
プロフェッショナルによる
プロフェッショナルのためのカメラ

赤外線サーモグラフィ

FLIR Tシリーズ
FLIR T420/T440/T450sc

FLIR T620/T640

※ご購入から30日以内に、オンラインないしFAXに
て製品登録いただくと保証期間が延長されます。
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Wi-Fi経由でスマートフォンやタブレットに接続し、FLIR 
Tools mobile app （Apple iOS および アンドロイド）で
画像の加工やデータ通信、遠隔操作が可能です。

WIFI
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高度な人間工学デザインに基づく
デザインと多様化する通信ニーズへの対応を実現
FLIR T400シリーズは、手頃な価格で高性能を実現したモデルです。
人間工学デザインに基づく使いやすさ、Wi-Fiなど多様化する通信ニーズへの対応を実現し、
初心者から専門家まで幅広い層にご満足いただけます。
さらに、最新技術により迅速な画像処理と保存が可能です。

スケッチ
熱画像上に直接印をつけ、画像にコメントを描き込むこと
が可能です。

熱画像ビデオストーリーミング
16ビットの熱画像（温度情報付き）をUSB経由でPC上の
ソフトウェアFLIR ResearchIR（リサーチアイアール）で表
示できます。 

JPG IMAGE
画像保存
FLIRは解析画像には標準JPEGを使用しており、ソフトウェ
アを使用してMicrosoft Word® （ワード）上で画像処理や
レポートの作成が可能です。

3,5”
タッチスクリーン
3.5”インチの液晶タッチスクリーンでこれまでにない操
作性を実現しています。 

計測モード
スポット測定、自動高温/低温スポット表示付のエリア測
定、アイソサーム、温度差ΔT

USBへの転送
画像またはレポートをカメラから直接USBスティックに転
送できます。

インスタントレポート
サーモグラフィ本体でレポートを作成でき、USBへの転送
も可能です。

スーパーファインコントラスト（MSX）
革新的なスーパーファインコントラスト（MSX）機能はこ
れまでにない詳細まで鮮明な画像を実現します。

機種によって搭載される機能は異なります。
詳しくは製品仕様をご確認ください。

FLIR T400シリーズ

320
240

x
320×240ピクセル
T400シリーズの熱画像の解像度は320×240ピクセル
です。

HIGH 
SENSITIVITY

温度分解能
FLIR T400シリーズの温度分解能は0.045℃以下です。

高品質デジタルカメラ内蔵
FLIR T400シリーズには、310万画素のデジタルカメラが 
内蔵されており、検査の迅速化と効率化に役立ちます。

tiltable optical blok

Interfaces

320x240pixels Look&Feel

Touch screen

Interchangable lenses

4 hours battery life

text, voice, sketch annotations

875 kg

Visual camera

880 g

4 hours 4 hours
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Temperature alerts
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120°C

-20°C
0°C

温度測定範囲
T400シリーズは最高+1500℃まで計測できます。

25°

15°

45°

交換可能な赤外線レンズ
T400シリーズには25°レンズが標準装備。オプションレン
ズは6°、15°、45°、90°レンズがあります。

豊富なインターフェース
T400シリーズは標準ビデオ、USB、リムーバブルSDカー
ドに対応します。

MPEG-4

MPEG-4ビデオ 
可視および赤外線MPEG-4ビデオファイル（温度情報な
し）を作成できます。

VISUAL IR

TH
ER

M
A
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SI

O
N

フュージョン
解析作業向上のため熱画像と可視画像を合成します。

温度アラーム（音声/表示）
検査の迅速化と効率化に役立ちます。

ピクチャー・イン・ピクチャー
可視画像の一部に熱画像を重ね合わせます。縮小/拡大、
サイズ変更、移動が可能です。

ABC
テキスト/音声コメント
テキストコメントは、事前設定したリスト又はタッチスクリ
ーンで作成可能。ヘッドセット接続すれば、音声コメントを
残すことも可能です。

スケッチコメント
タッチスクリーンを使って、画像にコメントを描き込むこと
が可能です。

NEW
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FLIR T420 FLIR T440 FLIR T450sc

温度測定範囲：–20ºC ～ +650ºC 温度測定範囲：–20ºC ～ +1,200ºC 温度測定範囲：–20ºC ～ +1,500ºC

デジタルズーム：1-4（連続） デジタルズーム：1-8（連続） デジタルズーム：1-8（連続）
温度分解能：0.045ºC（30ºCの場合）　 温度分解能：0.045ºC（30ºCの場合） 温度分解能：0.040ºC（30ºCの場合）
 温度精度：±2ºCもしくは±2%  温度精度：±2ºCもしくは±2%  温度精度：±1℃もしくは±1%（10-35ºCの場合）
 プロファイル：あり プロファイル：あり

スーパーファインコントラスト（MSX） スーパーファインコントラスト（MSX）

FLIR T400シリーズ　モデル比較

ピクチャー・イン・ピクチャー

スケッチ

スーパーファイン
コントラスト（MSX）

対機能 LCD タッチスクリーンを使って、
画面上に直接描写や印をつけることができる。

MSX処理により、熱画像の詳細まで
鮮明に見える

回転レンズユニット

ライト
交換可能な赤外線レンズ

可視カメラ

操作ボタン

人間工学デザイン

レーザー
ポインター

mini USB
ビデオ出力

SDカード USB

フュージョン

可視画像 フュージョン熱画像

NEW
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640
480

x
解像度 640×480ピクセル
高解像度640×480ピクセルの検出素子により、詳細
まで鮮明な熱画像が得られます。鮮明な画像は解釈や
解析が容易であるため、高精度で信頼のできる検査結
果が得られます。

HIGH 
SENSITIVITY

高い温度分解能
T640は0.035℃というわずかな温度差を検出します。

回転可能なレンズユニット
回転可能なレンズユニットにより、柔軟性と作業効率が向
上し、快適な姿勢のまま検査ができます。

明るく大きな4.3インチLCDスクリーン
高画質4.3インチLCDスクリーンは、屋外環境でも、明る
く鮮明な画像を表示します。

ビューファインダー（FLIR T640）
高解像度のビューファインダーは、屋外での使用時や
LCD スクリーンを使用しない場合などに最適です。

高品質デジタルカメラ内蔵
あらゆる画面で鮮明な可視画像を生成する500万画素
のデジタルカメラが内蔵されています。視野角は赤外線
レンズに対応します。

レーザーポインター
レーザーポインターの位置が赤外線画像上で強調表示
されるため、熱画像上のポイントが実際の対象物のどの
位置にあるかを見つけるのに役立ちます。

豊富なインターフェース
使いやすいデジタルビデオインターフェース、外部機器と
の接続用のUSB、PC接続用のUSB2、カメラ内蔵のバッテ
リーとの直接接続に対応しています。

熱画像ビデオストリーミング
16ビットの温度情報付き熱画像映像をPC（USB経由）上
でソフトウェア FLIR ResearchIR（リサーチアイアール）
を使用して表示できます。

MPEG-4

MPEG-4ビデオ
可視画像と熱画像MPEG-4ビデオ（温度情報なし）を作成
できます。
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フュージョン
解析作業向上のため熱画像と可視画像を合成します。

ピクチャー・イン・ピクチャー
可視画像の一部に熱画像を重ね合わせます。縮小/拡大、
サイズ変更、移動が可能です。

タッチスクリーン
インタラクティブな液晶タッチスクリーンでこれまでにな
い操作性を実現しています。このLCDスクリーンと、大き
なバックライト付ボタン、ジョイスティックコントローラー
を兼ね備えたT600シリーズの操作性は抜群です。

スケッチコメント
タッチスクリーンに描くだけで、熱画像に描写やコメント
を付けることが可能です。

テキスト/音声コメント
テキストコメント、リストからお選びいただけます。ヘッドセ
ットを接続すれば音声コメントを残すことも可能です。

Z
Z

デジタルズーム
FLIR T640は、1-8倍連続デジタルズーム、T620は1-4倍
連続デジタルズームを搭載しています。

新しい機能

スーパーファインコントラスト（MSX）
革新的なスーパーファインコントラスト（MSX）機能はこ
れまでにない詳細まで鮮明な画像を実現します。

スケッチ
熱画像上に直接印をつけ、画像にコメントを描き込むこと
が可能です。

スーパーオートフォーカス
検査対象にピントを合わせます。

GPS
内蔵GPS
GPSで地理情報が熱画像に添付されるため、地理的な位
置が把握できます。

機種によって搭載される機能は異なります。詳しくは製品仕様をご確認く
ださい。

FLIR T600シリーズ
人間工学デザインによる使いやすさと
高い柔軟性を兼ね備えた高画質、
高機能の最先端サーモグラフィ 
FLIR T600シリーズは、最高640×480ピクセルの高解像度で、
ほんのわずかな温度差や画像の詳細まで検出できる鮮明な画像を実現。
あらゆるニーズに応える柔軟性の高さと通信機能が特長です。
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FLIR T620 FLIR T640

解像度：640×480ピクセル 解像度：640×480ピクセル
温度分解能：0.04ºC（30ºCの場合） 温度分解能：0.035ºC（30ºCの場合）
計測温度範囲：–40ºC ～ +650ºC 計測温度範囲：–40ºC ～ +2000ºC
デジタルズーム：1-4（連続） デジタルズーム：1-8（連続）
内蔵GPS 内蔵GPS

インスタントレポート インスタントレポート
プロファイル
スーパーファインコントラスト（MSX）
イメージスケッチ
連続オートフォーカス
ビューファインダー
計測プリセット

FLIR T600シリーズ　モデル比較

傾斜可能な
レンズユニット

可視カメラ

スタイラス

カメラライト
交換可能な
レンズユニット

簡単操作

レーザーポインター

人間工学デザイン

ビューファインダー

LCDタッチスクリーン

操作ボタン

簡単操作

電源
USB A

HDMI
USB mini

SDカード

Wi-Fi経由でスマートフォンやタブレットに接続し、
FLIR Tools mobile app （Apple iOS および アンドロイド）で
画像の加工やデータ通信、遠隔操作が可能です

スケッチ

対機能 LCD タッチスクリーンを使って、
画面上に直接描写や印をつけることができる。

5
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スーパーファイン
コントラスト（MSX）

MSX処理により、熱画像の詳細まで鮮明に見える
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スーパーファインコントラスト（MSX）

スーパーオートフォーカス

スケッチ

スーパーファインコントラスト（MSX）は、特許出願中のフュージョン技術を基盤としてフリアーシステムズ独自のカメラ内蔵プ
ロセッサーです。スーパーファインコントラスト（MSX）は、リアルタイムで精密かつ鮮明な熱画像を実現します。
 
• 可視スペクトルの輪郭を鮮明にすることで、リアルタイムで熱画像の画
質を向上させます。

• 温度差を強調することで問題箇所を正確に示します。
• 温度計測データを損なうことなく、対象の特定を容易にします。
• 極めて高画質で、レポート作成にデジタルカメラの写真は不要になります。
 
写真の中に赤外線画像を合成するフュージョン技術とは違い、スーパーファイ
ンコントラスト（MSX）は、デジタルカメラの詳細情報をエンボス加工で熱画像
や映像上に取込みます。
 
スーパーファインコントラスト（MSX）処理した画像の特長：
• 輪郭がくっきりとした熱画像
• 対象の位置が把握しやすい
• シンプルで分かりやすいレポート作成が可能
• 解決策を迅速に提示できる

フリアーシステムズの新機能であるスケッチを使えば、
熱画像と可視画像の両方で問題箇所の位置に印を付けることができます。
操作は、タッチスクリーン上で簡単にできます。
熱画像上につけた印は、レポート作成時に自動的に表示されます。

FLIR T640では、2台のデジタルカメラを使用することで、熱画像の連
続オートフォーカスを実現しました。FLIR T640は連続オートフォーカス
機能を搭載した赤外線サーモグラフィです。

過熱したヒューズの熱画像 スーパーファインコントラスト（MSX）処理した同じヒューズの熱画像。
ヒューズボックスの下に描かれた文字が識別でき、
この後のヒューズの修理工程で問題箇所の特定が極めて容易になる。

NEW
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多彩な製品ラインナップ

フリアーシステムズでは、幅広いユーザーのニーズに
対応するため、多彩なラインナップのサーモグラフィを
提供しています。
高機能モデルは、迅速かつ効率的な作業が必要な専門家や
プロに最適です。

専門家やプロ仕様のモデル：高画質を実現
写真と同じく、解像度のピクセル数が多いほど画質が良くなります。しかし、それだけではありません。解像
度640×480ピクセルのモデルには307,200点の温度計測ポイントがあり、これは解像度320×240ピク
セルの76,800点の4倍に及びます。したがって、同じ対象を同じ距離から撮影しても、ピクセル数が多いほ
ど、対象を精査することになり、温度計測の精度は大きく向上します。

変電所の送電線ホットスポットを示す画像（いずれも20m離れた場所から撮影）

解像度 120×120ピクセル、温度分解能0.1℃
の機種で撮影。

解像度 640×480ピクセル、温度分解能0.045℃の機種
で撮影。解像度が高い方が、ホットスポットが鮮明に映し出
されており、ホットスポットの温度計測値の精度が高いこと
が分かる。送電線に不具合があることがはっきりと示され
ている。
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Features

人間工学
1日に数時間サーモグラフィを利用する専門家やプロのサー
モグラファーには、人間工学に基づいたデザインが必要と
なります。どんな場所を検査する場合でも、人間工学的に
持ちやすく、画面を見やすい方法でサーモグラフィを携帯
できることが重要です。こうした設計上の配慮は、現場で
の解析性能だけでなく、生産性の向上にも役立ちます。

解像度 320×240ピクセル、温度分解能0.05℃の機種
で撮影。解像度が高い方がホットスポットの温度計測値の
精度が高い。
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FLIR Reporter（リポーター）を使用すれば、プロ仕様の検査
レポートを迅速かつ簡単に作成できます。
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ソフトウェア
フリアーシステムズは、最高の赤外線サーモグラフィを
作るだけにとどまらず、カメラと撮影した熱画像を
有効にお使いいただくためソフトウェアとのコンビネーションを提供することで、
弊社サーモグラフィをお使いのすべてのユーザーがより効率的かつ生産的に作業ができるよう
研究と開発に取り組んでいます。

弊社の赤外線技術スペシャリストは、プロフェッショナルの皆さまに満足いただける、
使い勝手の良い優れた新規ソフトウェアの開発に力を注いでいます。
弊社のソフトウェアは、サーモグラフィ検査結果の迅速かつ正確で詳細な解析と評価を
可能にします。

ツールをソリューションに

FLIR Reporter（リポーター）
説得力に富むプロ仕様のレポートを作成
FLIR　Reporter（リポーター）は、説得力に富むプロ仕様のレポートを作成するために優れたソフトウェア
です。新たなトリプルフュージョン、ピクチャー・イン・ピクチャーといった強力な機能を備え、最新の
Microsoft（マイクロソフト）のオペレーティングシステムやWord（ワード）との互換性を持ちます。 
 
柔軟性の高いレポートのデザインとレイアウト
• Microsoft Word™（ワード）との完全な統合化
• パワフルな温度解析
• ウィザードによるレポート作成の手引き
•  トリプルフュージョン、ピクチャー・イン・ピクチャー 
（移動可能、サイズ変更可能、拡大縮小可能）

• ドラッグ＆ドロップによる自動レポート作成
• トレンド解析による予測機能
• 自動的に画像にGPS座標を追加

トリプルフュージョン、ピクチャー・イン・ピクチャー機能
FLIR Reporter（リポーター）のピクチャー・イン・ピクチャーは、簡単かつ効率的にレポート作成を行なうた
めの機能です。赤外線画像や可視画像をリポーターにダウンロードすれば、使いやすいダイアログボック
スとドラッグ＆ドロップ機能で、熱画像を可視画像に重ね合わせることができます。

自動レポート作成機能
FLIR Reporter（リポーター）では、カスタマイズされたサポートの作成も簡単に行なえます。レポートウィ
ザードの指示に手順毎に従うだけでプロ仕様の検査レポートが仕上がります。
 
GPS対応 
GPSが内蔵された機種をお使いのユーザーであれば、FLIR Reporter（リポーター）がGoogle™マップへ
の自動リンクを提示し、GPS座標付の画像が得られます。
 
トレンド予測機能
トレンド予測機能は、サーモグラフィ検査で得られた温度データの追跡に役立つ強力なツールです。この
情報から保守作業の時期を決定することが容易になります。
 
最先端機能
FLIR Reporter（リポーター）は、デジタルズーム、カラーパレットの変更、フィールド内で録音した音声コメ
ントの再生など、多くの機能を備えています。他にも、強力な公式やΔTを使った自動計算機能、サマリー
テーブルを使ったレポート要約作成、さらにはヒストグラム機能や、ラインプロファイル機能などによる高
度な分析も可能です。



GPS機能が内蔵されている弊社製サーモグラフィをお持ち
のユーザーは、Reporter（リポーター）にGPS情報追加機能
をスムースに組み入れることが可能です。
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トレンド：
分かりやすいチャートや
グラフを使用した、熱性
能をゆっくり正確に検知
できます。

FLIR Reporter（リポーター）の主な特長：
• 柔軟性の高いページデザインとレイアウトによる 
カスタマイズされたレポート作成 

• クイック挿入機能によるレポートページの作成
• マイクロソフトWord（ワード）との互換性 
• マイクロソフトOf�ce（オフィス）やPDFフォーマットの報告書作成 
• 高度な温度分析機能 
• トリプルフュージョン/ピクチャー・イン・ピクチャー 
（移動、サイズ変更、縮小拡大可能） 

• ドラッグ＆ドロップによる自動レポート作成機能の付いたレポートマネージャ－ 
• トレンド予測機能 
• 自動GPS情報追加機能（Google™ マップへの自動リンク）
• レポートの自動集計表作成 
• マイクロソフトWord（ワード）での画像調整と温度解析 
• スペルチェック 
• 測定値など独自の公式作成
• レポート内での動画（温度情報付）再生
• 画像を素早く見つける検索機能
• 複数画像を1枚につなげるパノラマツール
• Windows7（32/64ビット）
• .docxデータとの互換性
• グリッド機能

FLIR Tools（ツールズ）: 
サーモグラフィのためのソフトウェア
フリアーシステムズは検査結果レポート作成を検査の重要な一部と考え
ています。そのため、弊社の製品にはすべてサーモグラフィで撮影した
画像管理/解析とレポート作成のためのソフトウェアが付属しています。
FLIR Toolsには、カラーパレットや、レベル＆スパンなどの
画像調整機能をはじめとして基本的な熱画像解析機能が搭載されています。
 
さらに柔軟性の高い高度な解析ツールが必要なユーザーは
FLIR Reporter（リポーター）をお選びいただけます。

FLIR Tools モバイル用
アンドロイド、iPad、 iPhone、iPod Touchなどモバイル端末と
の連携を可能にするFLIR Tools Mobile

常に先進的な製品を送りだすフリアーシステムズから、Wi-Fi機
能でアンドロイドスマートフォン、iPad、 iPhone、iPod Touchな
どモバイル端末に接続できるWi-Fi対応機種が登場しました。 
アンドロイドマーケットやAppストアで新しいFLIR Tools 
Mobile（ツールズ　モバイル）をダウンロードするだけで、フリ
アーシステムズのサーモグラフィの画像の表示や取込みがで
きます。機種によっては、動画の表示や取込みも可能です。

FLIR Tools Mobileはサーモグラフィの遠隔操作にも使え 
ます。
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研究開発・科学分野
アプリケーション用 
ソフトウェア
FLIR ResearchIR（リサーチ アイアール）
FLIR ResearchIR（リサーチ アイアール）は、冷却または非冷却式の検出器を搭載した赤外線カメラを使用する研究開発者や科
学者向に開発されたソフトウェアです。FLIR ResearchIRは、熱のパターンを視覚化するだけでなく、高速の熱画像を取込み、高
度な熱パターン解析を行なうことが可能です。ResearchIRは、産業業界における研究開発に最適なツールです。

FLIR ResearchIRのユーザーインターフェース

1

3

6

4

5

2

1.  カメラおよび録画コントロール：
  ソフトウェアFLIR ResearchIRをフリアーシステムズ社製の
赤外線カメラにケーブルで接続することにより、赤外線画像
またはムービーの撮影をコントロールすることができます。 
ResearchIRは温度測定値に基づくカメラトリガーや録音開
始/停止条件など多様な撮影オプションに対応しています。 

2. カスタマイズできるワークスペース
  画像、データ、表をドラック＆ドロップで簡単に配置できま
す。カメラに接続中であればライブで測定値の解析を行なう
ことも可能。もちろん記録した画像や映像を再生しながら解
析することも可能です。 

3. 表・グラフ
  スペクトル線輪郭は簡単に追加できます。測定0画像全体の
統計量を時系列グラフとして表示することも可能です。

  全ての画像のデータ統計量を同時に表示して、シームレスな
比較解析を行なうこともできます。

4. カラーコントーロール
  カラーパレット、カラーの分析、コントラスト、等温線、ズ
ーム＆パンなどの変更が可能です。

5. 画像処理パイプ
  画像差分処理、スライディング差分処理、平均化などのリア
ルタイム画像処理を行います。画像処理機能は個別設定に対
応し、管理も簡単です。

6. クイックコレクションバー
 現在の画像および映像を表示します。

• 20カ国以上に対応
• 高速で画像閲覧、記録、保存
• 急激な温度変化に対応する後処理解析
•  ライブまたは保存画像からの時系列温度グラフ作成
• 録画開始/停止の設定

• 多様な解析機能（スポット、ライン、エリアなど）
• 解析画像を簡単に選択、映像プレビュー
• ズーム・パン機能
• ライブまたは保存画像やプロットのユーザー設定

FLIR ResearchIRの主な特長：
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FLIR T400シリーズ

FLIR T420 FLIR T440 FLIR T450sc
画像性能
解像度 320×240ピクセル
測定視野角（FOV） / 最小焦点距離 25°×19°/0.4m
スペクトル波長 7.5 - 13µm
瞬間視野角（IFOV） 1.39mrad 
フレームレート 60Hz
フォーカス 自動 / 手動
検出素子（FPA） 非冷却マイクロボロメーター

計測
温度分解能 0.045℃（30℃の場合） 0.045℃（30℃の場合） 0.040℃（30℃の場合）
温度精度 ±2℃もしくは±2%（読み取り値に対して） ±2℃もしくは±2%（読み取り値に対して） ±1℃もしくは±1%（読み取り値に対して）
計測温度範囲 –20°C ～ +650°C （3レンジ）： 

–20°C ～ +120°C or
0°C ～ +650°C

–20°C ～ +1200°C （3レンジ）： 
–20°C ～ +120°C or
0°C ～ +650°C
+200ºC ～ +1200ºC

–20°C ～ +1500°C （3レンジ）： 
–20°C ～ +120°C or
0°C ～ +650°C
+200ºC ～ +1500ºC

画像特性
スーパーファインコントラスト（MSX） － ● ●
スケッチ － ●（熱画像/可視画像） ●（熱画像/可視画像）

計測 / 解析
プロファイル － 1 1
計測プリセット － ● ●

画像性能
デジタルズーム 1–4× （連続）/パン 1–8× （連続）/パン 1–8× （連続）/パン

ソフトウェア
標準装備 FLIR Tools FLIR Tools FLIR Tools/FLIR ResearchIR

 
 

画像表示
ピクチャー・イン・ピクチャー 赤外線画像領域サイズ変更のみ
ディスプレイ 3.5インチカラーLCDディスプレイ（320×240ピクセル）/タッチスクリーン
表示モード 熱画像、可視画像、フュージョン、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー
フュージョン 区間 / 以上 / 以下

計測 / 解析
温度差ΔT ●
スポットメーター 5
エリア 5 （高温/低温/平均）
アイソサーム 上/下/区間
自動高温（低温） ●（エリア内）
アラーム 音声/視覚（以上/以下）
放射率補正 調整範囲：0.01～1.0 ないし材質から選択
計測補正 反射温度、相対温度、大気湿度
IR窓補正 ●

設定
カラーパレット アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
各種設定 単位、言語、日付、時間、プログラムボタン

製品仕様

基本仕様

NEW

モデル別仕様

共通仕様
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※ご購入から30日以内に、オンラインないしFAXに
て製品登録いただくと保証期間が延長されます。

 T
w

o 
years warranty2年

 T
en

 years warranty10年

画像保存
画像保存 熱画像（標準JPEG）/メモリーカード保存
画像保存モード 熱画像/可視画像、同時保存
プログラム撮影（インターバル） 熱画像/可視画像、熱画像

画像注釈
音声 60秒（Bluetooth接続）
テキスト ●（タッチスクリーンから入力/ファイルから選択）
スケッチ ●（タッチスクリーンから入力）
レポート作成 - インスタントレポート（カメラ内）

- ソフトウェア（FLIR Tools/Reporter/ResearchIR）使用時

可視カメラ
デジタルカメラ 310万画素（2048 × 1536 ピクセル）（ライト付）
視野角（FOV） 赤外線カメラレンズに同期

レーザーポインター
レーザーポインター ●（Class 2）
レーザーアライメント ●

ビデオ録画
熱画像（温度情報なし）/デジタルビデオ メモリーカード保存（MPEG-4形式）
熱画像（温度情報付き） USB経由でPC接続時
熱画像（温度情報なし）/デジタルビデオ USB経由で非圧縮カラーデータ送信

電源
バッテリー リチウムイオン電池（取り出し可能）
稼働時間 4時間
充電方法 カメラ内/充電器（ACアダプター）
電力管理 自動シャットダウン、スリープモード（任意設定）

使用環境設定
使用環境温度 –15°C～+50°C
保管環境温度 –40°C ～+70°C
湿度（操作および保管） IEC 60068-2-30/24h 95% （+25°C～+40°Cの場合）
EMC - ETSI EN 301 489-1 (radio)

- ETSI EN 301 489-17
- EN 61000-6-2 (Immunity)
- EN 61000-6-3 (Emission)
- FCC 47 CFR Part 15 B (Emission)
- ICES-003

耐衝撃性 25g (IEC 60068-2-29)
耐振動性 2g (IEC 60068-2-6)
保護構造 IP 54 (IEC 60529)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1

データ入出力
インターフェース USB-mini、 USB-A、 Bluetooth®、 Wi-Fi、コンポジットビデオ
USB USB-A：外部USB接続（メモリースティックへのデータ保存）

USB Mini-B：PC接続（データ転送）
Bluetooth ヘッドセット（音声コメント）
Wi-Fi ●

サイズ
重量 880g
サイズ（L×W×H） 106×201×125mm
三脚穴 1/4” 

標準パッケージ
カメラ本体、レンズ、バッテリー、充電器、ハードケース、Bluetooth® USB マイクロアダプター、校正証明書、保証書、ソフトウェアFLIR Tools™ （CD-ROM）、ヘッドセット、メ
モリーカード（アダプター付）、スタートガイド、サンシールド、USBケーブル、ユーザーガイド（CD-ROM）、ビデオケーブル、製品登録申込書

オプション
レンズ 15°、45°、6°、90°、50µm、100µm
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※ご購入から30日以内に、オンラインないしFAXに
て製品登録いただくと保証期間が延長されます。

 T
w

o 
years warranty2年

 T
en

 years warranty10年

FLIR T620 FLIR T640
画像性能
解像度 640×480ピクセル
空間解像度 0.68mrad
測定視野角（FOV）/最小焦点距離 25°×19°/0.25m
検出素子（FPA） 非冷却マイクロボロメーター
スペクトル波長 7.5 ～ 14µm
フレームレート 30Hz

画像性能
温度分解能 < 0.04℃（30°Cの場合） < 0.035℃（30°Cの場合）
デジタルズーム 1–4×（連続）/パン 1–8×（連続）/パン
フォーカス 手動/自動 手動/自動/スーパーオートフォーカス　

画像特性
スーパーファインコントラスト（MSX） － ●
ビューファインダー － 800×480pixels
スケッチ － ●
計測
温度計測範囲 –40°C ～ +650°C（2レンジ）：

–40°C ～ +150°C
+100°C ～ +650°C 

–40°C ～ +2,000°C（3レンジ）
–40°C ～ +150°C
+100°C ～ +650°C
+300°C ～ +2,000°C

温度計測範囲（オプション） +300°C ～ +2,000°C －
計測 / 解析
ラインプロファイル － 1
計測プリセット － ●

GPS（位置情報）
内蔵GPS ● ●

レポート作成
インスタントレポート（カメラ内） ● ●
ソフトウェア FLIR Tools FLIR Tools

FLIR T600シリーズ
製品仕様

NEW 

  FEATURES

基本仕様

モデル別仕様
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画像表示
ディスプレイ 4.3インチカラーLCDディスプレイ（800×480ピクセル）/タッチスクリーン
表示モード 熱画像、可視画像、フュージョン、ピクチャー・イン・ピクチャ－、サムネイルギャラリー
手動画像調整 レベル/スパン/最高/最低
自動画像調整 標準ないし画像内容のヒストグラムを基本
自動画像調整（スケール固定の場合） 最大/最小/スパン
計測
温度精度 ± 2°C ないし ± 2% （読み取り値に対して）
計測 / 解析
スポットメーター 10
エリア 5 （高温/低温/平均）
自動高温（低温） ●（エリア内）
アイソサーム 上/下/区間
温度差ΔT ●
参照温度 計測機能から手動で参照温度設定
放射率補正 調整範囲：0.01 ～ 1.0 ないし材質から選択
計測補正 反射温度、相対温度、大気湿度
IR窓補正 ●
アラーム 音声/視覚（以上/以下）
設定
カラーパレット アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
各種設定 単位、言語、日付、時間、自動シャットダウン、ディスプレイ、プログラムボタン
画像保存
画像保存 熱画像（標準JPEG）/メモリーカード
画像保存モード 熱画像/可視画像、同時保存
プログラム撮影（インターバル） 熱画像/可視画像、熱画像
可視カメラ
デジタルカメラ 500万画素（ライト付） 
視野角（FOV） 赤外線カメラに同期
レーザーポインター
レーザーポインター ●（Class 2） 
レーザーアライメント ●
画像注釈
音声 60秒（Bluetooth接続）
テキスト ●（タッチスクリーンから入力/ファイルから選択）
スケッチ ●（タッチスクリーンから入力）
ビデオ録画
熱画像（温度情報付き） USB経由でPC接続時
熱画像（温度情報なし） USB経由でPC接続時（MPEG-4形式）
カメラ内ビデオ保存（SDカード） 熱画像（温度情報なし）/デジタルビデオ（MPEG-4）
Wi-Fi 熱画像（温度情報なし）（MPEG-4）
ソフトウェアのアップデート
自動アップデート FLIR Tools接続時
データ入出力
インターフェース USB-mini、 USB-A、 Bluetooth®、 Wi-Fi、 DVIビデオ

USB
USB-A：外部USB接続（メモリースティックへのデータ保存）
USB-mini-B：PC接続（データ転送）

Wi-Fi ●
Bluetooth ●
電源
バッテリー リチウムイオン電池（取り外し可能）
稼働時間 > 2.5 時間（25℃の場合）
充電方法 カメラ内/充電器（ACアダプター）
電力管理 自動シャットダウン、スリープモード（任意設定）
使用環境設定
使用環境温度 –15 ～ +50°C
保管環境温度 –40°C ～ +70°C 
湿度（操作および保管） IEC 60068-2-30 /24h 95% （+25°C ～ +40°Cの場合）
保護構造 IP 54, IEC 60529
耐衝撃性 25G, IEC 60068-2-29
耐振動性 2G, IEC 60068-2-6
EMC / emission（放射） EN 61000-6-3
EMC / immunity（電磁波耐性） EN 61000-6-2

サイズ
重量（バッテリー含む） 1.3kg 
サイズ（L×W×H） 143×195×95mm 
三脚穴 1/4" - 20

レンズ（オプション）
望遠レンズ（15°） 15°×11°/0.9m
広角レンズ（45°） 45°×34°/0.1m
50μm 7°
100μm 80°
標準パッケージ
FLIR T 620/T640カメラ本体、レンズ、バッテリー（2）、充電器、アイキャップ、三脚アダプター、ネックストラップ、レンズキャップ、ヘッドセット（Bluetooth®）、
校正証明書、ソフトウェアFLIR Tools™ PC（CD-ROM）、メモリーカード（アダプター付）、スタートガイド、ユーザーガイド（CD-ROM）、USBケーブル、HDMIケーブル（2）、
製品登録申込書

共通仕様
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フリアーシステムズジャパン株式会社
〒141-0031　東京都品川区西五反田 3-6-20 西五反田アクセス 8F
電話：03-6277-5681 FAX：03-6277-5682　
e-mail： info@�ir.jp  www.�ir.com
製品の仕様は予告なく変更されることがあります。Copyright©2012 FLIR Systems. その他ブランド名および製品はそれぞれ各社の商標です。

*T600シリーズで撮影した場合
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