
38

W
ireless

M
odule

Sensor
D
evice

新エネルギー用センサ

ソーラーシステム　パワコン用センサ／For power conditioner of solar system

For new energy
ソーラーシステムや燃料電池、蓄電池等の新エネルギー機器は今後さらなる需要増が見込まれております。
過熱検知や、エネルギーの変換効率向上を目的に温度監視の重要性が高まっており、耐食性、信頼性の高いサーミスタが
要求されています。

Demand for the solar system, fuel cells and storage battery will be more increased.
The importance of temperature monitoring has been increased to improve the conversion efficiency of
energy and high corrosion resistance and reliable thermistor is requested. 

●端子部曲げ加工により、感熱部が密着でき熱応答性が安定します。
●UL-94（V-O）規格対応で難燃性に優れています。
●使用温度範囲　－30～150℃
●熱時定数　約5秒 (アルミ表面)

●Stable thermal responsiveness due to coherent thermal part with
　bending process of terminal area
●High incombustibility corresponding to UL-94 (V-0) standard
●Operating temperature range: －30 to 150℃
●Thermal time constant: about 5 second

バックアップ給湯用センサ／For back-up hot-water supply system

●パイプ内に水没させ、水温および湯温を測定することができます。
●耐食性に優れたステンレスケースを使用しております。
●使用温度範囲　－20～120℃
●熱時定数　約2秒 (水中)

●Sink into water pipe then measure water and hot water temperature.
●Using stainless case which is superior in corrosion resistance.
●Operating temperature range: －20 to 120℃
●Time Constant: In Water about 2sec. (90%)

蓄電池用センサ／For storage battery

●小型でスペースが狭い場所に取付け可能です。
●高絶縁耐圧構造で信頼性に優れています。
●使用温度範囲　－40～150℃
●熱時定数　約5秒 (アルミ表面)

●Small sized available to install in small space.
●Highly-reliable with High insulation voltage resistance structure
●Operating temperature range:－40 to 150℃
●Thermal time constant: about 5 second

自動車用センサ

車載用バッテリー用センサ／For on-vehicle battery

For vehicles
EV自動車などのエコカーの普及に伴い、過熱温度の検知等にサーミスタ温度センサの重要性が高まっております。
車載用バッテリー、モーター、インバーター等でより高い信頼性、耐震性、絶縁耐圧構造のすぐれたサーミスタセンサが
要求されています。

Due to the popularization of the eco-cars such as the EV cars, the thermistor temperature sensor is 
expected for the detection of the over-heating temperature.
Highly-reliable, aseismatic and insulation voltage resistance thermistor sensor is requested for on-vehi-
cle battery, motor and inverter.

●小型でスペースが狭い場所に取り付け可能です。
●耐震性に優れた構造です。
●高絶縁耐圧構造で信頼性に優れています。
●使用温度範囲　－40～150℃
●熱時定数　約5秒(アルミ表面)

●Small-sized, possible to install in small space.
●High aseismatic
●Highly-reliable, High insulation
●Operation temperature range: －40 to 150℃
●Thermal time constant: About 5 seconds.

車載用モーター用センサ／For on-vehicle motor

●熱時定数約3秒と応答性が速いセンサです。
●耐震性に優れた構造です。
●高絶縁耐圧構造で信頼性に優れています。
●使用温度範囲　－40～180℃
●熱時定数　約3秒(アルミ表面)

●High responsiveness: About 3 seconds of thermal time constant.
●High aseismatic
●Highly-reliable with high insulation voltage structure
●Operating temperature range: －40 to 180℃
●Thermal time constant: About 3 second

車載用インバーター用センサ／For on-vehicle inverter

●ラグ端子はアルミ、真鍮の2種類ございます。
●ネジ締めタイプで確実な取り付け構造です。
●使用温度範囲　－40～150℃
●熱時定数　約5秒(アルミ表面)

●Two type of lug terminal are available: Aluminum or brass.
●Screw fastening type and secure fitting structure
●Operating temperature range: －40 to 150℃
●Thermal time constant: About 5 second




