を負う危険が想定される場合、 
または製品などの機器に物的損害が発生する可能性がある場合に 
使用します。

注記 製品を取扱上で重要な情報、および操作や機能を知る上で注意すべき 
ことがらを記述する場合に使用します。

【補足】 「補足」を示しています。
説明を補足するためのことがらを記述する場合に使用します。

■	感電事故など、使用者の生命や身体に危険が及んだり、機器損傷の恐れがあるため、	
次の事項を必ずお守りください。
	警告

・ 本器は、熱電対を使用するで温度計です。これらの用途以外には使用しないでください。
・ 外観に異常が見られる場合は、本器を使用しないでください。
・ 感電の恐れのある個所の測定には使用しないでください。また 2 チャンネルモデルで 

ご使用の場合は必ず温度プローブ間の電位差が１Ｖ以下の状態でご使用ください。
・ 注射針形の温度温度プローブの先端を人に向けないでください。 

先端が鋭く尖っているため、けがをする可能性があります。
・ 高温のものを測定したあとに温度プローブの測定部分（金属部分）に触れないでください。
 火傷をする可能性があります。

・ 電池交換のとき以外は、ケースを開けないでください。
 当社のサービスマン以外は、本器のケースの取り外し、分解または改造をしないでくだ 

さい。お客様による修理は大変危険ですのでおやめください。

	 注意
・ 本体を長期間使用しない場合は、必ず電池をはずして保管してください。
 電池をセットしたまま長期間使用しないと、電池が液漏れして本体の故障や誤動作に 

つながる可能性があります。
・ 劣化したり損傷した温度プローブを使用しないでください。
 正しく温度を測定できない可能性があります。

・ 本体から温度プローブをはずす前に、必ず測定した対象物から温度プローブを 
はずしてください。

・ 注射針形温度プローブを使用する場合は、測定する対象物に温度プローブの測定部分 
（金属部分）の 1/2 程度まで差し込んで使用してください。あまり深く差し込みすぎると、

温度プローブの握り部分が加熱されて火傷をする可能性があります。
 また、温度プローブが損傷する可能性があります。

・ 温度プローブの握り部分や本体と接続しているケーブルの部分は、 
-20 〜 50℃の範囲で使用してください。

 温度プローブの測定部分（金属部分）とは異なり、耐熱性が低くなっています。

	 注意
本製品の使用は住宅・商業用および軽工業の環境に制限されます。
付近に強い電磁干渉装置や大電流による大きな磁界がある場合は、 
正確な測定ができない場合があります。

保証書
※ご使用署名

殿

1年間

形名 NO.

保証期間　　※ご購入日
年　　　月　より

取扱代理店

TX1002
TX1003

お願い

記

本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所
ご記入のうえ、本器の最終ご使用者のお手許に保管してください。
○保証期間中に正常な使用状態で万一故障が生じました場合は、

下記に記載の保証規程により無償で修理いたします。
○本保証書は日本国内でのみ有効です。

また保証書の再発行はいたしません。
(This warranty is valid only in Japan.)

保証規程
保証期間中に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。

（1）不適当な取り扱いまたは使用による故障。
（2）設計仕様条件をこえた取り扱い使用または保管による故障。
（3）電池、ヒューズなどの消耗品および自然消耗部品の補充。
（4）当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に

起因する故障。
（5）火災、水害、地震その他の天災を始め故障の原因が

本器以外の理由による故障。
（6）その他当社の責任とみなされない故障。
 以上

測定カテゴリについて

	警告
・ 本器は、「測定カテゴリのない機器 O (Other)」です。
・ 測定カテゴリ II、III または IV に該当する箇所の測定には、使用しないでください。
 また、温度プローブを上記の箇所に接続しないでください。

・ 本器は、電圧、電流の測定はできません。

測定カテゴリ 説明 備考
O
(None, Other)

主電源に直接接続しないその他の回路です。 主電源から供給されない 
回路など

CAT II 低電圧設備に接続された回路上で実施する 
測定のためのものです。

家電機器、携帯工具など

CAT III 建造物施設内で実施する測定のための 
ものです。

配電盤、回路遮断器など

CAT IV 低電圧設備への供給源で実施する測定の 
ためのものです。

架空線、 
ケーブル系統など

本器の入力コネクタ（測定端子）への入力が予想される過渡的な過電圧は 350 V です。

2.	 クリーニングとアフターサービス
■	 クリーニング
・ 水で濡らした布で本体を拭くときは、布を固くしぼってください。
・ 本体の汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤をしみこませた布で汚れを拭いてください。
 このときに中性洗剤以外の洗剤、溶剤、化学薬品は使用しないでください。
 本体の故障の原因となります。

・ コネクタ部に水滴などの液体を付けないでください。本体の故障の原因となります。
■	 アフターサービス
 本器の校正・修理については当社またはお買い上げの代理店までお問い合わせください。

3.	 使用上の注意

	注意
・ 温度プローブにはそれぞれの使用限界温度が決まっていますので、その温度範囲を 

超えないようにしてください。
・ 温度プローブの材質を腐食させる気体、液体または半固形物、半粘性物の測定は避けて 

ください。また、測定後は乾いた布などできれいに拭きとってください。
・ 温度プローブコネクタ部に上下から強い力を加えて曲げないようにしてください。
・ 測定温度プローブを曲げたり、落としたり、ぶつけたりしないよう十分に気をつけて 

ご使用ください。
・ 表面形温度プローブを使用して表面温度を測定する場合、物体表面に直角に当たるように

してください。また油などを塗布して密着度をよくすると、正しい温度に近くなります。
・ 非金属の表面温度測定は熱伝導が悪いため、測定時間を長くとってください。
・ 安定した測定を行うためには、本体に急激な温度変化を与えないでください。
・ 本器はコネクタ部を除き防滴構造となっていますが、防水形ではありませんので水中に 

入れないでください。
 誤って水中に落とした場合は直ちに引上げ、水の侵入がないかご確認ください。
 また温度プローブコネクタ部にしみ込んだ水滴は、ケース内部の回路側にしみ込まない 

よう設計されていますが、できるだけコネクタ部に水がしみ込まないように取扱って 
ください。

 コネクタ部に水がしみ込んだ場合、バーンアウト表示が出ないことがあります。

この取扱説明書は、いつでも使用できるように 
大切に保管してください。
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4.	 仕様
性能

対応熱電対： K，J，E，T
測定チャネル： 1ch，2ch (2ch 多機能モデルのみ )
測定温度範囲： Type K：-200 〜 +1372℃，
  Type J：-200 〜 +1000℃，
  Type E：-200 〜 +700℃， 
  Type T：-200 〜 +400℃
測定分解能： -200.0 〜 +199.9℃ 0.1℃または 1℃（１℃分解能時）  
  +200℃以上  1℃
本体確度： -200.0 〜 -100.1℃ 0.1% of rdg + 1.0℃
  -100.0 〜 +199.9℃ 0.1% of rdg + 0.7℃
  +200℃以上および 1℃分解能時 0.2% of rdg + 1℃
  基準接点補償確度（± 0.4℃）含む
   ただし、入力端子部温度平衡時
温度係数： ± (0.015% of rdg + 0.06℃ )/℃
測定周期： 約１秒 / 回（1ch モデル、および 2ch モデル 1ch 測定時）
  約２秒 / 回（2ch モデル 2ch 測定時） 
   ただし、レンジ切換えがないとき
使用温湿度： 0 〜 50℃，20 〜 80%RH（ただし、結露のないこと）
保存温湿度： -10 〜 60℃，5 〜 95%RH（ただし、結露のないこと）
電源： 単三形アルカリ乾電池（LR6）  2 本
電池寿命： 約 450 時間

一般機能
表示器： 反射型液晶表示器 (LCD)
  7 セグメント 4 桁表示部および 30 のキャラクタセグメント
演算機能： MAX/MIN，REL 2ch 間演算 ( 差 )（1ch モデルは除く）
バッテリアラーム： LCD 表示（  マーク表示）
キー操作音： キー操作時に内蔵ブザー発音
オートパワーオフ： 10 分間、キー操作がない場合に自動的に電源を OFF（解除可能）
レンジホールド機能： -200.0 〜 +199.9℃（0.1℃分解能）と +200℃以上（1℃分解能）の 
   レンジ切換えを制御   
簡易メモリ機能： 10 個のデータをメモリ可能、
  再呼び出し時メモリ番号とメモリ値を表示
外郭による保護等級： IP-54 準拠（防水カバー使用時にて）
簡易補正機能： 校正機器値の入力による方法
外形寸法： 約 151 (H) × 56 (W) × 33 (D) mm（突起部含まず）
質量： 約 180 g（電池を含む）
付属品： 取扱説明書、単三形アルカリ乾電池（LR6）　2 本
安全規格： EN 61010-1, EN 61010-2-030
  測定カテゴリのない機器 O (Other)
   屋内使用、使用高度 2000 m 以下、汚染度 2
EMC 規格： EN 61326-1 Class B  Table 1, EN 55011 Class B  Group1
  オーストラリア、ニュージーランドの EMC 規制
  韓国電磁波適合性基準
	 	 	 ( 한국	전자파적합성기준 )
  イミュニティ環境 : スパンの± 5% を確度に加算
  （プローブを含む全ケーブル長は 3 m 未満）
環境規格：  欧州 RoHS 指令適合

欧州圏以外の環境規制 / 規格の適合については、お近くの横河オフィスまで
お問い合せください (PIM 113-01Z2)。

5.	 アクセサリ（別売）
TC-K 温度プローブ（熱電対 Type K 用）

形名 品名
（種類・タイプ） 測定温度範囲 感温部分

	　(mm) 許容差

90020B 液体用標準形 -50 〜 600℃ 	 	3.2 × 200 T < 375℃ ：± 1.5℃
375℃ ≦ T：± 0.004 × T℃

（JIS C 1605　クラス 1 相当）
90021B 液体用高速応答形 -50 〜 600℃ 	 	1.6 × 150
90022B 液体用ロング形 -50 〜 600℃ 	 	3.2 × 500
90023B 注射針高速応答形 -50 〜 500℃ 	 	1.6 × 100
90024B 注射針標準形 -50 〜 500℃ 	 	2.1 × 100
90030B 表面用標準

（ストレート形）
-20 〜 250℃ 	 	15 (T-Ts) ≦ 100℃： ± 2.5℃

100℃ < (T-Ts)：-0.03 × T℃〜 +2.5℃
T: -20℃〜 250℃、Ts: 0℃〜 40℃90031B 表面用標準

（L 形）
-20 〜 250℃ 	 	15

90032B 表面用高温
（ストレート形）

-20 〜 500℃ 	 	15 (T-Ts) < 333℃：+2.5℃
333℃ ≦ (T-Ts)：+0.0075 × T℃
(T-Ts) < 167℃：-2.5℃
167℃ ≦ (T-Ts)：-0.015 × T℃
T: -20℃〜 500℃、Ts: 0℃〜 40℃

90033B 表面用高温
（L 形）

-20 〜 500℃ 	 	15

90029B ビーズ TC -40 〜 260℃ 1200 mm  * ± 2.5℃
（JIS C 1602　クラス 2 相当）

T：測定温度、　Ts：周囲温度
*：ビーズ TC のプローブ長（コードを含む）

245921 延長ケーブル (5 m)
245922 延長ケーブル (10 m)
93011 防水カバー（5 枚）
93012 携帯用ケース
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6.	 各国や地域での規制と販売について
6.1	 廃電気電子機器
（EU WEEE 指令は EEA* で、UK WEEE 規則は UK で有効です。）

この製品は WEEE 指令マーキング要求に準拠します。
このマークは、この電気電子製品を各国内の一般家庭廃棄物として 
廃棄してはならないことを示します。
EEA または UK で製品を廃棄する場合はお近くの横河オフィスまでご連絡ください。
           (*EEA: European Economic Area)

 

6.2	 電池と廃電池
（EU 電池指令 / 規則は EEA で、UK 電池規則は UK で有効です。）

この製品には電池が使用されています。
製品から電池を取外し、電池単体で処分する場合には、廃棄に関する国内法に従い 
処分してください。
EEA または UK では、電池の回収システムが整備されているため適切な処置を 
お願いいたします。

電池の種別：アルカリ乾電池

このマークは、EU 電池指令 / 規則と UK 電池規則に規定されているとおり、 
分別収集が義務付けられていることを意味しています。

電池の安全な取り外し方法：
取扱説明書 [ 操作編 ] (IM TX10-02-02JA) の「9.　電池の交換」を参照してください。

6.3	 EEA 内の認定代理人	(AR)
横河ヨーロッパ・オフィスは EEA 内で本製品の当社認定代理人 (AR) を務めます。
横河ヨーロッパ・オフィスの住所については別紙のお問い合わせ先 (PIM 113-01Z2) を 
ご覧ください。     (AR: Authorized Representative)

6.4	 廃棄方法
本器を廃棄するときは、廃棄する国、地域の法令に従って廃棄してください。
EEA または UK で製品を廃棄する場合は、「6.1　廃電気電子機器」も合わせて 
ご覧ください。

■	本書に対する注意
・ 本書に記載した事項は予告なしに変更することがあります。
・ 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
・ 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなど 

お気づきのことがありましたら当社までお知らせください。


