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製品ガイド
機器一覧
高品質なカスタマーソリューション



70 年以上にわたる
製品ガイド

AMETEK Landは、工業赤外線非接触温度測定、燃焼効率、環境汚染廃棄物用モニ
ターおよび分析機器類の世界有数の専門メーカーです。 

1947年に英国で設立されたLand Instruments International Limitedは、ほぼ困難
とされる条件下での運用を行えるよう設計された強力な測定技術という革新を生
み出したことで高く評価されました。AMETEK Landは、2006年にAMETEK, Inc.
のプロセス分析機器部門に買収され、今日では、製鉄、ガラス製造、選鉱、炭化水素
処理および火力発電を含む世界産業の製品応用ソリューションの特別なサプライ
ヤーとなりました。

当社の非常に正確な測定ソリューションは、比類のないアプリケーション知識によっ
てサポートされているため、お客様の正確なプロセスニーズに個別に対応すること
が可能です。

 イノベ ー ション

システム 2 ファミリー
の発表および 
酸露点モニター (Land 
Combustion)  
の発売による  
燃焼高効率モニター
の発表19

77

米国現地法人の  
設立により  
米国市場へ進出

英国初の熱認定研究所、
ブリティッシュ・キャリブレー
ション・サービス  
(現在はUKAS) 設立19

70

19
87

最初の非接触  
赤外線パイロメーター  
システム 1 ファミリー  
(Land Infrared) お
よび黒体校正用線源
の発売

19
65

英国ドロンフィ
ールドの  
専用工場に
移転19

64

初の表面パイロメ
ーターfSP & ケン
ブリッジインジケー
ター の発売19

58

19
47

トム・ランドが  
Land  
Pyrometers  
を設立

最初の空中非接触温
度計を開発

19
76

システム 3 ファミ
リーの発表
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初の携帯型パイロ
メーター  
Cyclops の 
発売19

81

赤外線ライ
ンスキャナー 
Landscan の
発表
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オンラインで
詳細情報を探す
AMETEK Landのウエブサイトでご覧いただけます
• 当社製品の詳細
• 特定用途のソリューション
• 産業別情報
• ダウンロード可能なパンフレット、マニュアル、	
	 アプリケーションノート
• ソフトウェアダウンロード無料
• 最寄りのAMETEK Landオフィス

WWW.AMETEK-LAND.COM

最新携帯式ガスアナライザー   
Lancom4 の発売

非接触赤外線パイロメーター 
SPOT (システム 5 ファミリー) の
発売およびブリティッシュ・エン
ジニアリング・エクセレンス・アワ
ード 2013 でハイ・コメンデーシ
ョン受賞 20

20

ISO 
認証

初のサーマルイメー
ジャー T135 の発表19

89

Land Pyrometers
売却.Land 
Infrared と Land 
Combustion が
Land Instruments  
International に生
まれ変わる

19
90

フランス、ドイツ、
イタリア、 ポーラ
ンド、日本で 子会
社設立

システム 4 ファミリ
ーの発表19

93

20
06

20
16

次世代アプリケーシ
ョンを採用した 
サーマルイメージャー  
NIR-B グラス および 
NIR-B 3XR 産業用ガ
スの発売

Process & 
Analytical 
Instruments 
Division の一部と
して  AMETEK, 
Inc.に加わ
り、AMETEK Land
になる

透明度・粉じん濃度
モニター 4500 MkII 
の発売

19
94

20
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体温スクリーニングシス
テム VIRALERT 2 & 3 
の発売

19
96

初のウェブ
サイト開設

赤外線ライ
ンスキャナー 
Landscan の
発表
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細説明をご覧ください。

アメリカ合衆国のお客様は、米国のウェブストアから直接ご
注文ください。ご希望の商品を直接ご注文ください。送料無
料です。

必要なものが見つからない場合は、お問い合わせください。
当社のチームは、新しいソリューションや機能に向かって継
続的に取り組んでいます。また、長年にわたって、幅広いグロ
ーバル業界に合わせてカスタマイズされたソリューションを
開発してきた経験があります。

本ガイドは、産業用赤外線非接触温度測定、燃焼効率、環境
汚染物質排出を対象にした包括的な高度ソリューション製
品に関する詳細リファレンスリソースです。

このガイドは、お客様の用途に適した製品を見つけるのに役
立つように作成されており、当社の最新ソリューションをすべ
て詳しく説明しています。

プロセスに最適と思われる製品を特定し、現在の仕様と製
品の入手可能性について当社ウェブサイトの最新情報で詳
細をご確認いただけます。

お客様の要件に対する製品の適合性については、パンフレッ
ト、マニュアル、アプリケーションノートをダウンロードして詳

当社製品ガイドへ
ようこそ

グローバルサポート
業界をリードするアフターサポートにより、ご使用中のAMETEK Land機器やシステムで最高のパフォーマンスがi可能にな
ります。.世界各地の専任サービスセンターとオンサイト担当者:
• 技術サポート
• メンテナンス
• 緊急修理
• 認証と校正
• サービスおよびサービス契約
• トレーニング
当社が提供するサービスとサポートに関する詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。

WWW.AMETEK-LAND.COM/SERVICES
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固定式スポット非接触サーモメーター/
パイロメーター

携帯式非接触サーモメーター

固定式サーマルイメージャー＆
ラインスキャナー

校正用線源

一酸化炭素検知器

ソフトウェア

ペ ー ジ  6 - 1 1

ペ ー ジ  1 7

燃焼効率
モニター

ペ ー ジ  2 0 - 2 1

透明度・粉じん濃度モニター

ペ ー ジ  2 2 - 2 3

ペ ー ジ  1 8 - 1 9

携帯式
ガスアナライザー

ペ ー ジ  2 4

産業別
アプリケーション

ペ ー ジ  3 0 - 3 1

ペ ー ジ  2 5

ペ ー ジ  2 6 - 2 9

ペ ー ジ  3 2 - 3 3

ペ ー ジ  1 2 - 1 6
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固定式スポット非接
触サーモメーター/パ
イロメーター
オンラインでの温度測定と制御を目的とした赤外線温度計を幅
広く提供しています。これらの革新的で柔軟なソリューションは、
多様なプロセスや特殊用途に合わせてカスタマイズできます。
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SPOT
SPOT は、固定式非接触赤外線スポット温度測定用のフル機能を備えた、高性能高
温計ファミリーです。.動作波長、温度範囲、プロセス要件に応じてご利用いただけ
ます。	
産業
   発電       アルミニウム      鉄鋼      加工業      鉱業

用途

温度範囲
50-3000 °C / 122-5432 °F

メリット
 ∙ 広い温度測定範囲
 ∙ 高速、正確、再現可能な結果
 ∙ シンプルな一人操作
 ∙ 多彩なモデルとアクセサリオプション

   冷間圧延 – 冷間圧延機
   冷間圧延 – Sendzimirミル (Zミル)
   熱間圧延 – ブル―ミング/ビームミル
   熱間圧延 – キャスタストレーナ出口
   熱間圧延 – コイルボックス
   熱間圧延 – コンビネーションミル
   熱間圧延 – 均熱炉
   熱間圧延 – 板圧延機/反転機
   熱間圧延 – 粗砕機
   熱間圧延 – スケールブレーカ
   鉄から鋼 - 送風メインおよび羽口
   鉄から鋼 – 熱風ストーブ
   ロッドミル – ダウンコイラレイジングヘッド
   ロッドミル – スタンド
   ロッドミル – Stelmorコイラランアウト
   ブッシング出口 (ファイバガラス/ロックウール)

   管 (フラット)
   ゴブ (コンテナ/特殊/食器)
   溶解タンク – 内側耐火物
   型
   リジェネレータ
   鍛造 – ドロップ
   鍛造 – 回転
   熱処理 – 焼鈍
   熱処理 – レーザ硬化
   熱処理 – プラズマ窒化
   ソーラー – ポリシリアンインゴット鋳造
   ソーラー – ポリシリアン反応炉
   煉瓦 – トンネル窯
   セメント – 燃焼ゾーン
   セメント – クリンカシュート

SPOT AL – アルミニウムの製造および加工アプリケーション高温計

温度範囲
130 - 800 °C / 266 - 1472 °F
SPOT ALとアクチュエーター

SPOT AL/LTは、アルミニウムの生産および加工産業向けの単一センサーソリュー
ションを提供する、高度なスマート/多波長アプリケーション高温計です。
メリット
 ∙ 特殊なアルミニウムアルゴリズム
 ∙ 単一センサ―ソリューション
 ∙ 強力なソフトウェアサポート
 ∙ SPOT AL LT（低温）も入手可能
 ∙ スポットアクチュエータによるターゲットアライメ
ントの強化

産業
   アルミニウム産業

用途
   アルミニウム押出成形  

   アルミニウムストリップ
   アルミニウム鍛造
   アルミニウム その他の加工
   アルミニウム液体 (タップ)

SPOT GS – 亜鉛メッキ/亜鉛メッキストリップ

温度範囲
125-1000 °C / 257-1832 °F

高性能な非接触赤外線スポット高温計は、亜鉛メッキおよびガルバニーリング中の被
覆鋼ストリップ温度の連続的かつ高精度な測定のために特別に設計されています。
メリット
 ∙ 鋼ストリップ専用の3種のプリセットアルゴリズム
 ∙ 高速、正確、再現可能な結果
 ∙ ターゲットを正確に捉える高品質な光学特性
 ∙ さまざまな鉄鋼アプリケーションに適用可能

産業
   鉄鋼

用途
   CGL – ガルバ二―ル出口  
   CAL – 浸漬

製品ガイド

新 
製品
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製品ガイド

SYSTEM 4

温度範囲
0-2600 °C / 50-4700°F

高精度のシングルスポット高温計は、広範囲の温度、動作波長、用途にわたって卓越
した柔軟性を提供します。

メリット
 ∙ 広い温度測定範囲
 ∙ 迅速で信頼できる正確な結果
 ∙ 各種アプリケーションに適合する交換可能なエ
レメントにより再校正不要
 ∙ 豊富なモデルとアクセサリオプション

産業
   ガラス
   加工業
   鉄鋼

AUTO POUR

温度範囲
600-1600 °C / 1112-2912 °F

鋳造工場で、金型や鋳型に注入する溶融金属の温度を測定するために特別に設計
されたパイロメーターシステムです。

メリット
 ∙ プロセスを中断する必要はありません
 ∙ 連続的な監視が可能です
 ∙ アナログ出力とアラーム出力を備えています
 ∙ 堅牢なパイロメーターハウジング

産業
   鉄鋼

用途
   製鉄所

UNO

温度範囲
50-2600 °C / 150-4700°F

OEM、プラント設計者、プロセスオペレータ向けに最適化された、頑丈で低コスト
のスタンドアロン式温度センサーです。

メリット
 ∙ 豊富な別売付属品
 ∙ 卓越した精度による追跡可能な校正
 ∙ 頑丈で用途の広い設計
 ∙ 4〜20mAループに直接統合

産業
   ガラス
   炭化水素処理 (HPI)
   加工業
   鉱業

用途
   熱間圧延 – 再加熱炉  
   熱間圧延 – 製鉄所
     アスファルト/ロードストーン/タールマック・ミキ
サーおよびシュート
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固定式スポット非接触サーモメーター/パイロメーター

RT8A

温度範囲
0-500 °C / 0-1000 °F

ロードストーンやガラスプラント、その他条件の厳しい低温処理での複数プロセス
測定に設計された、高精度の非接触赤外線用パイロメーターです。

メリット
 ∙ 業界標準の出力により統合も簡単 
 ∙ 反応が迅速で高精度の測定 
 ∙ 業界の要求を満たす設計 
 ∙ 用途がロードストーンの場合12か月保証

産業
   ガラス
   鉱業

用途
   空冷 (フラット)
     バッチ入口 (コンテナ/ファイバガラス/  
ロックウール/フラット/特殊/食器)

     アスファルト/ロードストーン/タールマック・ 
ミキサーおよびシュート

IQ

温度範囲
200-1750 °C / 392-3182 °F   

高温プロセス制御のニーズを満たすために設計された、コンパクトで頑丈な工業用
温度計のシリーズです。

メリット
 ∙ 頑丈なオールメタル設計
 ∙ 統合エアパージと水冷
 ∙ 幅広いオプションによって構成可能性が広がる
 ∙ プラグ＆プレイで取り付け簡単

産業
   ガラス
   鉱業

用途
   ブッシング出口 (ファイバガラス/ロックウール)
     オーブン加熱 & 浸漬ゾーン  
(建築/自動車ガラス)

     オーブン出口 (建築/自動車ガラス)

SOLOnet

温度範囲
200-1750 °C / 392-3182 °F

製造や産業の種類による幅広いプロセス制御に合わせてカスタマイズ可能な、柔
軟なウェブブラウザ対応のデジタル赤外線温度計です。

メリット
 ∙ 再校正に必要がなく現場で交換可能な光学系
 ∙ 頑丈でメンテナンスの少ないサファイアウィンド
ウ標準装備
 ∙ ウェブブラウザ、イーサネット、RS485を介して
ユーザーによる全設定可能
 ∙ 複数の構成オプションを備えた4種類の 温度計
タイプ

産業

用途
   ブッシング出口 (ファイバガラス/ロックウール)
     オーブン加熱および浸漬ゾーン  
(建築/自動車ガラス)

     オーブン出口
(建築/自動車ガラス)

 (米国、中国、インドでのみ入手可)

   アルミニウム
   ガラス
   加工業

   鉱業
   鉄鋼
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製品ガイド

炉内ガス温度 – CDA

温度範囲
400-1800 °C / 752-3272 °F

ボイラーや焼却炉の燃焼ガス温度を測定するために設計された高度な非接触赤
外線温度計です。
メリット
 ∙ CO2以外の冷気やガスを無視
 ∙ System 4 アクセサリと互換性あり
 ∙ 非接触測定はプロセスに干渉しません
 ∙ 炉内ガス温度にも使用可能です

産業
   加工業
   発電

用途
   バイオマス – ボイラ/炉操作  
   廃棄物 – ボイラー/炉の操作
   石炭 – ボイラー/炉の操作

SPRINT8

温度範囲
0-982 °C / 0-1800 °F

低温工業プロセス向けに設計された、コンパクトで頑丈な非接触温度計です。
メリット
 ∙ USB構成インターフェース
 ∙ 過酷な環境にも耐える設計
 ∙ 標準2線式4-20mAループ出力
 ∙ 緑色LED照準ダイオードオプション

産業
   加工業

用途
   紙 – スーパーカレンダー加工
   紙 – ヤンキードライヤ
   プラスチック – 熱成形

DTT – ドローイングタワー

温度範囲
800-2600° C / 1500-4700° F

光ファイバドローイングタワー炉を制御するための正確で安定した温度測定を提供
する短波長赤外線温度計です。
メリット
 ∙ 正確で信頼できる非接触測定
 ∙ ライトガイド長 2m
 ∙ 業界標準の出力とフィッティング
 ∙ 小型ターゲット対応機能

産業
   ガラス

用途
   ドローイングタワー（光ファイバー通信）

FG – ガラスフォアハース

温度範囲
850-1600 °C / 1562-2912 °F

4〜20mA出力を備えたシンプルな光ファイバー2線ループ式温度計です。ガラス業界
のプロセス制御を改善するために特化した設計です。
メリット
 ∙ 最高1650 °C (3000 °F) まで正確に測定
 ∙ 取り付け簡単
 ∙ 費用効果が高く、水冷不要
 ∙ オンライン校正不要

産業
   ガラス

用途
   フォアハース
   リジェネレータ
   管
   溶解タンク – バルクガラス
   溶解タンク – 内側耐火物I

 (米国でのみ入手可)
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FLT5A – フロートライン

温度範囲
250-1300 °C / 482-2372 °F

錫バスのガラス表面温度を測定し、フロートラインの焼鈍レアを測定するための正
確で柔軟な赤外線温度計です。
メリット
 ∙ 250 °C - 1100 °C (482 °F - 2012 °F)
温度範囲
 ∙ スペクトル感度4.8-5.2µm
 ∙ 光学視野 50:1
 ∙ System 4 の取り付け具およびアクセサリと互換
性があり、正確な位置合わせが可能

産業
   ガラス

用途
   錫バス  
   錫バス出口
   焼鈍レアの出入口

FTS – 炉内測定

温度範囲
500-2000 °C / 900-3600 °F

再加熱炉アプリケーションで真の負荷温度を継続的に測定するように設計された
2センサー温度監視システムです。条件の厳しい加熱セクションでは背景放射を補
います。
メリット
 ∙ 高い測定精度
 ∙ 真の温度の連続デジタル表示
 ∙ 再加熱炉用に特化した設計
 ∙ デジタルRS232CまたはRS485出力

産業

用途
   熱処理 – 火災硬化
   再加熱炉

SP – スプレーチャンバー

温度範囲
600-2600 °C / 1112-4712 °F

連続キャスタースプレーチャンバーの過酷な環境で温度測定を行うためにカスタム
設計された光ファイバー赤外線温度計システムです。
メリット
 ∙ 取り付け簡単
 ∙ シンプル、迅速、工具の要らないプローブ除去
 ∙ スプレーチャンバーに電子機器はありません
 ∙ 水冷なしで整備が最小限

産業

用途
     熱間圧延 – 連続キャスタースプレーチャンバー

VDT – 蒸着

温度範囲
1000-2500 °C / 1800-4500 °F

蒸気/薄膜堆積プロセスでの正確なプリフォーム温度測定にカスタム設計された非
接触赤外線温度計です。
メリット
 ∙ 正確で信頼できる、揺らぎのない測定
 ∙ 頑丈で柔軟性のあるモジュラー設計
 ∙ レンズ越しにピント合わせ可能
 ∙ 業界標準出力

産業

用途
   ドローイングタワー

 (光ファイバー通信)

   鉄鋼
   加工業
   発電

   鉄鋼

   ガラス

固定式スポット非接触サーモメーター/パイロメーター
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サーマルイメージャー＆ラ
インスキャナー
当社のイメージャーとラインスキャナーは高度なソフトウェアサポートに支
えられ、パフォーマンスの業界標準を設定し、プロセスを安全かつ効率的に
継続して行うために必要な高解像度の熱情報を提供します。

1 2212 製品ガイド – 機器一覧



固定式定置型サーマルイメージャー

LWIR-640

温度範囲
-20-1000 °C / -4-1832 °F

NIR-656 および NIR-2K

温度範囲
600-1800 °C / 1112-3272 °F

用途に合わせて幅広く高温・高解像度の測定を行う高精度サーマルイメー	
ジャーです。

メリット
 ∙ 高解像度放射サーマルイメ 
ージャー
 ∙ 過酷な条件にも対応できる
頑丈なハウジング
 ∙ モデルとオプションの選択
 ∙ 2年保証

統合されたウェブサーバーとオンボードI/Oを備えた長波長スマートサーマルイメ
ージャーです。

メリット
 ∙ 高解像度放射サーマルイメー
ジャー
 ∙ 高い画像解像度
 ∙ 革新的なソフトウェア分析
 ∙ スマート機能

MWIR ボアスコープ 640

温度範囲
300-1800 °C / 572-3272 °F

連続温度測定と炉のプロファイリングアプリケーション向けのスペクトルフィルタリ
ングを備えた高精度の赤外放射ボアスコープイメージングカメラです。
メリット
 ∙ 高解像度
 ∙ 広角視野
 ∙ スペクトルフィルタリング技術
 ∙ 全炉プロファイリング

NIR ボアスコープ 640

温度範囲
600-2000 °C / 1112-3632 °F

視野内の温度差が大きい炉に使用する連続温度測定用の短波放射赤外線ボアス
コープ画像カメラです。
メリット
 ∙ 連続的な監視が可能です
 ∙ 広い測定範囲
 ∙ リアルタイムの熱データ
 ∙  高性能スペクトルフィル 
タリング

産業
     炭化水素処理
   鉱業
   鉄鋼
   発電
   加工業

用途 
   精製/石油化学 – 燃焼式ヒータ
   セメント – 燃焼ゾーン
   熱間圧延 – 再加熱炉
   バイオマス – ボイラ/炉操作
   石炭 - ボイラー/炉の操作
   熱処理 – 焼鈍

産業
   鉱業
   鉄鋼
   加工業
   発電

用途 
   セメント – 燃焼ゾーン  
   セメント – 窯シェル
   熱間圧延 – 再加熱炉
   鍛造 – 回転
   石炭 – ボイラー/

 炉の操作

産業
   鉱業
   加工業
   鉄鋼
   発電
   ガラス
   炭化水素処理

産業
     炭化水素処理
   ガラス
   特殊金属

用途 
   錫バス  
   取鍋
   焼鈍レアの出入口
   ガラス溶融タンク
   HPI – クリティカル配管
   発電 – 精製石油コークス
   発電 – 貯蔵

用途 
   硝酸 – アンモニアバーナー
   スピナ (フラット)
   銅 – 精錬
   白金 – 精錬

新 
製品

新 
製品
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固定式炉用サーマルイメージャー

NIR ボアスコープ 656 & NIR ボアスコープ 2K

温度範囲
600-1800 °C / 1112-3272 °F

プロセスの連続的な監視および制御に
幅広く対応するように設計された高解像
度短波放射赤外線ボアスコープ画像カ
メラです。

メリット
 ∙ 連続的な炉監視
 ∙ 超広角視野
 ∙ 高精度な温度測定
 ∙ 高性能スペクトルフィルタリング

産業

用途

NIR ボアスコープ 2K ガラス 炉内 (溶解炉) 監視システム

温度範囲
1000-1800 °C / 1832-3272 °F

NIR-B-2K-Glassは、ガラス炉用に正確
な温度測定を行うために特別に開発さ
れたボアスコープ熱画像カメラです。

メリット
 ∙ ガラス溶融炉用の設計
 ∙ 画像内のどのポイントでも温度監視可能
 ∙ 耐火壁に必要なものは小さな穴だけ
 ∙ オートリトラクト機構（オプション）の優れた保護
性能

産業

用途

NIR ボアスコープ 640-EX

温度範囲
600-1800 °C / 1112-3272 °F

NIR-ボアスコープ-640-EX は水蒸気改
質炉並びにの連続温度用の分解炉管を
対象とした、短波長赤外放射ボアスコー
プ画像カメラです。

メリット
 ∙ 高精度で最適なプロセス制御
 ∙ リアルタイムの熱データ
 ∙ 短波長センサー
 ∙ ATEX認証済み

産業

用途

   鉱業
   鉄鋼
   加工業

   ガラス

   炭化水素処理

   セメント – 燃焼ゾーン
   セメント – 窯シェル
   熱間圧延 – 再加熱炉
   鍛造 – 回転
   熱処理 – 焼鈍

   溶解タンク – バルクガラス
   溶解タンク – n内側耐火物

   アンモニア – 一次合成ガスリフォーマ
   エチレンクラッカ – 蒸気分解炉
   水素 – 一次合成ガスリフォーマ
   スラリーから合成ガス – ガス化炉
   メタノール – 一次合成ガスリフォーマ

14 製品ガイド – 機器一覧



ラインスキャナー & システム

HOTSPOTIRコンベアベルト

温度範囲
20-250 °C / 68-482 °F

コンベアベルトの材料に生じるホットス
ポットを検出するために設計された、非
常にコンパクトな高速応答赤外線スキャ
ンシステムです。

メリット
 ∙ 正確で継続的な温度監視
 ∙ シンプルで信頼できるアラーム処理
 ∙ 産業条件に合わせてコンパクトな設計
 ∙ 100Hz までの高速スキャン速度

産業

用途

   炭化水素処理
   加工業
   発電

   鉄鋼
   鉱業

   セメント – クリンカクーラ
   鉄から鋼 – コークスコンベア
   鉄から鋼 – DRI 輸送
   バイオマス/石炭 – コンベア事業
   紙 – スーパー
   カレンダー加工木材 – コンベア上の木材チップ

LSPHD ラインスキャナー

温度範囲
20-1700 °C / 68-3092 °F

非常に均質性の高いコンパクトで洗練さ
れた高精度赤外線ラインスキャナーで、
移動行程において高度なサーマルイメ
ージングのプロファイルを提供するため
に考案されました。

メリット
 ∙ 市場をリードする画像定義
 ∙ 簡単なプラグ・アンド・プレイによるイーサネッ
ト制御
 ∙ 個別プロセッサ不要
 ∙ 後方互換性

産業

用途

   炭化水素処理
   加工業

   鉄鋼

   建築および自動車ガラス
   板ガラス
   ガラスの強化と曲げ
   不織布
   紙
   プラスチック
   ソーラー
   鉄から鋼
   熱間圧延機 
   CAL – 連続焼鈍ライン
   CGL – 連続ガルバニーリングライン

ガラス強化炉システム

温度範囲
150-1100 °C / 302-2012 °F

ガラス強化プラントでの高精度温度測定のための統合ソリューションです。ガラスに
塗布する表面コーティングとは別になります。

メリット
 ∙ 製品品質のアラートを発する完全に構成可能な
アラーム
 ∙ あらゆるコーティングに対応 (低放射率を含む)
 ∙ 過酷な産業環境用の設計
 ∙ シンプルで低コストの設置

産業
   ガラス
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製品ガイド

フレアスタックモニタリングシステム

温度範囲
100-1000 °C  / 212-1832 °F

LWIR-640とIMAGEPro は、正確で
信頼性の高い監視を行い、安全で
効率的な稼働によってプラントがフ
レアスタック排出要件を満たすこと
を保証します。

メリット
 ∙ 卓越した温度精度
 ∙ 卓越した鮮明さでターゲットを表示
 ∙ どんな気候でも設置可能
 ∙ 使いやすいソフトウェアで管理

産業

用途

   炭化水素処理
   鉄鋼

   精製/石油化学 – フレアスタック
   鉄から鋼 – フレアスタック

SDS – スラグ検知システム

温度範囲
800-1800 °C / 1472-3272 °F

スラグ検知システム（SDS）は、歩留ま
りを向上し、高品質な鉄鋼を提供し、
コストのかかる下流工程の処理を削減
します。 

メリット
 ∙ 全自動運転
 ∙ スラグ含有量低減による鉄鋼品質向上
 ∙ 下流工程の処理コストと材料コストを削減
 ∙ 高機能ソフトウェアによる正確、迅速かつ反復可
能な検出

産業

用途

   鉄鋼

   鉄から鋼 – 基本酸素炉
   鉄から鋼 – 電気アーク炉 – タップ
   鉄から鋼 – SDS

16 製品ガイド – 機器一覧

用途別サーマルイメージングシステム



CYCLOPS L

温度範囲
200-3000 °C / 392-5432 °F

Cyclops Lポータブルパイロメーター
は、最高品質で高精度のハンドヘルド機
器です。正確なポイントアンドメジャー温
度測定値を簡単に取得できます。

用途
   熱間圧延 – 製鉄所
   鉄から鋼 – タップ
   ブッシング出口 (ファイバガラス/ロックウール)
     溶解タンク – バルクガラス  
(コンテナ/特殊/食器)

   溶解タンク – 内側耐火物
   アンモニア – 一次合成ガスリフォーマ
   エチレンクラッカ – 蒸気分解炉
   水素 – 一次合成ガスリフォーマ
   メタノール – 一次合成ガスリフォーマ
   精製/石油化学 – 燃焼式ヒータ
   鍛造 – ドロップ
   鍛造 – 回転
   熱処理 – 火災硬化 
   熱処理 – プラズマ窒化
     特殊コーティング –  
プラズマセラミックコーティング

メリット
 ∙ 簡単な「ポイント・アンド・メジャー」操作
 ∙ オンボードデータストレージ
 ∙ BluetoothおよびUSB接続
 ∙ 校正済み、国家規格にトレーサブル

産業
   鉄鋼
   ガラス
   加工業
   炭化水素処理

ベスト
セラー

携帯式非接触サーモメー
ター
当社の高品質ハンドヘルド温度計が、比類のない精度と信頼性によるスポ
ット温度測定を実現します。
トリガー操作で使用が簡単、正確なターゲット表示とオンボードデータスト
レージを提供します。
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校正用線源
当社の包括的な黒体校正用線源によって、現場でも実験室条
件でも放射温度計の高精度校正が可能です。  
当社の機器類、ご利用可能な一次ソースおよびリファレンスソ
ースとシームレスに連携するように設計されています。
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LANDCAL

温度範囲
-10-1600 °C / 15-2900 °F

現場または実験室条件で放射温度計の高精度校正を提供する、
包括的な範囲をカバーする黒体の一次および基準線源です。

メリット
 ∙ すべてのAMETEK Land温度計をカバーする6モデル
 ∙ ポータブルで輸送も可能なベンチ取付バージョン
 ∙ 国家規格準拠の高精度校正
 ∙ 温度範囲 -10-1600 oC (15- 2900 oF)

HBTMS校正用線源

温度範囲
20-45 °C / 68-113 °F

赤外線温度計/パイロメーターおよび熱画像装置の体温測定シス
テム（HBTMS）校正用線源は、正確で追跡可能、ポータブルな校
正を現場で実施できるように設計されています。

メリット
 ∙ 国家規格準拠の高精度校正
 ∙ 赤外線温度計/パイロメーターおよびサーマルイメージャーの校正用線源
 ∙ 測定温度範囲 20-45 oC (68-113 oF)

校正用線源
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燃焼効率
モニター
酸素、一酸化炭素、硫酸の露点を綿密に監視して燃焼効率を
改善し、エネルギー使用量を抑えて排出量を削減することで
プラントの腐食を防ぐことが可能です。当社の機器類は、これ
らのアプリケーションで正確な測定を提供します。
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FGAシリーズ

ガス測定
測定 CO, O2、NO
計算 CO2 と Nox

天然ガスやバイオマスを燃焼させるプロセスの煙道ガス排出を測定するための、	
コンパクトで信頼性の高いマルチガスアナライザーです。
メリット
 ∙ 簡単なインストールとサービス
 ∙ 国際的な承認基準準拠
 ∙ 高感度に対応するデュアルセンサー技術
 ∙ 無人操作時の自動校正

産業
   発電
   鉄鋼

用途
   排出量モニタリング – スタック排出量
   廃棄物 – ボイラー/炉の操作
   廃棄物 – スタック排出量
   鉄から鋼 – スタック排出量

WDG 1200 および 1210 (酸素)

ガス測定
酸素濃度 0 - 25%

燃焼分析および制御に特化して開発された、柔軟性の高い高精度の煙道ガス酸素
分析装置です。

メリット
 ∙ メンテナンスしやすい設計
 ∙ シンプルなユーザインタフェース
 ∙ 用途の広いプローブと取り付け
 ∙ 業界で信頼されている酸化ジルコニウム技術

産業
   鉄鋼
   加工業

用途
     煙道ガス (コンテナ/ファイバガラス/ロックウー
ル/フラット/特殊/食器)

   化学処理 – スタック排出量

LANCOM 200 (硫酸露点)

温度測定
酸露点 SO3、 H2SO4

導電性セル技術を使用した、燃焼プロセスにおける酸露点温度（ADT）の正確な
定期測定のためのポータブル監視デバイスです。

メリット
 ∙ 持ち運びもセットアップも簡単
 ∙ 後で分析するためのデータロギング
 ∙ ハードコピー読み取り用内蔵プリンター
 ∙ セルが現場交換可能でメンテナンスが簡単

産業
   発電

用途
   石炭 – ボイラー/炉の操作
   バイオマス – ボイラ/炉操作
   廃棄物 – ボイラー/炉の操作

燃焼高効率モニター
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4500 MKIII (PS-1 & ASTM D6216)

測定範囲
不透明度 0-10 % - 0-100 %
光学密度 0-0.1 - 0-3.0 
粉塵密度 0-15 - 0-1000  
mg/m3 (光路長 5m)

米国および欧州の燃焼プロセス監視基準を満たす高仕様の透明度・粉じん濃度モ
ニター。

認証
QAL 1/PS-1/ASTM D6216/PROCEDURE 3/ 
PS-11

メリット
 ∙ 環境コンプライアンス測定に対応
 ∙ ASTM D6216, US EPA 

PS-1, EN 15267 および QAL1 の測定に対応
 ∙ 可能部品がなく信頼性が高い
 ∙ 業界をリードする精度
 ∙ フラッドLEDによる熱的安定性:
 ∙ LED光源は製品の全寿命に渡り保証

産業

用途
     煙道ガス (コンテナ/ファイバガラス/ロックウ
ール/フラット/特殊/食器)

   化学処理 – スタック排出量
   紙 – スタック排出量
   バイオマス/石炭 – スタック排出量
   排出量モニタリング – スタック排出量
   廃棄物 – スタック排出量
   鉄から鋼 – スタック排出量
   セメント – スタック排出量

   ガラス
   加工業
   発電

   鉱業
   鉄鋼

透明度・粉じん濃度
モニター
当社の不透明度、粉塵、微粒子ニターは、特許取得技術を使
用して非常に正確な結果を提供する最先端製品を取り揃えて
おります。可動部品がなく、高い信頼性と少ないメンテナンス
を組み合わせました。
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4750-PM（PM-CEMS - EN 15267）

測定範囲
0-1000 mg/m3

コンプライアンスまたはプロセスモニタ
リング用の連続排出モニターとして使用
するために設計された後方散乱レーザ
ーPMアナライザーです。
認証
EN 15267準拠TUV認証

メリット
 ∙ 大面積集光光学特性
 ∙ 煙道ガスの状態の影響を受けない
 ∙ 高い安定性と信頼性
 ∙ 広い測定範囲

産業

用途
   セメント – スタック排出量
   バイオマス – ボイラ/炉操作
   石炭 – ボイラー/炉の操作
   廃棄物 – ボイラー/炉の操作
   紙 – スタック排出量
     煙道ガス (コンテナ/ファイバガラス/ロックウ
ール/フラット/特殊/食器)

   鉄から鋼 – スタック排出量

4650-PM (PM-CEMS – QAL1)

測定範囲
0-15 mg/m3 - 0-200 mg/m3

凝縮水が存在しない燃焼プロセスで高
感度前方散乱レーザーを使用して粒子
状物質を測定します。

認証
PS-11 連続粒子状物質測定

メリット
 ∙ 高度な光学特性により向上した検出限界
 ∙ 広い測定範囲
 ∙ 高い安定性と信頼性
 ∙ データロギング内蔵

産業

用途
   化学処理  – スタック排出量
   紙 – スタック排出量
   バイオマス/石炭 – スタック排出量
   排出量モニタリング – スタック排出量
   廃棄物 – スタック排出量
   鉄から鋼 – スタック排出量

4400（オパシティ – EN 15267）

測定範囲
不透明度 0-10 % - 0-100 %
光学密度 0-0.1 - 0-3.0 
粉塵密度 0-20 - 0-1000 mg/m3

(光路長 5m)

燃焼プロセスを監視する粉塵/不透明度モニター。自動校正確認は不要です。

認証
EN 15267準拠TUV認証

メリット
 ∙ フラッドLEDによる最大限の安定性
 ∙ 安定した高輝度LED光源
 ∙ ドリフトを最低限に抑える特許取得レトロリフ
レクター

産業
   ガラス
   加工業
   発電
   鉱業
   鉄鋼 

用途
   鉄から鋼 – スタック排出量

   ガラス
   加工業
   発電

   鉱業
   鉄鋼

   ガラス
   加工業
   発電

   鉱業
   鉄鋼

透明度・粉じん濃度モニター
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LANCOM 4

ガス測定
CO (低)、CO (高),、O2、NO、NO2
、NOx、CO2、H2S、SO2、CxHy

さまざまな燃焼および排出プロセスで最大8つの煙道ガスを測定できるコンパク
トな携帯式マルチガスアナライザーです。
メリット
 ∙ 8種類までのガスを同時測定
 ∙ 長寿命8時間のバッテリー性能
 ∙ あらゆる用途に対応するサンプルプローブ
 ∙ 高速で正確な結果

産業
   ガラス
   発電
   加工業

用途
     煙道ガス (コンテナ/ファイバガラス/
ロックウール/ フラット/ 特殊/食器)

     フォアハース (コンテナ/ファイバガラス/ロック
ウール/特殊/食器)

     リジェネレータ (コンテナ/ファイバガラス/ロッ
クウール/フラット/特殊/食器)

   廃棄物 – ボイラー/炉の操作
   石炭 – ボイラ/炉操作
   バイオマス – ボイラ/炉操作
   化学処理 – スタック排出量
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携帯式ガスアナライザ
ー
一台の分析装置で複数のガス測定を提供するソリューションによ
って、最先端を進む使いやすいガス分析にご注目ください。燃焼モ
ニタリングや環境コンプライアンスに最適です。

ベスト
セラー



MILLWATCH

測定範囲
50 ppm 刻みで
0-100 から2000 ppm

石炭およびバイオマス用の粉砕機内での自然発火の初期警告を出すために設計さ
れた、最新の一酸化炭素検出器です。
メリット
 ∙ 連続的で正確な監視
 ∙ COレベルの変化に迅速な反応
 ∙ システムインテグレーションを保証する自動校正
 ∙ 酸素測定オプション

産業
   発電 – バイオマス

用途
   バイオマス/石炭 – 粉砕

SILOWATCH

測定範囲
50 ppm 刻みで
0-100 から2000 ppm

石炭およびバイオマス貯蔵サイロ内での自然発火の初期警告を出すために設計さ
れた、最新の一酸化炭素検出器です。
メリット
 ∙ COレベルの上昇に迅速な反応
 ∙ 正確な連続モニタリング
 ∙ 酸素測定オプション
 ∙ 自動校正によって保証されたシステム整合性

産業
   発電 – バイオマス

用途
   バイオマス/石炭 – 貯蔵サイロ
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検知器
当社の高感度CO検知器は、プロセスおよび保管エリアの燃焼について早
期警告を提供します。プロセス全体を監視して早期検出の可能性を最大限
に高め、迅速な対応によって火災の脅威を防ぎます。
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ソフトウェア
標準および用途に応じたパッケージを使用した最新ソフトウ
ェアテクノロジーを通じて世界のトップ製品を完全にサポー
トし、お客様の産業および用途に合わせて最高のパフォーマ
ンスと機能を提供します。



ソフトウェア

SPOTVIEWER

関連製品
SPOT

SPOT赤外線パイロメーターの設定、データの表示とロギングを可能にするPC用
の無料ユーティリティです。

メリット
 ∙ データロギング、傾向、分析
 ∙ アラームステータス表示
 ∙ パイロメーター設定のユーザー管理
 ∙ Modbus TCP/IP通信

最小ハードウェア要件
•  プロセッサー: Intel i5 2GHzもしくはそれに相当す
るもの
•  メモリ: 4GB
•  ハードドライブ: 250MB
•  グラフィック: 256MB
•  ディスプレイ: 1024 x 768 ピクセル
•  オペレーティングシステム: .Net Frameworkを搭載
したWindows 7 SP2、Windows 8.1、Windows 10
：4.6.2

無料ダウンロード

AMETEK LAND とインダストリー 4.0

インダストリー4.0は、産業プロセスのデジタル化
と、機械、センサー、オペレーター間の包括的で自
動化された通信を可能にする、デジタルインターフ
ェースを介した関連する双方向データ交換につい
て説明している用語です。
これにより、プロセスが最適化され、サイクルタイ
ムが短縮され、生産性、品質、安全性が向上しま
す。
AMETEK Landの製品群は、Modbus/TCPやパワ
ーオーバーイーサネット (PoE) などの業界標準の
インターフェースを備えた革新的な製品を提供し
ます。これらのインターフェースは、新規または既存
のネットワークにすばやく簡単に統合できます。こ
の結果、純粋な測定信号だけでなく、測定システム
とプロセスの間ではるかに多くのデータを継続的
に交換できます。

SPOTPRO

関連製品
SPOT

高性能ソフトウェアユーティリティのSPOTProは、40台までのSPOT赤外線放射温
度計の設定とデータの保存と表示を一箇所で制御できます。

メリット
 ∙ 複数のSPOTサーモメーターを制御
 ∙ データロギング、傾向、分析
 ∙ アラームステータス表示
 ∙ パイロメーター設定のユーザー管理

最小ハードウェア要件
 ∙ プロセッサー: Intel i5 2GHzもしくはそれに相当する
もの
 ∙ メモリ: 4GB
 ∙ ハードドライブ: 256GB（推奨）
 ∙ グラフィック: 256MB
 ∙ ディスプレイ: 1024 x 768 ピクセル
 ∙ オペレーティングシステム: .Net Framework 
を搭載したWindows 7 SP2、Windows 8.1
Windows 10：4.6.2
 ∙ 専用ネットワークカード推奨

無料トライアル
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IMAGEPRO

関連製品
LWIR, MWIR ボアスコープ、  
NIR/NIR ボアスコープ、SDS

革新的なIMAGEProソフトウェアは、イメージャーのデータを制御、モニタリング、分
析およびキャプチャするための、高性能画像処理ソフトウェアです。

メリット
 ∙ 最大16台のイメージャーに対応
 ∙ 豊富な機能
 ∙ リアルタイムな熱分析
 ∙ 柔軟な通信オプション

最小ハードウェア要件
 ∙ Intel i5 2.5GHz
 ∙ 8GB RAM
 ∙ 512MB グラフィックカード
 ∙ 1GBPSネットワークアダプター
 ∙ 動作環境: .Net Framework 4.6.2を搭載した
Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10

IMAGEPRO-AM（アセットモニタリング）

関連製品
LWIR, MWIR ボアスコープ、  
NIR/NIR ボアスコープ、SDS

革新的なIMAGEPro AM (アセットモニタリング) ソフトウェアは、365日24時間容
器を監視することを目的としています。

メリット
 ∙ 致命傷となるリークやブレイクアウトを防止
 ∙ 長寿命の容器と炉
 ∙ 容器や炉を365日24時間監視
 ∙ すべてがカスタマイズされたシステムでセット
アップ

最小ハードウェア要件
 ∙ Intel i5 2.5GHz
 ∙ 8GB RAM
 ∙ 512MB グラフィックカード
 ∙ 1GBPSネットワークアダプター
 ∙ 動作環境: .Net Framework 4.6.2を搭載した
Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10

SOLOnet および IQ CONFIGURATOR

関連製品
SOLONet/IQシリーズ

デジタル赤外線温度計のSOLONet およびIQ製品の構成とデータ視覚化を提供す
る無料のWindows PCソフトウェアユーティリティです。

メリット
 ∙ 柔軟な通信オプション
 ∙ ライブ温度データ表示
 ∙ アラームの視覚表示
 ∙ 放射率設定が簡単

最小ハードウェア要件
 ∙ プロセッサー: デュアルコアPentiumもしくはそれ
に相当するもの 
 ∙ メモリ: 1GB 
 ∙ ハードドライブ: 100MB 
 ∙ グラフィック: 256MB 
 ∙ ディスプレイ: 1024 x 768 ピクセル 
 ∙ オペレーティングシステム: Microsoft Windows 
XP SP2 32ビット

製品ガイド

無料トライアル
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LANDSCAN WINDOWS制御および分析 (WCA)

関連製品
LSP-HD

複数のLSP-HD熱画像ラインスキャナーの詳細な制御と分析を実現するPCソフ
トウェアパッケージです。ソフトウェアは、8台までのラインスキャナーを同時に
サポートできます。

メリット
 ∙ マルチスキャナー操作
 ∙ データストリームの表示と処理の同時実行
 ∙ 完全にスケーラブルな入出力機能
 ∙ 強力な後処理機能

最小ハードウェア要件
 ∙ プロセッサー: デュアルコアPentiumもしくはそれ
に相当するもの 
 ∙ メモリ: 1GB 
 ∙ ハードドライブ: 100MB 
 ∙ グラフィック: 256MB 
 ∙ ディスプレイ: 1024 x 768 ピクセル 
 ∙ オペレーティングシステム: Microsoft Windows 
XP SP2 32ビット

CYCLOPS LOGGER (PCおよびモバイル)

関連製品
Cyclops L

Cyclops L 携帯式パイロメーターのユーザーが、ルートとデータを定義し、測定デー
タの表示、分析、保存を行うことができる、無料のソフトウェアユーティリティです。

メリット
 ∙ リアルタイムな熱分析
 ∙ あらゆる種類の分析および制御機能
 ∙ アラーム発生時に画像とビデオを自動保存
 ∙ フルフレームレートで4台までのイメージャーを
監視・制御します

最小ハードウェア要件
 ∙ プロセッサー: デュアルコアPentiumもしくはそれ
に相当するもの 
 ∙ メモリ: 1GB 
 ∙ ハードドライブ: 100MB 
 ∙ グラフィック: 256MB 
 ∙ ディスプレイ: 1024 x 768 ピクセル 
 ∙ オペレーティングシステム: Microsoft Windows XP 
SP2 32ビット
 ∙ 動作環境: Windows XP、Windows 7、Windows 
8、Windows 10

INSIGHT データ取得および分析

関連製品
LANCOM 4

Lancom 4 携帯式ガスアナライザーからの煙突排出量測定値を直接記録できる
PCデータ取得ソフトウェア。

メリット
 ∙ リアルタイムデータディスプレイ、取得、保存
 ∙ Windows対応ソフトウェアで使いやすい
 ∙ 豊富な情報のディスプレイ形式
 ∙ Microsoft Excelまたはテキストファイルにデー
タエクスポート

最小ハードウェア要件
 ∙ プロセッサー: 450MHz Pentiumプロセッサー
 ∙ メモリ: 128MB RAM
 ∙ ハードドライブ: 40MB
 ∙ グラフィック: 256MB
 ∙ ディスプレイ: 1024 x 768 ピクセル
 ∙ Insightの実行時は、TCP/IPネットワークも必ず
インストールしてください
 ∙ 動作環境: Windows 7、Windows 8

無料ダウンロード

無料ダウンロード

ソフトウェア
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産業別
アプリケーション
特定の産業用アプリケーションでは、温度測定で発生する深
刻な問題を解決するため、特別に設計されたシステムが必要
です。当社の専門ソリューションによって、これらの困難なプロ
セスで最適化する性能を提供します。



SD – 高炉ストーブドーム

温度範囲
20-30 °C / 68-86 °F

熱風ストーブ上部の耐火物に対する高精度で迅速な非接触温度測定に設計された
短波長赤外線温度計システムです。
メリット
 ∙ 炉用途向けに設計されたシステム
 ∙ 簡単メンテナンスでコストを大幅に削減
 ∙ 遮断弁で取り外しもトラブルフリー
 ∙ 高温高圧条件に耐えるように開発

産業

用途
     溶解タンク – 内側耐火物 (コンテナ/ファイバガ
ラス/ロックウール/特殊/食器)

   鉄から鋼 –熱風ストーブ 
   鉄から鋼 – 送風メインおよび羽口

ゴールドカップ

温度範囲
30-81 °C / 86-178 °F

改質装置の管の表面温度を測定するために特別に設計されたAMETEK Landの
ユニークな基準高温計です。
メリット
 ∙ 他の測定方法で発生するような固有のエラー
を除外
 ∙ 放射率に関係なく真の値を取得
 ∙ バッテリーで作動する携帯型
 ∙ サーマルモニターの精度向上

産業

用途  
   水素 – 一次合成ガスリフォーマ

JRG/A – プレートおよびフロートガラス

温度範囲
0-70 °C / 32-158 °F

28mm x 4mm JRG/A の超小型放射温度計は、プレートおよびフロートガラスアプ
リケーションで温度の一貫性を監視するために特別に設計されています。
メリット
 ∙ ガラス測定向けの設計
 ∙ 高い処理温度に対応できる丈夫な設計
 ∙ 温度異常に素早く反応

産業
   ガラス

用途
   焼鈍レア (フラット)

アンダーストリップ

温度範囲
600-2600 °C / 1112-4712 °F

冷却ゾーンおよび水冷アプリケーションの金属表面に対して連続的で正確な監視を
行うために設計された光ファイバー温度測定システムです。
メリット
 ∙ 水冷なしで整備が最小限
 ∙ 安全な距離に配置された電子機器
 ∙ シンプルな設置と取り外し、ノンクリティカ
ルの位置決め

産業

用途
   熱間圧延  –   連続キャスタースプレーチャンバー
   熱間圧延  –  ブル―ミング/ビームミル
   熱間圧延  –  板圧延機/反転機
   熱間圧延  –   粗砕機
   熱間圧延  –   スケールブレーカ

   ガラス    鉄鋼

   鉄鋼

   鉄鋼
   ガラス

   発電 
   鉱業

Reflecting Hemisphere“Gold Cup”

Fibre Optic

HOT SURFACE

GOLD CUPTHE ULTIMATE  REFERENCE PYROMETER 
FOR REFORMER TUBESAMETEK LAND HAS BEEN MANUFACTURING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947.  

WE ARE SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION 

MONITORING WITH APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND GLASS 

MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 

As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 

AMETEK sales and service team.

Various non-contact infrared methods are used to measure reformer tube 

temperatures. However, these measurements rely on the accurate determination 

of tube surface emissivity, and require a method of compensating for reflections 

from the hotter surrounding furnace environment. Depending on how the furnace 

is fired, you may experience interference to these measurements caused by “dirty” 

furnace atmospheres.

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

MEASURING THE TEMPERATURE OF 

REFORMER TUBE SURFACES

OUR SOLUTION IS THE GOLD CUP PYROMETER

The AMETEK Land “Gold Cup Thermometer” is the only instrument that can 

provide a repeatable, reliable reference temperature. It cancels out all the inherent 

errors typically found within other infrared thermometer devices. This instrument 

consists of a gold cup hemispherical reflector. This Gold cup reflector produces a 

measurement area, which is emissivity independent when placed upon the surface, 

making it ideal for unknown emissivity tubes.

The Gold Cup has a narrow protective edge suitable for 

tube contact. This edge prevents reflected radiation from 

the hotter surroundings from entering the cavity formed 

between the tube and the gold cup (see diagram).  

 

The gold reflective hemisphere integrates the emitted and 

reflected radiation producing black body conditions. This 

enhanced energy now escapes through a small aperture 

in the back of the hemisphere where it is measured by the 

thermometer module’s InGaAs detector. 

The thermometer module then transmits the temperature portable 

signal to the display unit. The battery powered 

display unit also powers the thermometer. The range of 

the thermometer is 300 - 1300 °C (572 - 2372 oF).

HOW DOES IT WORK?
Gold Cup ProbeZT9558

© Land Instruments International, 2014

User Guide

Issue 101 August 2014
Publication Nº ZT9558-UGLanguage: English

産業別アプリケーション

 (必要な温度に応じて利用できる高温計d)
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ピークパフォーマン
スの保証
AMETEK LAND'S AMECARE パフォーマンスサービスによ
り、お客様の機器は最適な効率で動作し続けます。投資収益
率は製品寿命全体にわたって最高の状態を継続し続けます。



ピークパフォーマンスと最大リターン

認証と校正

部品交換プログラム

サービスセンター

技術サポート

製造中止/廃止製品

現場でのサービス

返送

AMECare サービス契約

トレーニング

製品ドキュメント
リソースライブラリ
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当社公認の、その部類において最高のサービス
は、お客様の測定能力の精度を向上させるだけで
なく、国内および国際品質基準にも適合し、お客様
の温度測定システムから最適な操作性能を得るこ
とを保証します。

返品された機器が、残念ながら経済的な修理の
限度を超えている、もしくは、廃止製品であること
が判明した場合は、部品交換プログラムによる費
用効果の高い修理の代替手段をAMETEK Land
からお客様にご提案差し上げます。

当社が展開するサービスセンターの世界的なネ
ットワークによって、修理、校正、技術アドバイス
といった幅広いサポート業務をお届けします。
グローバル規模の当社ネットワークにより、皆さ
まからのお問い合わせにいつでも対応いたしま
す。部品や返品も迅速に処理します。

機器に問題が発生した場合や、インストール、性能、
構成などの問題に関するご質問がございましたら、
技術サポートチームがいつでもお手伝いします。

製造中止または廃止製品について、交換対象とし
て推奨される新製品などの詳細をご確認いただけ
ます。製品の製造中止後も、サービスチーム、社内
技術サポートエンジニア、スペアパーツサービスに
よって完全にサポートされています。

パンフレット、ホワイトペーパー、技術図、認証な
ど、オンラインデータベースで利用可能な最新
の製品ドキュメントを検索します（一部の技術
情報は登録ユーザー様限定でご利用いただけ
ます）。

参加者のニーズに合わせてカスタマイズされたトレ
ーニングコースでは基本的なアプリケーション、製
品、測定のノウハウを提供し、AMETEK Land機器
の最適なパフォーマンスを実現します。

保証、修理、校正/認証、定期メンテナンスを目的
として、お客様が機器を返送する必要がある場合
は、テストを完了し、適合証明書を付けて状態で
当社から返送いたします。

ゴールド、シルバー、ブロンズのレベルに応じてご
利用いただけるAMECareサービス契約は、ご使用
の機器が寿命期間中ピークパフォーマンスの状態
を維持して動作することを保証し、毎年の予防保
守、延長保証などのメリットを提供します。

当社の熟練技術者がお客様の現場に立ち会い、
予定されたメンテナンススケジュールをカバーし、
緊急故障に対処する準備をしています。遠隔技術
サポートとともに、オンサイトでの校正、サービス、
試運転を行います。
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Reciprocating Engine Generators are a trusted 
method of providing reliable electric power for 
small-to medium-scale operations.

Driven by the benefits of lower costs and  
risks, gas-powered reciprocating engines  
are increasingly being used in place of  
combined-cycle gas turbine power plants.

While the reciprocating engines deliver greater 
flexibility, especially with regards to the use of 
renewable fuels such as biogas, they still require 

precise gas monitoring to ensure emissions 
limits are met.

AMETEK Land’s solution is the FGA, an accurate 
and reliable multi-gas analyser that meets 
the requirements for a continuous emissions 
monitoring system (CEMS) at the lowest cost 
possible. Providing reassurance to the engine 
operator, it keeps the process efficient by 
improving fuel efficiency and protects against 
potential emissions liabilities.

RECIPROCATING 
ENGINE 
GENERATORS

NON-CONTACT TEMPERATURE 
MEASUREMENT SOLUTIONS FOR  
THE SOLAR AND SILICON INDUSTRIES

The manufacture of silicon products for the photovoltaic and electronics industries requires accurate, 
reliable temperature measurements to ensure consistent quality and process efficiency. This is 
increasingly important as demand for these products grows. 

AMETEK Land is able to deliver a range of technologies to meet the unique demands of these 
production processes, helping to increase productivity, reduce costs and improve product quality.

The condition of glass furnace refractories is vitally important to safety and process efficiency, especially 
towards the end of the life of the tank. Deterioration of the refractories can increase fuel costs, and may 
cause glass break-outs or refractory failure.

Monitoring the exterior of the melt tank with a thermal imager can provide an indication of any hot areas 
which may indicate refractory damage. It also gives an early warning of potential glass break-outs.

Continuous thermal imaging can also be used for accurate interior monitoring, establishing temperature 
trends throughout the furnace. It also detects cooler spots which may indicate refractory damage.

Detection of damage to the tank allows early maintenance and extends the tank’s lifespan. Around 70% 
of container glass production costs come from energy, so preventing cracks and lost heat produces 
significant savings. Early detection of glass break-outs enhances plant safety.

REFRACTORY MONITORING
GLASS TANK 

The quality, exclusion of cavities and other 
properties of a cast part can be significantly 
affected by its temperature at the point 
of casting. For this reason, temperature 
monitoring of the liquid metal as it is poured 
into moulds, plays an essential role in the 
production process.

Delivering an accurate and reliable 
measurement of the metal – unaffected by 
the hot, dirty, and smoky environment, or by 
layers of slag or dross forming on the surface 
of the liquid metal pouring stream or liquid 
metal bath surface – is challenging.

AMETEK Land produces a range of expert 
solutions to ensure precise, continuous 
liquid metal measurements, using non-
contact systems based around pyrometer 
and thermal imaging technology for the 
best fit to each application.

LIQUID METAL
TEMPERATURE 
MEASUREMENTS 

CRITICAL MEASUREMENTS  
IN CEMENT MANUFACTURE 

Portland cement is an essential ingredient for the construction industry, used to make concrete and 
mortar. There are more than 2,300 active cement plants around the world producing over 3.9 billion 
tonnes per year. They produce cement by heating crushed limestone and other ingredients in a rotary 
kiln to produce clinker which is milled to a fine powder to manufacture the finished product.

Temperature monitoring across the manufacturing process is essential to support process efficiency 
and cement product quality. It can also help to prolong the life of the kiln through early detection of 
refractory issues or insufficiently quenched clinker, which could lead to production stoppages if left 
unchecked. Monitoring solutions also support safety and emissions control.

WASTE  
INCINERATION

SOLID WASTE

LIQUID WASTE

SEWAGE SLUDGE
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お問い合わせ
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