
ハンドヘルド

あらゆる現場の技術者や作業員の皆様に、一般的な検査を効率的に進めるために
必要な上質な画像と優れた機能を、お手頃な価格でご提供します。

•  電気検査
• HVAC/R 検査
• 機械設備

用途
• 住宅検査
• 小規模な商業施設のメンテナンス

• 建造物診断 
- 建物外面
- 商業/工業施設

©2015-2020 Fluke Corporation.12/2020 200508-6003479-ja**Fluke Connect™ は一部の国や地域では利用できない場合がございます。

*最高性能時

TiS75+ TiS60+ TiS55+ TiS20+/TiS20+ MAX PTi120

赤外分解能 384 x 288 (110,592 ピクセル) 320 x 240 (76,800 ピクセル) 256 x 192 (49,152 ピクセル) 120 x 90 (10,800 ピクセル)

IFOV (空間分解能) 1.91 mRad 1.86 mRad 1.91 mRad 7.6 mRad

視野 42°H x 30°V 34.1°H x 25.6°V 28°H x 20°V 50°H x 38°V

距離対スポット比 130：1

温度感度* ターゲット温度 0 °C 以上 (40 mk) ≤ 0.045 °C ＠ ターゲット温度 30 °C (45 mK) ターゲット温度 0 °C 以上 (40 mk) ターゲット温度 0 °C 以上 (60 mK)

温度範囲 -20 °C ～ 550 °C (-10 °C 未満では校正なし) -20 °C ～ 400 °C -20 °C ～ 550 °C (-10 °C 未満では校正なし)

TiS20+
-20 °C ～ 150 °C 

TiS20 + MAX
-20 °C ～ 400 °C 

 -20 °C ～ 150 °C 

フォーカス・システム マニュアル・フォーカス & フォーカス・フリー操作 
(フォーカス・マーカーで 0.5 m 以上) 固定焦点 マニュアル・フォーカス & フォーカス・フリー操作 

(フォーカス・マーカーで 0.5 m 以上) 固定焦点

レベルおよびスパン スムーズ自動スケールおよび手動スケール — 

オプション・レンズ オプション・レンズとの互換性はありません

ワイヤレス接続** Fluke Connect™ アプリ対応。PC、iPhone®、iPad® (iOS 4s 以上)、Android™ (4.3 以上) へのワイヤレス接続に対応。WiFi による LAN 接続にも対応

IR-Fusion AutoBlend による連続ブレンディング (0 % ～ 100 %) あり (4 レベル 0 %、25 %、50 %、75 %、100 %) AutoBlend による連続ブレンディング (0 % ～ 100 %) タッチスクリーンによる連続 IR-Fusion 0 ～ 100 %

ディスプレイ 3.5 インチ （8.9 cm、横長)
タッチスクリーン 640 x 480 LCD  3.5 インチ (8.9 cm、横長)、320 x 240 LCD 3.5 インチ （8.9 cm、横長)

タッチスクリーン 640 x 480 LCD 3.5 インチ (8.9 cm、横長)、320 x 240 タッチスクリーン LCD

デザイン 片手での使用に適したエルゴノミック・デザイン ポケットサイズ、片手で使用可能

フレーム・レート 9 Hz または 27 Hz モデル < 9 Hz または 30 Hz 9 Hz または 27 Hz モデル 9Hz

ソフトウェア フル解析/レポート・ソフトウェア (Fluke Connect デスクトップへのアクセス機能付き)

音声注釈
あり。Bluetooth オーディオ・ヘッドセット・プロファイル （HSP）  

接続を使用して外部デバイスへ最大 60 秒の音声録音が可能。 
(別売り)

 1 枚の画像につき最大 60 秒の録音時間、カメラ本体で 
再生可能、要 Bluetooth ヘッドセット (別売り) 

あり。Bluetooth オーディオ・ヘッドセット・プロファイル （HSP）  
接続を使用して外部デバイスへ最大 60 秒の音声録音が可能。 

(別売り)
—

テキスト注釈 IS2 に取り込み後は、ユーザーが
オンスクリーン・キーボードでノートに入力可能。 - IS2 に取り込み後は、ユーザーが

オンスクリーン・キーボードでノートに入力可能。 あり。通常のショートカットに加え、ユーザーによるプログラムが可能なオプションも用意

ビデオ録画 標準および放射測定ビデオ。最長 5 分間の録画が可能。 
avi および is3 —

バッテリー持続時間 
連続 3.5 時間以上 (WiFi 未使用)

(実際のバッテリー持続時間は設定と使用状況によって異 
なります)

バッテリー・パックあたり 4 時間の連続使用 (WiFi 未使用)
連続 3.5 時間以上 (WiFi 未使用)

(実際のバッテリー持続時間は設定と使用状況によって異なり
ます)

連続 5 時間以上 (WiFi 未使用) 連続 2 時間以上 (WiFi 未使用)

リモート・コントロール操作 あり —

アラーム 高温、低温、露点の計算 高温、低温、等温 (範囲内) 高温、低温 —

保証期間 2 年保証

アセット・タギング QR コードをスキャンして、赤外線画像を自動的に整理 
してファイルします - QR コードをスキャンして、赤外線画像を自動的に整理してファイルします



ハンドヘルド
社内エンジニア、官公庁、委託業者、メンテ
ナンス業者など、あらゆるプロフェッショ
ナルなサーモグラフィー・ユーザーの皆様
に、さまざまな用途にご利用いただける上
質な画像、高度な機能と優れた性能をお
届けします。

• 工業用メンテナンス
•  大型商業施設のメンテナンス
• 石油およびガス施設のメンテナンス
• 獣医 
• 信頼性検査 (PdM)

用途
• 大型建造物診断 

- 建物外面
- 欠陥工事

• 電気、水道、ガス設備
• 化学処理
•  機械、機器、装置
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*最高性能時

Ti480 PRO Ti401 PRO Ti300+

赤外分解能 640 x 480 (307,200 ピクセル) 640 x 480 (307,200 ピクセル) 320 x 240 (76,800 ピクセル) 

Super resolution
対応 (ソフトウェア処理)。キャプチャーし
たデータを 4 つ合成して1280 x 960 の

画像を生成
なし

IFOV  
(空間分解能) 0.93 mRad 1.85 mRad

視野角 34° H x 24° V

距離対スポット比 1065 : 1 532：1

温度感度* ≤ 0.05 °C ＠ ターゲット温度 30 °C 
(50 mK) ≤ 0.075 °C ＠ ターゲット温度 30 °C (75 mK)

温度範囲 -20 °C ～ +1,000 °C  -20 °C ～ +650 °C

MultiSharp™ フォーカス あり なし

LaserSharp™ オート・フォーカス 焦点の合った鮮明な画像を実現する LaserSharp™ オートフォーカス

マニュアル・フォーカス あり

レーザー距離計 あり。目標までの距離を計算して焦点の合った画像を表示し、距離を画面に表示。

オプション・レンズ 校正済みスマート・レンズ (オプション): 広角、2 倍および 4 倍望遠、25 ミクロン・マクロ

ワイヤレス接続** Fluke Connect™ アプリ対応。PC、iPhone®、iPad® (iOS 4s 以上)、Android™ (4.3 以上) へのワイヤレス接続に対応。 
WiFi による LAN 接続にも対応

IR-Fusion 5 つのモードの画像ブレンディング (AutoBlend™ モード、Picture-in-Picture (PIP)、赤外/可視アラーム、フル熱画像、 
フル可視画像) により、赤外線画像に可視画像を追加することで、画像の全体像を細部まで確認可能 

ディスプレイ 3.5 インチ・タッチスクリーン LCD、解像度 640 x 480 ピクセル

デザイン 片手での使用に適したエルゴノミック・デザイン

フレーム・レート 60 Hz または 9 Hz バージョン

ソフトウェア フル解析/レポート・ソフトウェア (Fluke Connect デスクトップへのアクセス機能付き)

音声注釈 1 枚の画像につき最大 60 秒の録音時間、カメラ本体で再生可能、オプションで Bluetooth ヘッドセットを利用可能  
(必須ではありません)

テキスト注釈 あり。通常のショートカットに加え、ユーザーによるプログラムが可能なオプションも用意

ビデオ録画 標準および放射測定 —

ストリーミング・ビデオ  
 
(リモート・ディスプレイ)

対応。PC、スマートフォン、TV モニターのいずれかにカメラ・ディスプレイのライブ・ストリームを表示可能。USB、WiFi ホットスポッ
ト、WiFi ネットワークのいずれかを経由して PC の Fluke Connect デスクトップ・ソフトウェアに接続、WiFi ホットスポットを経由

してスマートフォンの Fluke Connect™ アプリに接続、または HDMI 経由で TV モニターに接続

リモート・コントロール操作 あり。Fluke Connect™ モバイル・ 
アプリを使用 —

アラーム 高温、低温、等温 (範囲内)

保証期間 2 年間 (標準)、延長保証を選択可能

広角赤外線スマート・レンズ 25 ミクロン・マクロ赤外線 
スマート・レンズ 4 倍望遠レンズ 2 倍望遠レンズ

IFOV (空間分解能) 640 x 480 カメラ 1.86 mRad 
320 x 240 カメラ 3.71 mRad なし

640 x 480 カメラ: 0.17 mRad 
320 x 240 カメラ: 0.34 mRad 

0.33 mRad、D:S 3056:1

640 x 480 カメラ: 0.33 mRad
320 x 240 カメラ: 0.66 mRad 

0.65 mRad

視野 46 ° H x 34 ° V 36.1° H x 27.1° V 6.0° H x 4.5° V 12 ° H x 9 ° V

最小焦点距離 15 cm 8 mm ～ 14 mm  
(最適な距離は 10 mm) 1.5 m 45 cm

アドオンレンズ 



回転式
高度で専門的な機能を必要としているエ
ンジニア、研究開発の専門職、および上級
サーモグラフィー・ユーザーの皆様に、最
上級の画質、情報量の赤外線画像をお届
けします。

• 工業用メンテナンス
•  石油およびガス施設での予防保全
• 発電/送電
•  研究開発

- 電気設備
- 機械設備
- サイエンス 

用途
•  品質管理
•  およびハンドヘルド・シリーズで対応してい

る分野

TiX580 TiX501

検出分解能 640 x 480 (307,200 ピクセル) SuperResolution  
モード: 1280 x 960 (1,228,800 ピクセル) 640 x 480 (307,200 ピクセル)

IFOV  
(空間分解能) 0.93 mRad

視野 34°H x 24°V

距離対スポット比 1065 : 1

温度感度* ≤ 0.05 °C ＠ ターゲット温度 30 °C (50 mK) ≤ 0.075 °C ＠ ターゲット温度 30 °C 
(75 mK)

温度範囲 -20 °C ～ +1,000 °C
(-4 °F ～ +1,832 °F)  -20 °C ～ +650 °C (-4 °F ～ +1,202 °F)

フォーカス・システム
MultiSharp™ フォーカス、LaserSharp™ オート・ 

フォーカス (レーザー距離計内蔵)、高度なマニュアル・
フォーカス

LaserSharp™ オート・フォーカス (レーザー距離計 
内蔵)、高度なマニュアル・フォーカス

レーザー距離計 あり。目標までの距離を計算して焦点の合った画像を表示し、距離を画面に表示。

オプション・レンズ 校正済みスマート・レンズ (オプション): 広角、2 倍および 4 倍望遠 、25 ミクロン・マクロレンズ

ワイヤレス接続** Fluke Connect™ アプリ対応。PC、 iPhone® および iPad® (iOS 4s 以降)、 Android™ 4.3 へのワイヤレス接続に
対応。WiFi による LAN への接続にも対応

IR-Fusion 
5 つのモードの画像ブレンディング (AutoBlend™ モード、Picture-in-Picture (PIP)、赤外/可視アラーム、 

フル熱画像、フル可視画像) により、赤外線画像に可視画像を追加することで、画像の全体像を 
細部まで確認可能

ディスプレイ 5.7 インチ・タッチスクリーン LCD、解像度 640 x 480 ピクセル

デザイン 240 度回転可動型レンズ

フレーム・レート 60 Hz または 9 Hz バージョン

ソフトウェア フル解析/レポート・ソフトウェア (Fluke Connect デスクトップへのアクセス機能付き)

音声注釈 1 枚の画像につき最大 60 秒の録音時間、カメラ本体で再生可能、オプションで Bluetooth ヘッドセットを利用
可能 (必須ではありません)

テキスト注釈 あり。通常のショートカットに加え、ユーザーによるプログラムが可能なオプションも用意

ビデオ録画 標準および放射測定 標準

ストリーミング・ビデオ  
(リモート・ディスプレイ)

対応。PC、スマートフォン、TV モニターのいずれかにカメラ・ディスプレイのライブ・ストリームを表示可
能。USB、WiFi ホットスポット、WiFi ネットワークのいずれかを経由して PC の Fluke Connect デスクトップ・ 

ソフトウェアに接続、WiFi ホットスポットを経由してスマートフォンの Fluke Connect™ アプリに接続、 
または HDMI 経由で TV モニターに接続 

リモート・コントロール操作 Fluke Connect を介したリモート・ 
ディスプレイ/コントロール Fluke Connect を介したリモート・ディスプレイ

アラーム 高温、低温、等温 (範囲内)

保証期間 2 年間 (標準)、延長保証を選択可能

©2015-2020 Fluke Corporation.12/2020 200508-6003479-ja**Fluke Connect™ は一部の国や地域では利用できない場合がございます。

*最高性能時

アドオンレンズ 

広角赤外線スマート・レンズ 25 ミクロン・マクロ赤外線 
スマート・レンズ 4 倍望遠レンズ 2 倍望遠レンズ

IFOV (空間分解能) 640 x 480 カメラ 1.86 mRad 
320 x 240 カメラ 3.71 mRad なし

640 x 480 カメラ: 0.17 mRad 
320 x 240 カメラ: 0.34 mRad 

0.33 mRad、D:S 3056:1

640 x 480 カメラ: 0.33 mRad
320 x 240 カメラ: 0.66 mRad 

0.65 mRad

視野 46 ° H x 34 ° V 36.1° H x 27.1° V 6.0° H x 4.5° V 12 ° H x 9 ° V

最小焦点距離 15 cm 8 mm ～ 14 mm  
(最適な距離は 10 mm) 1.5 m 45 cm



設置型

固定式赤外線カメラを使用してデータの
連続ストリーミング/測定/解析を行う 
必要がある研究開発の専門職、科学者、 
エンジニアに最適 

• 研究開発
- 電気設備
- 機械設備
- 生物/科学設備

•  品質管理 
- 製造試験 (プリテスト、ポストテスト)

用途

RSE600 RSE300

赤外分解能 640 x 480 (307,200 ピクセル) 320 x 240 (76,800 ピクセル)

IFOV  
(空間分解能) 0.93 mRad 1.85 mRad

視野角  34° H x 24° V

温度感度* ≤ 0.040 °C ＠ ターゲット温度 30 °C (40 mK)* ≤ 0.030 °C ＠ ターゲット温度 30 °C (30 mK)*

温度範囲 -10 °C ～ +1200 °C

フォーカス・システム フォーカスは Fluke Connect デスクトップ・ソフトウェアで調整 （手動または MultiSharp™ を使用）

レーザー距離計 —

オプション・レンズ 校正済みスマート・レンズ: 広角、2 倍および 4 倍望遠、マクロ

ワイヤレス接続** —

IR-Fusion 
あり (Fluke Connect デスクトップ・ソフトウェアを使用)5 つのモードの画像ブレンディング (AutoBlend™  
モード、Picture-in-Picture (PIP)、赤外/可視アラーム、フル熱画像、フル可視画像) により、赤外線画像に 

可視画像を追加することで、画像の全体像を細部まで確認可能

ディスプレイ —

デザイン スタンドまたは壁 (ブラケットを使用) に取り付けた状態でデータの連続ストリーミングが可能

フレーム・レート 60 Hz または 9 Hz バージョン

ソフトウェア 詳細分析およびレポーティングのための Fluke Connect デスクトップ・ソフトウェア
MATLAB® および LabVIEW® ソフトウェアに対応

音声注釈 あり (Fluke Connect デスクトップ・ソフトウェアを使用)

テキスト注釈 あり (Fluke Connect デスクトップ・ソフトウェアを使用)

ビデオ録画 Fluke Connect デスクトップ・ソフトウェアで放射測定をサポート (標準的な非放射フォーマットへのエクスポー
トが可能)

ストリーミング・ビデオ  
(リモート・ディスプレイ)

対応。PC、スマートフォン、TV モニターのいずれかにカメラのライブ・ストリームを表示可能。USB、 
WiFi ホットスポット、WiFi ネットワークのいずれかを経由して PC の Fluke Connect デスクトップ・ソフトウェア、

または WiFi ホットスポットを経由して Fluke Connect™ アプリを使用可能

リモート・コントロール操作 あり (イーサネットまたは Fluke Connect デスクトップ・ソフトウェアを使用)

アラーム あり (Fluke Connect デスクトップ・ソフトウェアを使用) - 高温、低温、等温 (範囲内)

保証期間 2 年間 (標準)、延長保証を選択可能

©2015-2020 Fluke Corporation.12/2020 200508-6003479-ja**Fluke Connect™ は一部の国や地域では利用できない場合がございます。

*最高性能時

広角赤外線スマート・レンズ 25 ミクロン・マクロ 
赤外線スマート・レンズ 4 倍望遠レンズ 2 倍望遠レンズ

IFOV (空間分解能)
640 x 480 カメラ: 0.93 mRad 

320 x 240 カメラ 
1.85 mRad

なし 640 x 480 カメラ: 0.24 mRad 
320 x 240 カメラ: 0.48 mRad

640 x 480 カメラ: 0.47 mRad 
320 x 240 カメラ: 0.94 mRad

視野 45° H x 32° V 36.1° H x 27.1° 8.5° H x 6.0° V 17 ° H x 12 ° V

最小焦点距離 15 cm 8 mm ～ 14 mm  
(最適な距離は 10 mm) 1.5 m 45 cm

アドオンレンズ 


