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 はじめに

このたびは、ディジタル接地抵抗計を
お買い上げいただきましてありがとうございます。

EY200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。あわせてお読みください。

IM EY200-JA  本書
IM 00C01C01-01Z1  安全マニュアル（欧州の言語）
IM CROHS-EY200  中国向け文書
IM EY200-93Z2  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
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  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に、ご使用の前に必ず取
扱説明書をお読みください。
本器の操作にあたっては下記以降の注意事項を必ずお守りくださ
い。本書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。
なお、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。

# 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理的損害が発生する
可能性が想定される場合に使用します。

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シ
ンボルマークを使用しています。

#
“取扱注意”を示しています。人体および機器を保護するた
め、取扱説明書を参照する必要がある場合に付いています。


二重絶縁または強化絶縁で保護されていることを示してい
ます。

 アース（大地）を示しています。
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● 測定カテゴリについて

# 警告
本器の測定カテゴリはIIIです。
測定カテゴリIVに該当する箇所の測定には、使用しないでくだ
さい。

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

# 警告
● 98074 測定リードは、交流電圧（実効値33V、ピーク値46V）ま
たは直流電圧70Vを超える電圧で使用しないでください。
● 地電圧を測定する際は、2極法測定リード（98075）と安全ワニ
グチクリップ（CAT III）を使用してください。2極法測定リ
ードとテストプローブを組み合わせた場合のカテゴリは、「Ⅱ」
（CAT II）です。
● テストプローブ、安全ワニグクリップ部を緩めた状態や外した
状態では使用しないでください。
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# 警告
●本器は、接地抵抗（地電圧）を測定する接地抵抗計です。
　これらの用途以外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。
●測定リードは当社が供給した本器用のものを使用してください。
● 測定を始める前にレンジスイッチを目的のレンジにセットした
ことを確認してください。
● 引火性ガスのある場所で測定しないでください。火花が出て爆
発する危険があります。
● 本器や手が濡れている状態では測定リードの接続は行わないで
ください。
●測定の際には、測定範囲を超える入力を加えないでください。
●測定中は絶対に電池蓋を開けないでください。
● この測定器を使用しているうちに、本体や測定リードに亀裂が
生じて金属部分が露出したときは、使用を中止してください。
● 被測定物に測定リードを接続したままレンジスイッチを切り換
えないでください。
●本器が濡れているときには、電池交換を行わないでください。
● 電池交換のため電池蓋を開けるときは、レンジスイッチをOFF
にしてください。
● 電池の交換のとき以外は、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たいへん危険ですのでおやめください。修理・調
整が必要な場合は、当社またはお買い上げの販売代理店にお問
い合わせください。

# 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。
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# 注意
● 測定リードを使用するときは、プラグを根元まで端子に差し込
んでください。
● 使用後は必ずレンジスイッチをOFFにしてください。また長期
間ご使用にならない場合は、電池を取りはずした状態で保管し
てください。
● 高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所に本
器を放置しないでください。
● クリーニングには研磨剤や溶剤を使用しないで中性洗剤か水に
浸した布を使ってください。
●本器が濡れているときは、乾燥後保管してください。

 2. 特　長
本器は、配電線・屋内配線・電気機械器具等の接地抵抗測定器です。
また、地電圧を測定するための地電圧レンジ「～Ｖ」を備えています。
○ IEC 61557に対応した安全設計です。
○   防塵・防滴機能（外郭による保護等級）　IEC60529 (IP54)に準拠
して設計、製造、試験されており、悪天候下での測定も可能です。

○  測定値が見やすい、大型デジタルタイプの表示部を採用しています。
○   「2極法測定リード」を使用して簡易測定が出来ます。2極法測定
リードは、安全ワニグチクリップとテストプローブを交換でき
る構造になっています。

○   接地抵抗測定時、補助接地抵抗が許容範囲内であるか、また測
定リードの断線等がないか一目でわかるチェック機能付で、正
常な測定状態であるかを常に確認できます。（補助接地抵抗電極
の有効性表示）

○    携帯に便利なソフトケースの採用で、付属品等の持ち運びに便
利です。
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 3. 仕　様
○ 測定範囲と確度

（23±5℃、75％ RH以下）
測定レ ン ジ 測定範囲 確　　　度

地電圧  ～Ｖ 0 ～ 199.9V ±(1.0%rdg+4dgt)

接地抵抗
20Ω 0 ～ 19.99Ω ±(2.0%rdg+0.1Ω)（0 ～ 19.99Ω）

±(2.0%rdg+3dgt)（20Ω以上）
（補助接地抵抗は100Ω±5%とする）

200Ω 0 ～ 199.9Ω
2000Ω 0 ～ 1999Ω

○EMC規格
　　EN 61326-1 Class B Table 1, EN 61326-2-2 
　　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 )
　　　無線周波電磁界=≦ 1V/m ：規定の確度
　　　無線周波電磁界=3V/m ：規定の確度＋レンジの5％
○安全規格
　　 EN 61010-1, EN 61010-2-030　測定カテゴリ　CAT III　300V
　　　屋内使用、使用高度 2000m以下、汚染度2
　　EN 61010-031
○適合規格： EN 61557-1, EN 61557-5, IEC 60529 (IP54)
○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)。

○測定方式
　●地電圧測定
　　平均値整流
　●接地抵抗測定
　　定電流インバータ
　　測定電流：約AC 3ｍA（20Ωレンジ）
　　周 波 数：約820Hz
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○動作誤差
　　 動作誤差（Ｂ）は定格動作条件内で得られる誤差で、使用する
機器の誤差である固有誤差（Ａ）と、変動による誤差（Ei）に
より算出されます。

　　　B＝±（｜A｜＋1.15×√（E１２＋E２２＋E３２＋E４２＋E５２＋E７２＋E８２））
　　　　　　A ：固有誤差
　　　　　　E１：姿勢の変化による変動
　　　　　　E２：電源電圧の変化による変動
　　　　　　E３：温度の変化による変動
　　　　　　E４：直列干渉電圧による変動
　　　　　　E５：補助接地電極抵抗による変動
　　　　　　E７：システム周波数の変化による変動
　　　　　　E８：システム電圧の変化による変動
○最大動作誤差維持範囲
　　最大動作誤差（±30％）が維持される測定範囲
　　20Ωレンジ ：5 ～ 19.99Ω
　　200Ωレンジ ：20 ～ 199.9Ω
　　200Ωレンジ ：200 ～ 1999Ω
○電池寿命
　　測定回数：3300回以上
　　（ 20Ωレンジにて5秒間10Ωを測定し25秒間休止/単三マンガン

電池使用の場合）
○使用温湿度範囲
　　0 ～ 40℃ 相対湿度85％以下（結露のないこと）
○保存温湿度範囲
　　-20 ～ 60℃ 相対湿度75％以下（結露のないこと）
○電源
　　DC 9V： 単三形マンガン乾電池 R6P“AA”形状(1.5V)×6本　または
 単三形アルカリ乾電池 LR6“AA”形状(1.5V)×6本
○過負荷保護
　　過負荷保護電圧
　　　・接地電圧  AC 300V　1分間
　　　・接地抵抗  E-P、 E-C各端子間にAC 280V　10秒間
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○絶縁抵抗
　　電気回路と外箱間で5ＭΩ以上／ 500V
○耐電圧
　　電気回路と外箱間でAC 3700V　1分間
○外形寸法
　　約 105(L)×158(W)×70(D) mm
○質　量
　　約 550ｇ（電池を含む）
○付属品

名　　　　　　称 形　名 数　量
測定リード　（赤20m, 黄10m、緑5m） 98074 1セット
接地棒　（2本） 98070 1セット
2極法測定リード（赤、黒／緑） 98075 1セット
ソフトケース（EY200用） 93041 1
肩掛けベルト（EY200用） 99018 1
取扱説明書 1
単三電池　R6P 6
* 英文　説明プレート（L4058EA）（和文　説明プレートはケース上
蓋に貼付）
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補助接地抵抗電極の有効性表示について
本器では補助接地電極の有効性を確認できる機能があります。
測定スイッチを押したときに小数点が点滅する場合は、接地棒「Ｃ」
の補助接地抵抗が大きく定電流を流すことができない「警告表示」
です。各測定プローブの接続、接地棒の接地抵抗を再度確認してく
ださい。

＜表示部＞

20Ωレンジの場合 ------------全ての小数点が表示され、
 左：点滅　中：点灯　右：点滅となります。
200Ωレンジの場合 ----------全ての小数点が表示され、
 左：点滅　中：点滅　右：点灯となります。
2000Ωレンジの場合 --------全ての小数点が表示され、
 左：点滅　中：点滅　右：点滅となります。

＜注意＞
小数点が点滅した状態での測定値は確度保証外となります。
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 4. 各部名称

 <1> LCD表示部  <2> 電池交換マーク
 <3> 測定表示ランプ（緑色）  <4> 測定スイッチ (Ω MEASURE)
 <5> レンジスイッチ  <6> 測定端子
 <7> 測定リード  <8> 接地棒
 <9> 2極法測定リード <10> 安全ワニグチクリップ
<11> テストプローブ <12> 形名
<13> 計器番号 <14> 銘板
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 5. 測定準備
5-1 電池電圧の確認
本器のレンジを「～Ｖ」レンジの位置にした状態で、表示部に「電
池交換マーク」が点灯していないことを確認してください。
電池交換マーク：
電池交換マークが点灯している場合は、「７．電池交換の方法」を
参照して、電池を交換してください。

5-2 測定リードと2極法測定リードの接続
精密測定（3極法）の「測定リード」と簡易測定（2極法）の「2極
法測定リード」を本器の測定端子に接続する際は、根元まで確実に
差し込んでください。
接続が浅いと接触不良になって測定値に誤差が出る可能性があります。

※工場出荷時は「プラグキャップ」が付いています。
　（接続する際は取り外して保管してください）

 6. 測定方法
# 警告

● 接地抵抗測定時には、Ｅ－Ｃの端子間に最大約50Vの電圧が発生
しますので、感電しないように十分注意してください。
● 地電圧（確認）測定の場合、測定端子間に200V以上を超える電
圧が加わらないようにしてください。
● 接地抵抗測定の場合、測定端子間に電圧が加わらないようにし
てください。

# 注意
本器の機能を確認するため電源を入れた後、
測定値が更新されていることを確認してください。
測定値が更新されていないと誤った読値が表示されて
感電やけがにつながる恐れがあります。
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6-1 測定原理
本器は電位降下法で接地抵抗測定を行っています。電位降下法は、
測定対象であるＥ（接地極）とＣ（電流電極）間に交流定電流Ｉを
流し、ＥとＰ（電位電極）の電位差Ｖを求め、接地抵抗値Rxを求
める方法です。

Ｒｘ＝Ｖ／Ｉ

6-2 精密測定（3極法）　測定リードを使用する
　⑴ 接地棒の打ち込みと配線
　　  被測定接地体から約5～10ｍ間隔で、ほぼ一直線上に接地棒（Ｐ
端子用とＣ端子用）をそれぞれ、大地に深く埋め込みます。次
に本器のE, P, C端子から測定リード（緑）（黄）（赤）を被測定
接地体、接地棒P、接地棒Cの順に接続します。

　　 ＜注意＞
　　   接地棒はできるだけ湿気の多い土の部分に打ち込んでくださ

い。やむを得ず乾燥したところまたは、小石の多いところや
砂地の場合は、接地棒を打ち込んだ部分に水をかけて十分に
湿気を持たせてください。

　　   コンクリート上では接地棒を寝かせて水をかけるか、濡れ雑
巾等を接地棒の上にかけて測定してください。
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　⑵ 地電圧の確認：～V
　　  ⑴の状態で「～V」レンジ（地電圧測定レンジ）の位置にし

てください。
　　  この時、表示部に電圧が表示される場合は地電圧が存在しま

す。この電圧値が3V以下であることを確認してください。もし、
3V以上の場合は接地抵抗の測定値に大きく誤差を生じる能性
がありますので被測定接地体を使用している機器の電源を切
るなどして、地電圧を低くしてから接地抵抗の測定を行って
ください。

　⑶ 接地抵抗（Ω）の測定：3極法
　　  2000Ωレンジにしてから測定スイッチ「Ω MEASURE」を押

してください。
　　  LEDが点灯して測定中であることがわかります。接地抵抗値

が低い場合は順に200Ω、20Ωレンジに切り換えてください。
この時の指示値（表示値）が被測定接地体の接地抵抗値です。

　　 ＜注意＞
　　  表示部に“．．．”が表示された場合は、接地棒Cの補助接地抵

抗が大きく本器が定電流を流すことができない「警告表示」
です。各測定リードの接続、接地棒の抵抗を再度確認してく
ださい。

# 注意
● 測定リードを撚り合わせたり、接触した状態で測定しますと、
誘導の影響を受ける場合がありますので、それぞれの測定リー
ドを離して測定してください。
● 接地抵抗が大きすぎる場合、指示値に誤差を生じることがあり
ます。
　 水分の多い場所に接地棒P、Cをおのおの確実に打ち込み、各接
続部の接触を十分にしてください。

6-3 簡易測定（2極法）　2極法測定リードを使用する
　 この測定は接地棒が打ち込めない場合に便利（簡易的）な測定法
です。接地極として、既存のできるだけ小さい接地抵抗の接地極
を利用し、２極法で測定します。
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　 使用可能な接地極としては、金属製水道管等金属製埋設物、商用
電源の共同アースまたはビル等のA種接地極（避雷針）が利用で
きます。
　 本器には簡易測定に便利な「2極法測定プローブ」を付属しています。
　 安全ワニグチクリップとテストプローブのどちらかを使用（交換
可能）できる構造になっています。

　⑴ 配線
　　 下図のように配線を行ってください。

　　 ＜注意＞
　　  本器に付属している2極測定リードを使用しない場合には、P

とCをショートさせてください。

# 警告
●商用電源アース側の確認は必ず検電器を使用してください。
●商用電源アース側の確認に本器を使用しないでください。
　 被測定接地極の接続がはずれている場合、本器測定リードの接
続が正しくない場合など、活線であっても電圧が指示がされな
い場合があり危険です。
●本器を商用電源の電圧測定に使用しないでください。
　 本器は商用電源の電圧測定用には設計されていません。付属の「2
極法測定リード」を使用するとP端子とC端子が短絡され、入力
インピーダンスが小さくなります。
　 漏電遮断器の接地された回路で電圧測定を行うと、漏電遮断器
が動作することがあります。
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　⑵ 地電圧の確認：～V
　　  ⑴の状態で「～V」レンジ（地電圧測定レンジ）の位置にし

てください。
　　  この時、表示部に電圧が表示される場合は地電圧が存在しま

す。この電圧値が3V以下であることを確認してください。もし、
3V以上の場合は接地抵抗の測定値に大きく誤差を生じる可能
性がありますので被測定接地体を使用している機器の電源を
切るなどして、地電圧を低くしてから接地抵抗の測定を行っ
てください。

　⑶ 接地抵抗（Ω）の測定（2極法）
　　  2000Ωレンジにしてから測定スイッチ「Ω MEASURE」を押

してください。
　　  LEDが点灯して測定中であることがわかります。接地抵抗値

が低い場合は順に200Ω、20Ωレンジに切り換えてください。
この時の指示値（表示値）が被測定接地体の接地抵抗値です。

　　 ＜注意＞
　　  表示部に“．．．”が表示された場合は、接地棒Cの補助接地抵

抗が大きく本器が定電流を流すことができない「警告表示」
です。各測定プローブの接続、接地棒の接地抵抗を再度確認
してください。

　⑷ 簡易測定による測定値
　　  簡易測定の場合、2極法ですのでP端子に接続した接地極の接

地抵抗値reが真の接地抵抗値 Rxに加算されて、指示値 Reに
あらわれます。

 Re（指示値）＝Rx＋ re

　　  このreがあらかじめわかっている場合は、指示値Reよりreを
マイナスして真の抵抗値を求めてください。

 Rx（真の抵抗値）＝Re－ re
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 7. 電池の交換方法
# 警告

● 本体が濡れている状態で電池蓋を開けることは絶対にしないで
ください。
● 測定中の電池交換は絶対にしないでください。
　 また感電事故を避けるため、電池交換の際はレンジスイッチを
OFFにして、測定リード等を必ず本体からはずしてから行って
ください。

# 注意
●電池は新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。
● 電池は極性を間違えないよう、ケース内の刻印の向き（極性）
に合わせて入れてください。

　　単三形マンガン乾電池 R6P“AA”形状(1.5V)×6本　または
　　単三形アルカリ乾電池 LR6“AA”形状(1.5V)×6本

＜交換手順＞
　　<1>  レンジスイッチをOFFにして、測定リードまたは2極法測

定リードを端子からはずします。
　　<2> 本器底面のネジ2個をゆるめて、電池蓋を外します。
　　<3>  電池は6本すべて新しい電池と交換してください。
　　　　  電池の向き（極性）を間違えないように正しく交換して

ください。
　　<4> 電池蓋を取り付け、ネジ2個を確実に締めてください。
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 8. ケースおよび付属品の説明
　8-1 ケース上蓋の収納方法
　　ケース上蓋は測定時に本体裏側に収納することができます。

　8-2 ベルトの取り付け方法
　　 付属の「肩掛けベルト」を取り付けることにより、首にかけて
測定することができます。

　　 これにより、両手が自由に使用でき、作業が簡単かつ安全に行
えます。
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 9. 修理を依頼される前に/校正周期
●電源をONにしても表示部に“000”が表示しない。
　 電池が入っているかどうか、あるいは電池の向き（極性）が正し
いかどうかを本器底部の電池蓋を開けて確認してください。　
「7.電池の交換方法」を参照してください。
　 工場出荷時は本器に電池は収納されていませんので、付属品の乾
電池を本器入れてください。

●地電圧確認（測定）時“１．．．”と表示する。
　過大入力を加えていないか確認してください。
　 200V以上で最上位桁の１だけが点灯します。電圧測定時“１．．．”
と表示した場合はすぐに測定を中止してください。

# 警告
200Vを超えると本器を損傷させるおそれがあります。

●接地抵抗が測れない。　表示部に“．．．”と表示する。
（精密測定：3極法）

　接地抵抗が大きく定電流が流せない状態です。
　＜対処法＞
　 ・接地棒の場所を差し換える。（または深くする）
　 ・Ｃ端子の測定リード（赤）に接続する「接地棒Ｃ」に水をかける。
　　 E、P、Cの測定コードをショートして表示部の指示値が“0.00”
に近い数値になれば本器は正常です。 「6-2 精密測定」を参照
してください。

●接地抵抗が測れない。　表示部に“．．．”と表示する。
（簡易測定：2極法）

　接地抵抗が大きく定電流が流せない状態です。
　＜対処法＞
　 ・ Ｐ端子の接地極に使用している場所（金属製水道管、商用電源

のアース等）の接続を確認する。（または補助接地極を変更する）
　「6-3 簡易測定」を参照してください。

●推奨校正周期
　1年： 本器を正しくご使用いただくためにも、定期的に校正する

ことをおすすめします。
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 10. 各国や地域での販売について
製品の廃棄について
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)
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電池交換および廃棄方法について
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：マンガン乾電池
　

Pb
　　　　　　基準値（質量パーセント）： Pb（鉛） 0.004%

注：
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。
また、マーク下部の元素記号は、上記の基準値を超えて当該化学物
質が含有されていることを示します。

電池の安全な取り外し方法：
　「7. 電池の交換方法」を参照してください。

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。
（AR: Authorized Representative）
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。
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保 証 書
※ご使用者名

殿
形名　　　EY200

※製造番号

保証期間　※購入日
　　　　　　　年　　　月　より1年間

お願い
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，万一故障等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。

 記
⑴ 不適当な取扱いまたは不適当な使用による故障。
⑵ 設計仕様条件をこえた取扱い使用または保管による故障。
⑶ 電池，ヒューズなどの消耗品および自然減耗部品の交換。
⑷ 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。
⑸  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。

⑹ その他当社の責任とみなされない故障。
以上
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 WARNING


Damaged Signal Cable (Probe)


If the signal cable is torn and the inner metal is exposed or if a color different from the 
outer sheath appears, stop using the cable immediately.


Name of Probe: Test leads, Test probes, Testing leads, Testing leads with alligator clip,  
Lead cables, Voltage probes, Line probes, Earth probes


French


 AVERTISSEMENT


Câble (Sonde) de signal endommagé


Si le câble de signal est déchiré et que le métal intérieur est exposé ou si une couleur 
différente de la gaine externe est visible, arrêter immédiatement d’utiliser ce câble.


	 警告
測定ケーブル（プローブ）の破損
測定ケーブルの内部から金属部分が露出したり、ケーブルの外装被覆と異なる色が露出した
ときは、直ちに使用を中止してください。


プローブの名称：	 測定リード、テストプローブ、テストリード、ワニ口テストリード、	
リードケーブル、電圧プローブ、ラインプローブ、アースプローブ


Safety Precautions for Signal Cable (Probe)


測定ケーブル（プローブ）の安全について


PIM 904-01Z2
1st Edition: Aug. 2018 (YMI)







