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testo S
サ ベ リ ス

averis 2/testo 160 クラウドモニタリングロガー 

これまでの煩わしいソフトウェアのインストールをなくして、クラウドサービ
スで簡単にデータ管理ができます。
PC、スマートフォン、タブレットなど端末を問わず使うことができ、これまで
のソフトウェアのように閲覧、分析、レポート作成が可能です。
データは、セキュリティが確かなテストークラウドで管理され、メール/SMS
でのアラーム送信も行うことができます。
テストークラウドで温湿度の運用管理負荷を減らし、業務の効率化が実現
できます。

Testoクラウドライセンス
無線データロガーシリーズは、専用のクラウドサーバを使用するためのライセ
ンスが必要です。

製品名 使用料

testo Saveris 2 / testo 160 クラウドライセンス ベーシック 無料

testo Saveris 2 / testo 160 クラウドライセンス アドバンスド お問い合わせください

※アドバンスドライセンスは1年/2年/3年の契約期間になります。また、インターネット上での直接取引のみとなります。

目的に応じて選べるライセンス

機能 説明 ベーシック ( 無料 ) アドバンスド ( 有料 )

記録間隔 ロガーが測定値を記録する間隔
15 分～ 24 時間

･15 分～ 1 時間 : 1 分単位で設定可能
･1 ～ 24 時間 :1 時間単位で設定可能

1 分～ 24 時間
･1 分～ 1 時間 : 1 分単位で設定可能 
･1 ～ 24 時間 :1 時間単位で設定可能

通信間隔 ロガーがクラウドに測定値を送信する間隔
15 分～ 24 時間

･15 分～ 1 時間 : 1 分単位で設定可能 
･1 ～ 24 時間 :1 時間単位で設定可能

1 分～ 24 時間
･1 分～ 1 時間 : 1 分単位で設定可能 
･1 ～ 24 時間 :1 時間単位で設定可能

データ保管期間 クラウド上での測定値保管期間 3 ヶ月 24 ヶ月

測定レポート PDF/CSV のレポート （ 図 ･ 表 ） 手動ダウンロード
手動ダウンロード 

自動送信 E メールレポート
( 頻度は日次 / 週次 / 月次から選択可 )

エリア ･ グループ分け 複数拠点を一元管理する場合に便利な機能
（ エリア→グループ→ロガーの 3 階層で設定可 ） ー ○

最大ユーザー数
（ E メールアドレス ） 1 アカウントに同時にログイン可能なユーザー数 1 10

ユーザー権限設定 管理者、オペレータ、アナリスト （ または監査人 ） ー ○

ロガー最大登録数 1 アカウントに紐付け可能なロガー数 制限なし 制限なし

E メールアラーム しきい値逸脱やシステム警告のメール通知機能 ○ ( 追加宛先数 : 3 名 ) ○ ( 追加宛先数 : 制限なし )

2 段階アラーム 1 つの測定項目に対して 2 つのしきい値を設定 ー ○

アラーム遅延機能 しきい値逸脱からアラームが発報までの猶予時間 ー ○

アラーム時間制御 アラームを適用する曜日 / 時間帯を任意に選択 ー ○

SMS アラーム しきい値逸脱やシステム警告を SMS で通知する機能 ー 1台あたり25通/年

同時に分析可能なロガー数 分析画面で同時に表示できるデータロガーの数 1 10

API オプション Testo クラウドから測定データを取得 ー ○ ( 別途有料 )

Saveris 2 は　testo 160シリーズと組み合わせて使用可能です。

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-T3
チャネル数 1ch（内蔵×1） 2ch（外付け×2） 2ch（外付け×2）

測定範囲 -30～+50℃ -50～+150℃ K -195～+1,350℃

J -100～+750℃

T -200～+400℃

本体精度±1digit ±0.5℃ ±0.3℃ ±（0.5℃＋測定値の0.5%）

分解能 0.1℃

バックアップメモリ 10,000データ／ch

インターフェイス USB

測定サイクル 15分～24時間（アドバンスドは1分～24時間）

インターバル 15分～24時間（アドバンスドは1分～24時間）

保護等級 IP65 IP54

動作温度 -30～+50℃

バッテリ 単3乾電池×4（約12か月*）

外形寸法 95×75×30.5mm

質量 240g

*測定間隔 15分、25℃時　※-30℃以下での測定にはEnergizer製バッテリを推奨

testo S
サ ベ リ ス

averis 2-T1/T2/T3 クラウドモニタリングロガー 

温 度

ブラウザイメージ

校 正 可

クラウド

testo S
サ ベ リ ス

averis 2-H1/H2 クラウドモニタリングロガー 

testo Saveris 2-H1 testo Saveris 2-H2
チャネル数 4ch（温湿・露点・絶対湿度） 4ch（温湿・露点・絶対湿度）

温度測定範囲 -30～+50℃ プローブにより異なる

温度精度±1digit ±0.5℃ プローブにより異なる

温度分解能 0.1℃

湿度測定範囲 0～100%rh プローブにより異なる

湿度精度±1digit ±2%rh プローブにより異なる

湿度分解能 0.1%rh

バックアップメモリ 10,000データ／ch

インターフェイス USB

測定サイクル 15分～24時間（アドバンスドは1分～24時間）

通信サイクル 15分～24時間（アドバンスドは1分～24時間）

保護等級 IP30 IP54

動作温度 -30～+50℃

バッテリ 単3乾電池×4（約12か月*）

外形寸法 115×82×31mm 95×75×30.5mm

質量 250g 240g

*測定間隔 15分、25℃時　

湿 度

温 度

露 点

絶対湿度

校 正 可

クラウド

詳細情報

クラウドモニタリングロガー

テストークラウド

測定データの蓄積

測定データ送信

メールアラーム送信

社内ネットワーク

モバイル通信網

外出先ppm%RH

℃

測定現場

インターネット
Wi-Fiルーター(2.4GHz)

測定値確認

設定変更

レポートダウンロード

Wi-Fiルーター

システムイメージ

充実したクラウドシステムで効率化

testo Saveris 2 / testo 160 のクラウドシステムは、ウェブブラウザか
らログインして簡単に使うことができます。
システムでは、ロガーの設定、データ閲覧、アラーム設定、メール設定、デー
タダウンロード、自動レポート設定などを行うことができます。

データ閲覧では、データの帳票・グラフでの表示ができます。さらに接続し
ている複数のロガーを選択して同時表示することで簡単に比較などできま
す。
温湿度ロガーは、温度・相対湿度の他に、絶対湿度・露点の表示もできます。
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testo S
サ ベ リ ス

averis 2/testo 160 クラウドモニタリングロガー 

Testoクラウドライセンス
無線データロガーシリーズは、専用のクラウドサーバを使用するためのライセ
ンスが必要です。

製品名 使用料

testo Saveris 2 / testo 160 クラウドライセンス ベーシック 無料

testo Saveris 2 / testo 160 クラウドライセンス アドバンスド お問い合わせください

※アドバンスドライセンスは1年/2年/3年の契約期間になります。また、インターネット上での直接取引のみとなります。

目的に応じて選べるライセンス

機能 説明 ベーシック ( 無料 ) アドバンスド ( 有料 )

記録間隔 ロガーが測定値を記録する間隔
15 分～ 24 時間

･15 分～ 1 時間 : 1 分単位で設定可能
･1 ～ 24 時間 :1 時間単位で設定可能

1 分～ 24 時間
･1 分～ 1 時間 : 1 分単位で設定可能 
･1 ～ 24 時間 :1 時間単位で設定可能

通信間隔 ロガーがクラウドに測定値を送信する間隔
15 分～ 24 時間

･15 分～ 1 時間 : 1 分単位で設定可能 
･1 ～ 24 時間 :1 時間単位で設定可能

1 分～ 24 時間
･1 分～ 1 時間 : 1 分単位で設定可能 
･1 ～ 24 時間 :1 時間単位で設定可能

データ保管期間 クラウド上での測定値保管期間 3 ヶ月 24 ヶ月

測定レポート PDF/CSV のレポート（ 図 ･ 表 ） 手動ダウンロード
手動ダウンロード

自動送信 E メールレポート
( 頻度は日次 / 週次 / 月次から選択可 )

エリア ･ グループ分け 複数拠点を一元管理する場合に便利な機能
（ エリア→グループ→ロガーの 3 階層で設定可 ） ー ○

最大ユーザー数
（ E メールアドレス ） 1 アカウントに同時にログイン可能なユーザー数 1 10

ユーザー権限設定 管理者、オペレータ、アナリスト（ または監査人 ） ー ○

ロガー最大登録数 1 アカウントに紐付け可能なロガー数 制限なし 制限なし

E メールアラーム しきい値逸脱やシステム警告のメール通知機能 ○ ( 追加宛先数 : 3 名 ) ○ ( 追加宛先数 : 制限なし )

2 段階アラーム 1 つの測定項目に対して 2 つのしきい値を設定 ー ○

アラーム遅延機能 しきい値逸脱からアラームが発報までの猶予時間 ー ○

アラーム時間制御 アラームを適用する曜日 / 時間帯を任意に選択 ー ○

SMS アラーム しきい値逸脱やシステム警告を SMS で通知する機能 ー 1台あたり25通/年

同時に分析可能なロガー数 分析画面で同時に表示できるデータロガーの数 1 10

API オプション Testo クラウドから測定データを取得 ー ○ ( 別途有料 )

機　能
・ アラーム（上限値・下限値の設定）
・ しきい値を超えた場合はアラームメール送信

特　長
・ ソフトウェア不要 ・ データはPCや携帯端末で確認
・ Wi-Fiに対応 ・ 測定データはWi-Fi経由で専用クラウドに蓄積

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-T3
チャネル数 1ch（内蔵×1） 2ch（外付け×2） 2ch（外付け×2）

測定範囲 -30～+50℃ -50～+150℃ K -195～+1,350℃

J -100～+750℃

T -200～+400℃

本体精度±1digit ±0.5℃ ±0.3℃ ±（0.5℃＋測定値の0.5%）

分解能 0.1℃

バックアップメモリ 10,000データ／ch

インターフェイス USB

測定サイクル 15分～24時間（アドバンスドは1分～24時間）

インターバル 15分～24時間（アドバンスドは1分～24時間）

保護等級 IP65 IP54

動作温度 -30～+50℃

バッテリ 単3乾電池×4（約12か月*）

外形寸法 95×75×30.5mm

質量 240g

*測定間隔 15分、25℃時　※-30℃以下での測定にはEnergizer製バッテリを推奨

testo S
サ ベ リ ス

averis 2-T1/T2/T3 クラウドモニタリングロガー 

無線対応温度ロガー
testo Saveris 2 は、専用ソフト不要の温度ロガー。インターネットアクセ
スが可能なPC、タブレット、スマートフォンからいつでもどこでもデータを確
認することができます。
T2タイプはドアコンタクト付のサーミスタ対応の温度ロガー。
T3タイプはミニプラグの熱電対コネクタに対応した温度ロガー。対応する
温度範囲が広く、低温から高温まで測定することができます。

温 度

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-T3

製品名 型番 標準価格（税別）

testo Saveris 2-T-1 クラウドモニタリングロガー 0572 2031 ¥21,000

testo Saveris 2-T-2 クラウドモニタリングロガー 0572 2032 ¥26,000

testo Saveris 2-T-3 クラウドモニタリングロガー 0572 2033 ¥34,000

同梱品: 本体、ウォールホルダー、電池、出荷検査書

testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット 0572 2103 ¥55,000

Saveris2 T2用ドアコンタクトケーブル 0572 2152 ¥3,000

Saveris 2/testo 160 用電源アダプタ（USBケーブル付） 0572 2020 ¥4,600

低温用 単3リチウム乾電池×4本 0515 0572 ¥4,900

マグネットホルダー 0554 2001 ¥2,600

※外付けプローブの詳細につきましてはP90（サーミスタ）、P91～93（熱電対）をご参照ください。

要プローブ要プローブ

校 正 可

クラウド

testo S
サ ベ リ ス

averis 2-H1/H2 クラウドモニタリングロガー 

無線対応温湿度ロガー
testo Saveris 2-H1/H2は、専用ソフト不要の温湿度ロガー。インター
ネットアクセスが可能なPC、タブレット、スマートフォンからいつでもどこで
もデータを確認することができます。
H2は外付けの温湿度プローブを接続して使用します。

特　長
・ ソフトウェア不要 ・ データはPCや携帯端末で確認
・ Wi-Fiに対応 ・ 測定データはWi-Fi経由で専用クラウドに蓄積

製品名 型番 標準価格（税別）

testo Saveris 2-H-1 0572 2034 ¥42,000

testo Saveris 2-H-2 0572 2035 ¥39,000

同梱品: 本体、ウォールホルダー、電池、出荷検査書

デジタル 温湿度プローブ 0572 2155* ¥33,000

デジタル ショート温湿度プローブ 0572 2154* ¥25,000

アクセサリ 型番 標準価格（税別）

ウォールホルダー 0572 2101 ¥6,600

マグネットホルダー 0554 2001 ¥2,600

*旧タイプのSaveris 2-H2 （0572 2005）には接続不可

testo Saveris 2-H1 testo Saveris 2-H2
チャネル数 4ch（温湿・露点・絶対湿度） 4ch（温湿・露点・絶対湿度）

温度測定範囲 -30～+50℃ プローブにより異なる

温度精度±1digit ±0.5℃ プローブにより異なる

温度分解能 0.1℃

湿度測定範囲 0～100%rh プローブにより異なる

湿度精度±1digit ±2%rh プローブにより異なる

湿度分解能 0.1%rh

バックアップメモリ 10,000データ／ch

インターフェイス USB

測定サイクル 15分～24時間（アドバンスドは1分～24時間）

通信サイクル 15分～24時間（アドバンスドは1分～24時間）

保護等級 IP30 IP54

動作温度 -30～+50℃

バッテリ 単3乾電池×4（約12か月*）

外形寸法 115×82×31mm 95×75×30.5mm

質量 250g 240g

*測定間隔 15分、25℃時

機　能
・ アラーム（上限値・下限値の設定）
・ しきい値を超えた場合はアラームメール送信
・ ブラウザ上で露点・絶対湿度の演算データの確認が可能

湿 度

温 度

露 点

絶対湿度

testo Saveris 2-H1  testo Saveris 2-H2

要プローブ

校 正 可

クラウド

詳細情報

詳細情報

クラウドモニタリングロガー

充実したクラウドシステムで効率化

データ閲覧では、データの帳票・グラフでの表示ができます。さらに接続し
ている複数のロガーを選択して同時表示することで簡単に比較などできま
す。
温湿度ロガーは、温度・相対湿度の他に、絶対湿度・露点の表示もできます。
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testo 160 E/THE 専用プローブ

温湿度プローブ 照度・紫外線プローブ 照度プローブ

測定範囲 温度：-10～+50℃
湿度：0～100%rh

照度：0～20,000 Lux
紫外線：0～10,000mW/m²

0～20,000 Lux

プローブ精度 温度：±0.5℃
湿度：±2%rh（20～80
％rh、代表値）（25℃時）

照度：DIN 5032-7 Class C 
±3Luxまたは±3%（基準との
比較）（DIN 5032-7 Class L）
紫外線：±5mW/m²または測定
値の±5%（どちらか大きい方）

DIN 5032-7 Class C
±3Luxまたは測定値
の3%（基準との比較）

（DIN 5032-7 Class L）

型番 0572 2156 0572 2157 0572 2158

標準価格（税別） ¥16,500 ¥45,000 ¥31,000

クラウドモニタリングロガー testo 160

施設内の環境を一元管理できる無線対応ロガー
testo 160は商業施設やオフィス内、博物館等公共施設の環境をモニタリ
ングする無線ロガーシステムです。設置場所の温度、湿度、CO₂濃度、照
度、紫外線、大気圧の測定データはクラウドで管理され、インターネットアク
セス可能なスマートフォンやPCからいつでも確認することができます。

※システムイメージはP64をご参照ください。

testo 160　クラウドライセンス
testo 160 シリーズは、専用のクラウドサーバを使用するためのライセンス
が必要です。

特　長

・ソフトウェア不要　・測定データはWi-Fi通信で専用クラウドに蓄積
・モバイル機器やPCでデータの確認、管理が可能
・長期安定性に優れたオリジナル湿度センサ搭載
・設置場所の壁面と同じ色に塗装できるデコカバー（オプション）
・積算照度アラーム（日／週／月）で照度の管理も簡単

製品名 型番 標準価格（税別）

testo 160 TH クラウドモニタリングロガー 0572 2021 ¥31,000

testo 160 THE クラウドモニタリングロガー 0572 2023 ¥41,000

testo 160 THL クラウドモニタリングロガー 0572 2024 ¥83,000

testo 160 IAQ クラウドモニタリングロガー 0572 2014 ¥78,000

testo 160 E クラウドモニタリングロガー 0572 2022 ¥28,000

同梱品: 本体、乾電池、USB給電アダプタ（IAQのみ）、出荷検査書

testo 160 TH testo 160 THE testo 160 THL testo 160 IAQ testo 160 E
測定項目 内蔵:温度・湿度 内蔵:温度・湿度

外付:温度･湿度･
　　 照度・紫外線

内蔵:温度・湿度・
照度・紫外線

内蔵:温度・湿度・
CO₂・気圧

外付:温度･湿度･
照度・紫外線

温湿度 温度：-10～+50℃ 
湿度：0～100%rh（結露なきこと）

プローブ参照
測定範囲

精度 温度：±0.5℃
湿度： ±2%rh（25℃時 20～80%rh、代表値）、 

 ±1%rhヒステリシス、±1%rh/年間ドリフト

プローブ参照

分解能 温度：0.1℃　湿度：0.1%rh プローブ参照

その他 － プローブ参照
（照度・紫外線）

照度：
0～20,000Lux
紫外線：
0～10,000mW/m²

CO₂：
0～5,000ppm
気圧：
600～1,100hPa

プローブ参照
（照度・紫外線）

測定範囲

精度 － プローブ参照
（照度・紫外線）

照度：DIN 5032-7 Class C
±3Luxまたは±3%

（基準との比較）
（DIN 5032-7 Class L）
紫外線：±5mW/m²
または測定値の±5%

（どちらか大きい方）

CO₂：
±（50ppm＋
測定値の3%）

（25℃時）＊

気圧：±3hPa
（22℃時）

プローブ参照
（照度・紫外線）

分解能 － プローブ参照
（照度・紫外線）

照度：0.1Lux
紫外線：0.1mW/m²

CO₂：1ppm
気圧：1hPa

プローブ参照
（照度・紫外線）

バックアップメモリ 40,000データ（全チャネル合計）

測定サイクル 15分～24時間（アドバンスドは1分～24時間（フレキシブル））

通信サイクル 15分～24時間（アドバンスドは1分～24時間（フレキシブル））

保護等級 IP20

動作温度 -10～+50℃ 0～+50℃ -10～+50℃

バッテリの種類 単4×4（160IAQのみ単3×4）またはUSBポートを介して給電

バッテリ寿命 18ヶ月 12ヶ月 18ヶ月

外形寸法 76×64×22mm 76×64×22mm 92×64×24mm 117×82×32mm 76×64×22mm

質量 94g 94g 113g 269g 96g

*電力給電なしの場合　±100ppm＋測定値の3%（25℃時）

温 度

湿 度

testo 160 TH/THE

testo 160 IAQ

testo 160 THL

本体は小さく、デザインはシンプル 塗装可能なデコカバーで、設置場所に同調させるこ
とが可能。

校 正 可

紫 外 線

照 度
（160 THE/THL/E のみ）

（160 IAQ のみ）

大 気 圧

testo 160 E

要プローブ

アクセサリ 型番 標準価格（税別）

デコカバー （testo 160 TH/THE/E用） 0554 2006 ¥1,000

デコカバー （testo 160 THL用） 0554 2009 ¥1,500

デコカバー （testo 160 IAQ用） 0554 2012 ¥1,500

壁掛けブラケット（testo 160 TH/THE/THL/E用） 0554 2013 ¥1,500

壁掛けブラケット（testo 160 IAQ用） 0554 2015 ¥1,600

AC電源ユニット（USBケーブル付） 0572 2020 ¥4,600

製品名 使用料

testo Saveris 2 / testo 160 クラウドライセンス ベーシック 無料

testo Saveris 2 / testo 160 クラウドライセンス アドバンスド お問い合わせください

※アドバンスドライセンスは1年/2年/3年の契約期間になります。また、インターネット上で
の直接取引のみとなります。

CO2

クラウド

詳細情報

testo 184 T1/T2 輸送用温度データロガー （使い切りタイプ）

testo 184 T3/T4 輸送用温度データロガー

温 度

温 度

testo 184 T1 testo 184 T2
チャネル数 1ch 1ch

測定範囲 -35～+70℃ -35～+70℃

精度±1digit ±0.5℃ ±0.5℃

分解能 0.1℃ 0.1℃

メモリ* 16,000データ 40,000データ

インターフェイス USB（ダイレクト接続） USB（ダイレクト接続）

インターバル 1分～24時間 1分～24時間

電池交換 不可 不可

保護等級 IP67 IP67

動作温度 -35～+70℃

バッテリ CR2032（交換不可） CR2450（交換不可）

使用期間（バッテリ寿命）** 測定スタート後 90日 測定スタート後 150日

外形寸法 33×9×74mm 44×12×97mm

質量 25g 45g

*メモリ容量に空きがある場合でもバッテリ残量がゼロになった時点で測定を停止します。
**測定間隔 5分,-35℃時

testo 184 T3 testo 184 T4
チャネル数 1ch 1ch

測定範囲 -35～+70℃ -80～+70℃

精度±1digit ±0.5℃ ±0.8℃（-80～-35.1℃）
±0.5℃（-35～+70℃）

分解能 0.1℃ 0.1℃

メモリ 40,000データ 40,000データ

インターフェイス USB（ダイレクト接続） USB（ダイレクト接続）

インターバル 1分～24時間 1分～24時間

電池交換 可 可

保護等級 IP67 IP67

動作温度 -35～+70℃ -80～+70℃

バッテリ CR2450 TLH-2450

バッテリ寿命* 約500日 約100日

外形寸法 44×12×97mm 44×12×97mm

質量 45g 45g

*T3: 測定間隔15分, +25℃時、T4: 測定間隔15分, -80℃時

校 正 可

詳細情報

詳細情報

クラウドモニタリングロガー
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Testo社クラウドモニタリング
環境計測ロガーに最適
-40℃～75℃対応産業用セルラールータ

正面 背面

テルトニカ社製RUT240

4G/LTE (Cat 4), 3G に対応

Teltonikaリモートマネージメント
システムに対応

ホットスポット機能付き
無線アクセスポイント

小さなサイズで組み込みが容易

利用可能なバックアップ接続に
自動切り替え

遠隔監視・制御用デジタル入出力

モバイル通信 コンパクト

RMS

フェイルオーバー

Wi-Fi

I/O

Copyright © 2020, Teltonika Networks. Specifications and information given in this document are subject to change by Teltonika Networks without prior notice.

電源ソケット WANポート

LAN ポート
SIM カードスロット

Wi-Fi アンテナコネクタ

リセットボタン

LTE アンテナコネクタ

// 環境計測アプリケーションに最適な産業用4G LTE Wi-Fiルーターです。

// 厳しい環境下でのミッションクリティカルなセルラー通信に対応する高性
能を実現します。

// IoTネットワークソリューションにおけるバックアップ、リモート接続、
高度なVPNやトンネリングサービスなどに幅広く利用されています。

// WANフェイルオーバーは、接続に問題がある場合に代替のバックアップ
接続に自動的に切り替わります。

// Wi-Fiは、アクセスポイントとステーションモードの双方をサポートしま
す。



製品に関するお問い合わせは

東京都千代田区神田神保町3丁目 29番地　帝国書院ビル 4階
TEL.03-5215-2050（代）FAX.03-5215-2051（代）

〒101-0051
〔本社〕

20220204

あつめて、 つなげて、 かつよう

iot@mcm.co.jp

i o t . m c m . c o . j p

ARM コア

ボードコンピュータ / SOM

EnOcean

バッテリーレスワイヤレス・
マルチセンサーモジュール

バッテリーレス
ワイヤレス電流センサ

回線ボンディング対応
マルチ SIM LTE ルータ

ストレージ

NAS

Raspberry Pi コア

産業向け小型 PC

Wi-Fi 6 WiGig

NVIDIA Jetson
AI 向けキャリアボード

仮想ルータサービス リモート管理システム

出口対策
ネットワークセキュリティ

Intel コア

ネットワークアプライアンス向け
ホワイトボックス

x86 系
ボードコンピュータ / PC

産業向け PC /
ボードコンピュータ

クラウド

ネットワーク

ゲートウェイ

デバイス通信

センサ

超小型
ワイヤレスセンサ

Bluetooth

-40℃～ 75℃対応
産業用セルラールータ

環境計測管理

Wi-Fi

クラウドモニタリング
環境計測ロガー

産業向け SSD / DIMM/
組込み用ペリフェラルモジュール




