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We offer a full lineup of leak testers 

and devices that includes flow testers, 

air leak testers, hydrogen leak detectors, 

and helium leak test systems. 

Leak Rate

FLZ-0620 series

FL-611 series

FL-610 series

FLZ-0220 series  etc.

HD-111 series

HES series 

Others   System products

Features Page

漏れ試験機として、フローテスタ、エアリークテスタ、
水素リークディテクタ、ヘリウムリークテストシステムを
リークレートに合わせてラインナップしました。

流　量　計流　量　計
◎FM-1061シリーズ
◎MFU-110シリーズ
◎FUシリーズ
◎FLF-110シリーズ　他

FM-1061 series

MFU-110 series

FU series

FLF-110 series  etc.

エアリークテスタエアリークテスタ
◎FLZ-0620シリーズ
◎FL-611シリーズ
◎FL-610シリーズ
◎FLZ-0220シリーズ　他

水素リークディテクタ水素リークディテクタ
◎HD-111 シリーズ

ヘリウムリークテストシステムヘリウムリークテストシステム
◎HESシリーズ
　他　システム製品

特　徴測定範囲（Pa・m3/s） 掲載頁
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・Reduces measurement time by using a scan function.
・Easy connection by integration of sequence movement.
・Self-check simplified using the maintenance keys.
・Easy to data analysis/ management.

・スキャン測定方式により、時間短縮・高精度な測定が可能
・シーケンス動作内蔵のため、簡単に接続可能
・メンテナンスキーによる簡単自己診断機能付き
・データ分析・管理が容易

・Reduces measurement time by using a linear fitting 
  function. (FL-611)
・Easy to data analysis/ management.
・Leak rate indication is possible.

・フィッティング測定方式により、時間短縮・高精度な測定が可能（FL-611）
・データ分析・管理が容易
・漏れ量表示が可能

・High sensitivity detection attainable.
・Using mixed gas containing 5% hydrogen and 95% 
  nitrogen as a tracer gas.
・Easy operation and no need special technology.
・Economical equipment and running cost.

・高感度検出が可能（0.5ppm）
・水素5%+窒素95%の混合ガスをトレーサガスとして使用（非可燃性）
・操作が簡単、特殊な技術不要
・設備、ランニングコストが安価

・High pressure measurement is possible. (～20MPa)
・Cost reduction by standardization.
・Provide helium recovery system and supply system.
・Custom made is available upon request from manual system
  to full automatic system.

・CO2冷媒などの高圧に対応可能（～20MPa）
・標準化によるコストダウン
・He回収システム、供給システムを併せて提供可能
・手動システムから全自動システムまで、ご用命に応じてカスタムメイド可能

・Automatic system that integrates bombing, gross leak, 
  and fine leak testing processes into a single unit.
・Includes helium dwell time management.
・This lineup includes models for mass production and models 
  for sample testing.

・ボンビング、グロス、ファインリーク工程を1台にまとめた自動装置
・ヘリウム放置時間の管理が可能
・機種によって量産用、抜き取り検査用をラインナップ

・Compatibility with a variety of test part sizes. 
  (Chamber size: ø16x10mm to ø44x31mm)
・Industry-leading helium testing sensitivity of 4x10-15Pa·m3/s.
・Especially suited to testing hermetic packages, 
  including MEMS and electronic components.

・幅広いワークに対応（チャンバサイズ：Φ16×10mm～Φ44×31mm）
・業界最高感度4×10-15Pa・m3/s（He）の測定を実現
・MEMS部品、電子部品などのハーメチックパッケージの検査に最適

Air Leak Tester

Hydrogen Leak Detector/
Hydrogen Leak Test System
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Helium Leak Test System 

Flow Measurement

MSZ-6200 series

MSX-7000 series etc.

小型電子部品専用気密検査装置小型電子部品専用気密検査装置
◎MSZ-6200 シリーズ
◎MSX-7000 シリーズ 他

Hermetically Sealed Electronic
Components Leak Test System

MUH-0100 series

ムウルトラファインリークテストシステムウルトラファインリークテストシステム
◎MUH-0100シリーズ

Ultra Fine Leak Test System

注）測定手法により、可検リーク量は変化します。上図は目安としてご使用ください。

※1Pa・m3/s≒10mL/s

The detectable leak rate changes by measuring method.  Please use above table as guideline.
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密封されたワークの内側（あるいは外側）を空気により加圧し、その圧力変化で漏れを判定するテスタ
です。漏れの無いマスタと漏れのあるワークに加圧した場合、漏れのあるワーク側の圧力が低下し、
マスタとワーク間に圧力の差が発生します。この圧力差を見ることで漏れを判定します。

This tester checks for leaks by applying air pressure to the inside or outside of a sealed work and check-
ing for changes in the pressure. To determine whether there is an actual leak, a master work and a work 
with a suspected leak are used. First air pressure is applied to each work, and then the pressures of each 
work are monitored. If there is a leak, the pressure of the suspected work will drop, creating a pressure 
difference between the suspected work and the master work. The visual verification of this pressure differ-
ence confirms the existence of a leak in the work.

エアリークテスタエアリークテスタ

オートキャリブレーション エアリークテスタ Auto-calibration Air Leak Tester

FLZ-0620  series
外部環境（周囲温度、圧力等）の変動影響を自動補正により換算し、
漏れ量精度を向上させたエアリークテスタです。

An air-leak tester with improved leak volume precision, which converts its results 
based on auto-calibration for effects of environmental changes. (Both ambient 
temperature and pressure etc.)

◎フロースタンダードを用いた自動補正により、リーク感度
   の精度向上
◎零点の安定化により計測精度向上
◎計測部のセパレート化（ワークとセンサの環境の同一化）

・ Improved precision of leak sensitivity through auto calibration based
  flow standards
・ Improved testing precision from a stabilized zero point
・ Separation of the testing station (Greater homogenization of test 
  part and sensor environments)

マスタレスリークテスタ Master-Less Leak Tester

FL-610 series
判定基準となるマスタ（良品）が不要なテスタです。判定基準はマスタデータとして管理し、
測定環境を含むデータで比較をするため、測定時間短縮、高精度測定が可能となります。
This tester does not require a master (Reference) which acts as the criteria for conducting 
measurements. The criteria for measurements are managed as master data and used to 
conduct comparative measurements within a measurement environment, making it 
possible to conduct extremely precise measurements while saving time.

◎測定環境の変動に強い
◎多彩な画面表示（波形表示、工程表示、結果一覧他）
◎USB端子搭載

・ Flexibly responds to changes in measurement environments
・ Displays a variety of information on screen 
  (Wave forms, processes, and data results)
・ Equipped with USB Ports

温度補正リークテスタ Leak Tester with Temperature Compensation

FL-612 series
温度補正機能がついたエアリークテスタです。エンジン・ミッション等の加工
工程などのワーク洗浄・乾燥後のリークテストを高精度で行うことが可能です。

This air leak tester comes with a temperature compensation function.
This function allows you to conduct high-precision leak tests of works that are 
cleaned or dried during the engine and transmission manufacturing process.

コンパクトリークテスタ Compact Leak Tester

FLZ-0220 series
タッチパネルを採用し、リニアフィッティング機能を標準搭載したリークテスタで
す。1台のテスタでテスト圧の連成（負圧から正圧まで）対応可能です。
This tester is including linear fitting function and touch panel control as standard.
This unit is applicable to compound test pressure.

-90～990kPa
AC100～240V 50/60Hz
100VA
表示ユニット W162mm×D345mm×H256mm
空圧ユニット W123mm×D176mm×H221mm
表示ユニット 約7kg 　計測ユニット 約5kg

仕　様
Pressure Range
Power Source
Power Consumption
Dimensions

Mass

-90～990kPa
AC100～240V 50/60Hz
100VA
Display Unit: W162mm×D345mm×H256mm
Air Pressure Unit: W123mm×D176mm×H221mm
Display Unit: Approx. 7kg　Air Pressure Unit: Approx. 5kg

-90kPa～990kPa
AC100～240V±10% 50/60Hz
100VA
W162mm×D344mm×H256mm
Approx. 12kg

Specifications
圧力レンジ
電源電圧
消 費 電力
寸 法

質 量
-90～990kPa
DC 24V±10% （ACアダプタ・オプション）   
約80W
W160mm×D310mm×H210mm
約6kg

仕　様
Pressure Range
Power Source
Power Consumption
Dimensions
Mass

-90～990kPa
DC 24V±10% (AC Adopter・option)
Approx. 80W
W160mm×D310mm×H210mm
Approx. 6kg

Specifications
圧力レンジ
電源電圧
消 費 電力
寸 法
質 量

100kPa～700kPa
AC100～240V±10% 50/60Hz
100VA
W162mm×D345mm×H256mm
約12kg

仕　様
Pressure Range
Power Source
Power Consumption
Dimensions
Mass

100kPa～700kPa
AC100～240V±10% 50/60Hz
100VA
W162mm×D345mm×H256mm
Approx. 12kg

Specifications
圧力レンジ
電源電圧
消 費 電力
寸 法
質 量

-90kPa～990kPa
AC100～240V±10% 50/60Hz
100VA
W162mm×D344mm×H256mm
約12kg

仕　様
Pressure Range
Power Source
Power Consumption
Dimensions 
Mass

Specifications
圧力レンジ
電源電圧
消 費 電力
寸 法
質 量

リニアフィッティングリークテスタ Linear Fitting Leak Tester

FL-611 series
様々な測定条件・ワークにフレキシブルに対応可能なエアリークテスタです。
リニアフィッティング機能により、測定時間短縮、高精度測定が可能です。

This air leak tester can flexibly cover a variety of measurement conditions and 
works.The linear fitting capability of the tester makes it possible to not only 
conduct extremely precise measurements, but also cut down on the time needed 
for measurements.

◎測定環境の変動に強い
◎高圧（5MPaまで）測定が可能
◎多彩な画面表示（波形表示、工程表示、結果一覧他）
◎マスタ（良品）不要のデータ比較測定可能
◎USB端子搭載

・ Flexibly responds to changes in measurement environments
・ Capable of conducting high-pressure measurements (Up to 5Mpa)
・ Displays a variety of information on screen 
  (Wave forms, processes, and data results)
・ Capable of conducting comparative data measurements without 
  the use of a master (Reference)
・ Equipped with USB Ports

-90kPa～5MPa
AC100～240V±10% 50/60Hz
100VA
W162mm×D344mm×H256mm
約12kg

仕　様
Pressure Range
Power Source
Power Consumption
Dimensions
Mass

-90kPa～5MPa
AC100～240V±10% 50/60Hz
100VA
W162mm×D344mm×H256mm
Approx. 12kg

Specifications
圧力レンジ
電源電圧
消 費 電力
寸 法
質 量
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Hydrogen Leak Test
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エアリークテストでは測定できなかった小さな領域まで漏れ測定が可能で、漏れ箇所の特定も可能な
テスタです。水素5％+窒素95％の工業用混合ガス（非可燃性ガス：ISO10156：2010）をトレーサ
ガスとして使用するため、環境に優しく安全です。

It measures the leak rate that was impossible to be measured by former air. 
Uses tracer gas H2 5%+N2 95%.(ISO 10156:2010)

水素リークテスト水素リークテストFlow Measurement

流量計は漏れをマスフローメータ（質量流量計）やラミナ（層流素子）により測定し、流量判定基準に
従って良否判定を行います。リークレートの大きい場合に適しております。

Flow measurement is the process of using a mass flowmeter or laminar element  to measure leaks, then 
judge the quality based on a defined flow rate criteria. It is ideal for measuring large leak rates.

流　量　計流　量　計

Helium Leak Test

高精度または高圧の漏れ検査に適したリークテストシステムです。ヘリウムリークテストシステムは、
検知ガス（トレーサガス）にヘリウムガスを使用し、漏れ出たヘリウムを検知するテストシステムです。
フクダリークテスタの中で、最も細かい漏れが検知可能なリークテスト方式です。

This leak test system is ideal for conducting precision leak tests and high-pressure leak tests.
As the name states, the Helium Leak Test system uses helium gas as the detector gas (Tracer) for finding 
leaks. This test method offers the most precise level of leak detection among all the methods employed by 
Fukuda leak testers.

仕　様

ヘリウムリークテストヘリウムリークテスト

Specifications

水素リークディテクタ Hydrogen Leak Detector

HD-111 series
水素検知センサをプローブ先端に搭載しているため、応答性が速く、メンテナン
スも容易です。自動機組み込み用に簡単なI/O制御も可能です。

The hydrogen sensor is installed on the tip of the probe, making the system 
extremely responsive as well as easy to maintain. It also supports simple I/O 
control, allowing for installation in an automated system.

ヘリウムリークテストシステム Helium Leak Test System

HES-2000 series
大気圧チャンバ方式と真空チャンバ方式が選択可能です。
回収器や濃度計、混合器組み込み可能です。

This system allows you to select the atmospheric pressure chamber method or 
the vacuum chamber method.
Optional items such as reclaimers, densitometers, and blenders can also be 
installed.

フローテスタ

FM-1061 series
熱式気体流量計を内蔵したフローテスタです。スキャン機能により、測定時間
短縮、測定精度向上が可能となりました。
This flow tester is equipped with a thermal method flowmeter and provides scan-
ning functionality, helping to reducing the amount of time needed for measure-
ments while improving precision.

表示部付ラミナ

MFU-110 series
ラミナ、表示器、各種センサを一体化したラミナユニットです。標準体積流量、質量流量、
差圧、ゲージ圧、大気圧（絶対圧）、温度の表示が可能です。圧力下での測定も可能です。
The unit combines a laminar flow element, indicator, and differential pressure 
sensor. The unit displays standard volumetric flow, mass flow, differential pres-
sure, gauge pressure, atmospheric pressure (Absolute), and temperature. It can 
also be used to conduct measurements under pressure.

フローユニット

FU series
ラミナと差圧センサを一体化した流量測定用フローユニットです。表示用インジ
ケータ（MI-170）との接続で、流量直読表示や圧力及び流量判定を行えます。
The unit integrates laminar flow element and differential pressure sensor.
By employing MI-170, the display of test pressure and flow rate as well as their 
judgment function can be given.

ラミナ

Flow Tester

Laminar Flow Element with Indicator

Flow Unit

Laminar Element

FLF-110 series
2NmL/minから500NL/minまでの幅広い流量測定が可能な高精度ラミナ
です。圧力下での測定も可能です。
The high-precision laminar element covers a wide range of flow measurements, 
from 2 Nml/min to 500 NL/min.
It can also be used to conduct measurements under pressure.

AC100～120V、AC200～240V　50/60Hz
50W
W260mm×D300mm×H168mm
約6.5kg

仕　様
Power Source
Power Consumption
Dimensions
Mass

AC100～120V  AC200～240V  50/60Hz
50W
W260mm×D300mm×H168mm
Approx. 6.5kg

Specifications
電源電圧
消 費 電力
寸 法
質 量

AC90V～110V　AC200～240V　50/60Hz
約6kW
W1320mm×D1000mm×H1700mm

Power Source
Power Consumption
Dimensions

AC90V～110V  AC200～240V  50/60Hz
Approx. 6kW
W1320mm×D1000mm×H1700mm

電源電圧
消 費 電力
寸 法

50mL/min～50L/min
-50kPa～500kPa
AC90～110V　AC200～240V　50/60Hz
100VA
W162mm×D345mm×H255.8mm
約8.3kg

仕　様
Applied Flow Range
Pressure Range
Power Source
Power Consumption
Dimensions
Mass

50mL/min～50L/min
-50kPa～500kPa
AC90～110V  AC200～240V  50/60Hz
100VA
W162mm×D345mm×H255.8mm
Approx. 8.3kg

Specifications
使用流量範囲
圧力範 囲
電源電圧
消 費 電力
寸 法
質 量
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MS-522

MSZ-0700
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エアリークテストユニットエアリークテストユニット

小型電子部品専用気密検査装置 Compact Tabletop Gross Leak Test System

MS-512,522 series
デバイス開発時の試験、量産ライン投入前の事前実験、抜き取り検査等少量
検査用に開発された小型電子部品専用の半自動気密検査装置です。
This is a semi-automatic air leak test system for small electronic parts. It is 
designed for use in small volume tests of devices under development, prelimi-
nary experiments conducted prior to mass-production, and sampling tests.

密封品エアリークテスト装置 Air Leak Test System for Hermetic Seals

MSZ-0700,0800,0900 series
密封された製品の防水性（IPX7,8相当）や密封性を検査する装置です。
エアによる差圧方式で検査を行うため、漏れ量で数値管理が可能です。
These are devices that test for water(Products equivalent to IPX7, 8) and air 
tightness in sealed items. The system employs a differential pressure mechanism 
to conduct measurements. The leakage volume can be expressed in numerical 
figures, making it easier to manage data.

タンク分圧式　5～40kPa、-90～-5kPa
タンク加圧（減圧）式
　　　　　　 5～40kPa、-40～-5kPa
AC100～240V 50/60Hz
100VA
W432mm×D623mm×H467mm

仕　様
Pressure Range

Power Source
Power Consumption
Dimensions

Tank Partial Pressure Type 5～40kPa, -90～-5kPa
Tank Partial Pressurization/Depressurization Type
　　　　　　　　　　　　　　 5～40kPa, -40～-5kPa
AC100～240V 50/60Hz
100VA
W432mm×D623mm×H467mm

Specifications
圧力レンジ

電源電圧
消 費 電力
寸 法

グロスリークテストシステム Gross Leak Test System

ボンビング・グロス・ファインリークテストシステム Bombing, Gross,
Fine Leak Test System

The system automatically supplies parts using a part feeder and performs gross 
leak measurement and a quality judgment.

This highly accurate full-automatic leak test system has been specially developed 
for micro type surface mount devices. It detects leak controlling He charge and 
gross/ fine leak test conditions.

For Hermetically Sealed
Electronic Components Leak Test System

各種デバイス、MEMS関連製品、フィルタ、各種センサ、LED、リレー、コンデンサなど小型電子部品の
気密検査を自動化したシステムです。

This system automatizes the sealing test process of hermetically sealed electronic components–such as 
filters, sensors, LEDs, relays, capacitors, and MEMS parts–for a wide variety of devices.

小型電子部品専用気密検査装置小型電子部品専用気密検査装置

MSZ-6200 series
パーツフィーダによる供給、グロスリーク判別を自動で行うグロスリークテスト
専用システムです。

MSX-7000 series
超小型表面実装部品専用に開発された高精度全自動気密検査装置です。
ヘリウム浸漬、グロスリーク、ファインリークテストの条件を管理しながら、高精度
でリーク検査を行うシステムです。

ボンビング・グロス・ファインリークテストシステム Bombing, Gross,
Fine Leak Test System

This is a leak test system for hermetic product used for such as tests of develop-
ment and sampling test, data analysis of defective product. This test system has 
the capability of helium charge, gross leak test and fine leak test.

MSX-0101 series
デバイス開発時の試験、抜き取り検査等の少量検査用に開発された気密検査装置
です。ヘリウム充填、グロスリークテスト、ファインリークテストを半自動で行うこと
が可能です。

ウルトラファインリークテストシステム Ultra Fine Leak Test System

The system with the highest level of performance.
This technology is possible down to 4×10-15 Pa・m3/s (He).

MUH-0100 series
業界最高感度を誇るヘリウムリークテストシステムです。
最小 4×10-15｠Pa・m3/s (He) の漏れ量の測定が可能です。

包装容器エアリークテスト装置 Air Leak Test System for Packaging

MSP-0101 series
医薬品、化粧品、食品の包装容器の密封性を確認するリークテスト装置です。
エアによる差圧方式で検査を行うため、漏れ量で数値管理が可能です。
This is a leak tester for checking the seal of medical, cosmetic and foodstuffs 
packaging. The system employs a differential pressure mechanism to conduct 
measurements. The leakage volume can be expressed in numerical figures, 
making it easier to manage data.

1～200kPa abs
AC100～240V 50/60Hz
100VA
W380mm×D560mm×H290mm

仕　様
Pressure Range
Power Source
Power Consumption
Dimensions

1～200kPa abs
AC100～240V 50/60Hz
100VA
W380mm×D560mm×H290mm

Specifications
圧力レンジ
電源電圧
消 費 電力
寸 法
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Option for Air Leak Testerエアリークテスタ周辺機器エアリークテスタ周辺機器 Digital Manometerデジタル圧力計デジタル圧力計
スーパー電空レギュレータ Electro-pneumatic Regulator

APU series
制御用センサを本体内部とワーク側の2箇所に設置することで、高速制御及び高精度
測定が可能な電空レギュレータです。小流量から大流量まで、幅広いラインナップを
取り揃えております。圧力制御以外にも定流量制御仕様もご用意しております。
This electro-pneumatic regulator employs two control sensors, which enable it to 
deliver extremely fast and precise measurements. One of the sensors is installed 
inside the regulator, while the other is located on the work side. From small flow 
rate to large flow rate, we provide a full lineup of products capable of accommo-
dating your wide-ranging measurement needs. In addition to pressure control 
systems, we can also prepare specifications for constant flow control models.

微圧レギュレータ Ultra Low Pressure Regulator

R5
0.5～10kPaの低圧での制御が可能なレギュレータです。
A regulator designed to control low pressures of between 0.5 to 10 kPa.
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-93kPa～990kPa
DC±15V（0.2A）
SX-100D：±0.15％of F.S.
SX-34：±1.0％of F.S.

仕　様
Pressure Range
Power Source
Sensor Accuracy

-93kPa～990kPa
DC±15V（0.2A）
SX-100D： ±0.15％of F.S.
SX-34： ±1.0％of F.S.

Specifications
圧力レンジ
動作電圧
センサ精度

マルチインジケータ Multi Indicator

MI-170 series
RS-232C通信機能により、測定結果出力や設定データ入出力が可能です。
セパレート式エアリークテスタ（LPU-100）と組み合わせる事で、エアリーク
テスタとして使用可能です。
This indicator supports RS-232C communication, allowing you to output mea-
surement results as well as input or output configuration data.
It can be combined with the separate LPU-100 and used as an air leak tester.

ゲージ圧：-100kPa～50MPa
差圧：±500kPa
AC90～132V　50/60Hz
8VA
□96mm×L171.8mm

仕　様
Pressure Range

Power Source
Power Consumption
Dimensions

Gauge Pressure： -100kPa～50MPa
Differential Pressure： ±500kPa
AC90～132V　50/60Hz
8VA
□96mm×L171.8mm

Specifications
圧力レンジ

電源電圧
消 費 電力
寸 法

デジタル圧力計 Digital Manometer

DG-960 series
DIN96規格に準じたサイズのデジタル圧力計です。
BCD出力、プリンタ出力が可能です。
The size of this digital manometer conforms to the DIN96 standard.
The manometer supports both BCD output and printer output.

ゲージ圧：-100kPa～50MPa
差圧：±500kPa
AC90V～132V　50/60Hz
□96mm×L140.3mm

仕　様
Pressure Range

Power Source
Dimensions

Gauge Pressure： -100kPa～50MPa
Differential Pressure： ±500kPa
AC90V～132V　50/60Hz
□96mm×L140.3mm

Specifications
圧力レンジ

電源電圧
寸 法

デジタル圧力計 Digital Manometer

DG-72 series
取り付けサイズはDIN72規格に準じたサイズとなっております。デジタル
圧力計に必要な基本的な機能をすべて搭載したデジタル圧力計です。
The size of this digital manometer conforms to the DIN72 standard.
This manometer contains several functions within a compact body.

-100kPa～20MPa
DC12～24V±10%以下
□72mm×L100mm

仕　様
Pressure Range
Power Source
Dimensions

Gauge Pressure： -100kPa～20MPa
DC12V～24V±10%
□72mm×L100mm

Specifications
圧力レンジ
電源電圧
寸 法

0.5～10kPa
500kPa
設定圧力+100kPa

仕　様
Set Pressure Range
Max. Supply Pressure
Min. Supply Pressure

0.5～10kPa
500kPa
Set Pressure +100kPa

Specifications
設定圧力範囲
最高供給圧力
最低供給圧力

パイロットレギュレータ Pilot Regulator

P-200
手動タイプの低圧レギュレータです。テスト圧の供給に適しています。
A low pressure regulator designed to be operated manually. It is ideal for supplying test pressure.

フロースタンダード Flow Standard Calibrator

FFM-100
FFM-400

手動較正器

CAL
差圧式エアリークテスタと組み合わ
せて使用し、容積変化に対する発生
差圧を調べることでエアリークテスタの感度確認やワーク
容積測定を行うことができます。
The calibrator can be used together with a differential 
pressure air leak tester to compare the change in volume 
to the differential pressure generated, allowing you to 
check the sensitivity of air leak testers and measure the 
volume of works.

-80.0～80.0kPa
0.1～80.0kPa：20～400kPa
-0.1～-80.0kPa：-30～-100kPa

仕　様
Output Pressure
Supply Pressure

-80.0～80.0kPa
0.1～80.0kPa： 20～400kPa
-0.1～-80.0kPa： -30～-100kPa

Specifications
出力圧力範囲
供 給 圧力

MI-170シリーズは圧力計、差圧
式リークテスタ、流量計などの多
彩なアプリケーション機能を持
つマルチインジケータです。

The MI-170 Series is a multi 
indicator that incorporates 
multiple application functions
including pressure gauge, 
differential pressure leak 
tester, and flow meter.

MI-170

FU

LPU 漏れ検査
封入した圧力降下を測定することで
測定物の漏れ検査をします。
It is possible to conduct leak inspection 
by measuring the charged pressure 
decrease.

LeakTesting

流量測定
オリフィス・ラミナ等との組み合わせにより
測定物の流量を測定します。
Possible to conduct flow rate measurement 
when combined with an orifice and laminar 
element.

Flow Rate Measurement

漏れ量が標準状態（23℃・1atm）で値付けされた微細ノズルです。
A thin nozzle with fixed leak rate at reference conditions. 

仕　様 / Specifications
指定流量 / Flow Rate Range   0.1～200mL/min 
指定圧力 / Test Pressure Range - 80～800kPa （FFM-100）

0.8～5MPa    （FFM-400）
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