
発信器総合カタログ

CA1-GTX100

「人を中心としたオートメーション」で
お客さまとともに現場で価値を創造します。
プラントや工場をはじめとするさまざまな生産現場において、
各種制御システム、フィールド機器、コンポーネント製品、及びオートメーションに関わる
統合的な技術とサービスをご提供し、“人と生産”環境の最適化を実現します。

モバイル端末で
工場全体の状況を把握しながら、
現場の確認をしています。

現場の表示器や記録計で
生産状況を確認しています。

操作指示を確認しながら、
設備の操作をしています。

工場全体の生産状況を
監視し、操作をしています。

CA1-GTX100

本社　〒100-6419　東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

ご用命は下記または弊社事業所までお願いします。

<アズビル株式会社>
<COMPO CLUB>

https://www.azbil.com/jp/
https://www.compoclub.com/

北 海 道 支 店
東 北 支 店
北 関 東 支 店
東 京 支 社

(011)211-1136
(022)290-1400
(048)621-5070
(03)6432-5142

(052)324-9772
(06)6881-3331
(082)554-0750
(093)285-3530

中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 店
九 州 支 社

［ご注意］ この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。
 本資料からの無断転記、複製はご遠慮ください。

●DSTJ、Bravolight、SuperAceは、アズビル株式会社の商標です。
●本文中に記載している製品名、機種名、社名は、各社の商標または登録商標です。

初版発行：2011年 11月-AZ
印　　刷：2019年 9月(第5版)-ED 

※2012年4月1日、株式会社 山武 は アズビル株式会社 へ社名を変更いたしました。

（4）

ご注文・ご使用に際しては、下記URLより「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」
を必ずお読みください。
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豊富な製品ラインナップで
お客さまのアプリケーションに
最適な商品をご提供いたします
当社は1983年、世界に先駆け複合半導体センサとマイクロプロセッサ技術を融合させた
スマート形差圧／圧力発信器を開発し、全世界で豊富な実績を築き上げてきました。
以降、1998年に監視用途の圧力発信器、BravoligntTMシリーズ、および2008年に高性能・高機能
モデルのAdvanced Transmitter Model GTX、2014年にAdvanced Transmitter SuperAceTM

を販売、使用されるアプリケーション、用途に応じた商品をご提供してまいりました。
今後もお客さまの様々な場面で活用できる、価値ある商品をご提供し続けてまいります。

Advanced Transmitter SuperAceTM

Advanced Transmitter Model GTX

BravolightTM

差圧発信器
高耐圧形差圧発信器
ゲージ圧発信器
絶対圧発信器
フランジ形差圧発信器
リモートシール形差圧発信器
リモートシール形ゲージ圧発信器
リモートシール形絶対圧発信器
1/2Bリモートシール形差圧・圧力発信器
高性能1/2Bリモートシール形差圧発信器
温度・圧力補正形差圧発信器

差圧発信器
高耐圧形差圧発信器
ゲージ圧発信器
絶対圧発信器
フランジ形差圧発信器
リモートシール形差圧発信器
リモートシール形ゲージ圧発信器
リモートシール形絶対圧発信器
1/2Bリモートシール形差圧・圧力発信器

圧力センサ　ねじ形
圧力センサ　フランジ形
圧力センサ　フラッシュダイアフラム形
圧力センサ　サニタリ形（食品・医薬品製造プロセス向け）
圧力センサ　サニタリ形（殺菌等高温プロセス向け）
圧力センサ　サニタリリモートシール形
圧力センサ　ケミカル用ねじ形

マニホールド弁
現場形アナログメータ
フィールド・コミュニケーション・ソフトウエア
微少流量測定用
インテグラル・オリフィス・アッセンブリー
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1.　複合半導体センサ 【図1】
わずか3.5mm角のセンサチップ上に、差圧・静圧・温度をそれぞれ
測定するセンサを形成しています。

2.　キャラクタリゼーション 【図2】
センサで正しい差圧計測に影響を与える周囲温度や静圧を測定し、
工場出荷時に学習・記憶させたデータとCPUで比較演算することに
より、真の差圧を求めます。

発信器の測定原理

差圧センサ

温度センサ

静圧センサ

【図1】

製造ラインコンピュータ

プロセス圧 D/A

4～20 mA DC出力

デジタル信号

またはマイクロ
プロセッサ

デジタルI/O

データ取り

【図2】

差圧(圧力)
センサ

温度センサ

静圧センサ

ROM

A/D

A/D

発信部発信部メータボディ部メータボディ部
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差圧発信器・圧力発信器　Advanced Transmitter SuperAceTM

差圧発信器・高耐圧形差圧発信器
Advanced Transmitter SuperAceTM

形 JTD9□□□

■気体、液体、蒸気の圧力測定やタンクの内圧、液位測定などに使用されます。

測定レンジ範囲が非常に広いため（JTA940S：35～3500 kPa レンジアビリ
ティー1：100）より広範囲の測定に、予備品の削減に威力を発揮します。

■気体、液体、蒸気の絶対圧力の測定やタンク内圧の監視等に使用されます。

ゲージ圧発信器
Advanced Transmitter SuperAceTM

形 JTG9□□□

測定レンジ範囲が非常に広いため（JTG940S：35～3500 kPa レンジアビ
リティー1：100）より広範囲の測定に、予備品の削減に威力を発揮します。

差圧発信器 導圧管 圧力発信器 導圧管

圧力発信器 導圧管

■気体、液体、蒸気の流量測定やタンクの液位測定などに使用されます。

絶対圧発信器
Advanced Transmitter SuperAceTM

形 JTA9□□□

主な仕様
JTG940S JTG960S JTG980S

35～3500 kPa 0.7～14 MPa 0.7～42 MPa
 -100～3500 kPa -0.1～14 MPa -0.1～42 MPa
 ±0.1% ±0.1% ±0.1% （オプション ±0.04%）
 シリコーンオイル（一般用）、フッ素オイル（酸素用、塩素用）

IP66/IP67
TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、本質安全防爆

 SUS316（ダイアフラムSUS316L）、ハステロイC、タンタル
17.9～42V DC

4～20 mA DC（SFN通信）
4～20 mA DC（HART通信）
Rc1/2または1/2NPTめねじ

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります） 
封入液 
防水・防塵構造
防爆構造
接液部材質
電源電圧  
出力信号

プロセス接続
  

主な仕様
JTA922S JTA940S 

4～104 kPa  35～3500 kPa
 0～104 kPa abs 0～3500 kPa abs

±0.15% ±0.15%

 シリコーンオイル（一般用）、フッ素オイル（酸素用、塩素用）
IP66/IP67

TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、本質安全防爆
 SUS316（ダイアフラムSUS316L）、ハステロイC、タンタル

17.9～42V DC
4～20 mA DC（SFN通信）

4～20 mA DC（HART通信）
Rc1/2または1/2NPTめねじ

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります） 
封入液 
防水・防塵構造 
防爆構造
接液部材質
電源電圧  
出力信号

プロセス接続
  

A
dvanced Transm

itter SuperA
ce

A
dvanced Transm

itter M
odel G

TX
Bravolight

関
連

機
器

差圧発信器
測定レンジ範囲が非常に広いため（JTD920S：0.75～100kPaレンジアビリ
ティー1：135）より広範囲の測定に、予備品の削減に威力を発揮します。
また、0.1kPaからの微差圧用や、最大42MPaの高耐圧形も用意しております。

主な仕様
機種 JTD910S JTD920S JTD930S JTD960S
測定スパン 0.1～2 kPa 0.75～100 kPa 35～700 kPa 0.25～14 MPa
レンジ設定範囲 -1～1 kPa -100～100 kPa -100～700 kPa -0.1～14 MPa
基準精度
（材質、測定スパンによって変わります） ±0.3%

±0.1%
（オプション ±0.04%）

±0.1% ±0.1%

封入液 シリコーンオイル（一般用）、フッ素オイル（酸素用、塩素用）
防水・防塵構造 IP66/IP67
防爆構造 TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、本質安全防爆
接液部材質 SUS316（ダイア

フラムSUS316L）
SUS316（ダイアフラムSUS316L）

ハステロイC、タンタル
電源電圧 17.9～42V DC
出力信号 4～20 mA DC（SFN通信）

4～20 mA DC（HART通信）
プロセス接続 Rc1/2または1/2NPTめねじ

高耐圧形差圧発信器
高耐圧形差圧発信器は使用圧力、最大42MPaまで測定が可
能です。

主な仕様
機種 JTD921S JTD931S JTD961S
測定スパン 2.5～100 kPa 35～700 kPa 0.25～14 MPa
レンジ設定範囲 -100～100 kPa -100～700 kPa -0.1～14 MPa
基準精度
（材質、測定スパンによって変わります） ±0.1% ±0.1% ±0.1%

封入液 シリコーンオイル（一般用）、フッ素オイル（酸素用、塩素用）
防水・防塵構造 IP66/IP67
防爆構造 TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、本質安全防爆
接液部材質 SUS316（ダイアフラムSUS316L）
電源電圧 17.9～42V DC
出力信号 4～20 mA DC（SFN通信）

4～20 mA DC（HART通信）
プロセス接続 Rc1/2または1/2NPTめねじ
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差圧発信器・圧力発信器　Advanced Transmitter SuperAceTM

40Aの小口径から100Aの突き出しフランジまで豊富なラインナップでユー
ザーの要求にお応えします。

■タンク側面のフランジに取り付け、タンク内の液位測定、比重測定等に
　使用されます。

40Aからの小口径フランジや、高温用、高温高真空用の機種など、幅広いライ
ンナップでユーザーの要求にお応えします。

■ 高温の流体や強腐食性、凝縮性を有する流体の差圧（流量、液位など）測
定に使用されます。

■高温の流体や強腐食性、凝縮性を有する流体の圧力（圧力、液位など）測定に
　使用されます。

■圧力が真空域まで変化し、高温または高圧になる反応釡蒸留装置などの
　絶対圧力測定に適しています。

40Aからの小口径フランジや、高温用、高温高真空用の機種など、幅広いライ
ンナップでユーザーの要求にお応えします。

差圧発信器 フランジ形

差圧発信器 リモートシール形 圧力発信器 リモートシール形

圧力発信器 リモートシール形

主な仕様
JTH920S JTH940S JTH960S JTH980S

 2.5～100 kPa 35～3500 kPa 0.7～10 MPa 0.7～42 MPa
 -100～100 kPa -100～3500 kPa -0.1～10 MPa -0.1～42 MPa

±0.15% ±0.15% ±0.15% ±0.15%

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります）
封入液

防水・防塵構造
防爆構造
接液部使用温度範囲 

（圧力条件によって変わります）

接液部使用圧力範囲 
（温度条件によって変わります）

接液部材質

電源電圧
出力信号
プロセス接続

シリコーンオイル
（一般用、高温用）

フッ素オイル
（酸素用、塩素用）

シリコーンオイル
（一般用）
フッ素オイル
（酸素用）

17.9～42V DC
 4～20 mA DC（SFN通信）、 4～20 mA DC（HART通信）

シリコーンオイル（一般用、高温用、
高温真空用、高温高真空用）

フッ素オイル（酸素用、塩素用）

IP66/IP67
TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、本質安全防爆

シリコーンオイル：-40～280℃ (封入液の種類による）

フッ素オイル：　-10～120℃

シリコーンオイル：
-40～180℃
フッ素オイル：
-10～120℃

SUS316（ダイアフラムSUS316L）
ハステロイC、タンタル

シリコーンオイル
一般用、高温用：
2 kPa abs～
フッ素オイル：
53 kPa abs～

シリコーンオイル
一般用、高温用：2 kPa abs～
高温真空、高温高真空用：0.13 kPa abs

フッ素オイル：53 kPa abs～

シリコーンオイル：
2 kPa abs～

フッ素オイル：54 
kPa abs～
SUS316（ダイアフ
ラムSUS316L）

 フラッシュ形：80A フラッシュ形：80A、50A、40A ボタンダイアフラム形
 突き出し形：100A 突き出し形：100A、80A、50A 2Bウエハ形
 2Bウエハ形 2Bウエハ形

フランジ形差圧発信器
Advanced Transmitter SuperAceTM

形 JTC9□□□

リモートシール形差圧発信器
Advanced Transmitter SuperAceTM

形 JTE9□□□

リモートシール形ゲージ圧発信器
Advanced Transmitter SuperAceTM

形 JTH9□□□

リモートシール形絶対圧発信器
Advanced Transmitter SuperAceTM

形 JTS9□□□

主な仕様
JTS922S JTS940S

4～104 kPa 35～3500 kPa
 0～104 kPa abs 0～3500 kPa abs

±0.25% ±0.25%

シリコーンオイル（高温用、高温真空用）
IP66/IP67 

TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、本質安全防爆
高温真空用：　-5～280℃

高温高真空用：　10～280℃

0.13 kPa abs～

SUS316（ダイアフラムSUS316L）
17.9～42V DC

4～20 mA DC（SFN通信）
4～20 mA DC（HART通信）

フラッシュ形：80A　突き出し形：100A

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります） 
封入液 
防水・防塵構造
防爆構造
接液部使用温度範囲

（圧力条件によって変わります）
接液部使用圧力範囲 

（温度条件によって変わります）
接液部材質
電源電圧  
出力信号

フランジ口径
  

主な仕様
JTC929S JTC940S

2.5～100 kPa 70～3500 kPa
 -100～100 kPa -100～3500 kPa

±0.15% ±0.1%

 シリコーンオイル（一般用）、フッ素オイル（酸素用、塩素用）
IP66/IP67

TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、本質安全防爆
シリコーンオイル：　-40～110℃

フッ素オイル：　-10～75℃
シリコーンオイル：　2 kPa abs～
フッ素オイル：　54 kPa abs～

 SUS316（ダイアフラムSUS316L）、ハステロイC、タンタル
17.9～42V DC

4～20 mA DC（SFN通信）
4～20 mA DC（HART通信）

Rc1/2または1/2NPTめねじ、または大気解放
フラッシュ形：80A、50A、40A　突き出し形：100A、80A、50A

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります） 
封入液 
防水・防塵構造
防爆構造
接液部使用温度範囲

（圧力条件によって変わります）
接液部使用圧力範囲 

（温度条件によって変わります）
接液部材質
電源電圧  
出力信号

プロセス接続
フランジ口径

主な仕様
JTE929S JTE930S

2.5～100 kPa 35～700 kPa
 -100～100 kPa -100～700 kPa

±0.15% ±0.15%

 シリコーンオイル（一般用、高温用、高温真空用、高温高真空用）
フッ素オイル（酸素用、塩素用）

IP66/IP67 
TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、本質安全防爆

 シリコーンオイル： -40～280℃（封入液の種類による）
フッ素オイル： -10～120℃

シリコーンオイル 一般用、高温用： 2 kPa abs～ 
高温真空、高温高真空用： 0.13 kPa abs～ 

フッ素オイル： 53 kPa abs～
 SUS316（ダイアフラムSUS316L）、ハステロイC、タンタル

17.9～42V DC
4～20 mA DC（SFN通信）

4～20 mA DC（HART通信）
フラッシュ形：80A、50A、40A　突き出し形：100A、80A、50A

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります） 
封入液

防水・防塵構造
防爆構造
接液部使用温度範囲

（圧力条件によって変わります）
接液部使用圧力範囲 

（温度条件によって変わります）

接液部材質
電源電圧  
出力信号

フランジ口径
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差圧発信器・圧力発信器　SuperAceTM/DSTJTM3000

つまりや汚れなどによるトラブルを防ぐと同時に、スチームトレースや導圧管
工事などのコストを削減します。（写真はリモートシール形差圧発信器）

■導圧管による圧力取出し口に直接1/2B、3/4Bフランジを接続すること
　により導圧管を不要とします。

標準の1/2Bリモートシール形発信器と比較して温度特性を大幅に改善し、
安定したレベル測定を実現します。

■小型タンクの小スパンレベル計測専用に開発された製品です。

差圧発信器 リモートシール形

差圧・圧力発信器 リモートシール形

気体流量測定時の機器の購入コスト、配線コストを削減します。1台で正
確な質量流量測定が可能です。

■差圧・圧力・温度を1台で測定し、気体の温度・圧力補正を行ないます。

差圧発信器 温度・圧力補正形

温度・圧力補正形差圧発信器
DSTJ3000
形 JTD720A　

1/2Bリモートシール形差圧・圧力発信器
Advanced Transmitter SuperAceTM

形 JTE9□□□/ JTH9□□□

高性能1/2Bリモートシール形差圧発信器
Advanced Transmitter SuperAceTM

形 JTE9□□□

主な仕様
JTE929S

2.5～100 kPa
-100～100 kPa

±0.15%

シリコーンオイル（一般用、高温用）
IP66/IP67

TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、本質安全防爆

-40～280℃（封入液の種類による）

2 kPa abs～

SUS316（ダイアフラムSUS316L）
17.9～42V DC

4～20 mA DC（SFN通信）
4～20 mA DC（HART通信）

15A、20A

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります） 
封入液 
防水・防塵構造
防爆構造
接液部使用温度範囲

（圧力条件によって変わります）
接液部使用圧力範囲 

（温度条件によって変わります）
接液部材質
電源電圧  
出力信号

プロセス接続
  

主な仕様
JTD720A 

0.75～100 kPa 
-100～100 kPa

0.17～3.5 MPa abs.
-100～650℃
差圧：±0.1%
圧力：±0.1%

温度・圧力補正後の出力：約±0.3%
 シリコーンオイル（一般用）、フッ素オイル（酸素用、塩素用）

IP66/IP67
TIIS耐圧防爆（Exd IIB+H2T4X）

KCs耐圧防爆
NEPSI耐圧防爆

SUS316（ダイアフラムSUS316L）
23.4～45V DC

4～20 mA DC（SFN通信）
Ｐt100Ω／JPt100Ω

機種
差圧測定スパン
差圧レンジ設定範囲
設計圧力設定範囲
設計温度設定範囲
精度

封入液
防水・防塵構造
防爆構造

接液部材質
電源電圧  
出力信号
温度入力

主な仕様

JTE929S JTE930S JTH940S JTH960S
2.5～100 kPa 35～700 kPa 35～3500 kPa 0.7～10 MPa

 -100～100 kPa -100～700 kPa -100～3500 kPa -0.1～10 MPa

±0.3% ±0.2% ±0.3% ±0.4%

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります）
封入液

防水・防塵構造
防爆構造
接液部使用温度範囲

（圧力条件によって変わります）
接液部使用圧力範囲

（温度条件によって変わります）

接液部材質
電源電圧
出力信号

プロセス接続

シリコーンオイル
（一般用、高温用、低

温用、高速応答用）
フッ素オイル
（酸素用）

シリコーンオイル（一般用）

フッ素オイル（酸素用）

IP66/IP67
TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、本質安全防爆

シリコーンオイル：-40～280℃ (封入液の種類による）
フッ素オイル：　-10～120℃

SUS316（ダイアフラムSUS316L）、 ハステロイC
17.9～42V DC

4～20 mA DC（SFN通信）
4～20 mA DC（HART通信）

15A、20A

シリコーンオイル
一般用、高温用：
  2 kPa abs～
低温用、高速応答用： 
  大気圧～
フッ素オイル：
  53 kPa abs～

シリコーンオイル
一般用、高温用：2 kPa abs～

フッ素オイル：53 kPa abs～

1/2Bリモートシール形差圧発信器   1/2Bリモートシール形圧力発信器
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差圧発信器・圧力発信器　Advanced Transmitter Model GTX

差圧発信器 導圧管

■気体、液体、蒸気の流量測定やタンクの液位測定などに使用されます。

精度±0.04%、ゼロ点ドリフト±0.1%／10年の長期安定性を実現。設置後
の校正作業を大幅に低減します。

■気体、液体、蒸気の圧力測定やタンクの内圧、液位測定などに使用されます。

圧力発信器 導圧管

主な仕様
GTX60G GTX71G GTX82G

17.5～3500 kPa 0.7～14 MPa 0.7～42 MPa
 -100～3500 kPa -0.1～14 MPa -0.1～42 MPa

±0.04% ±0.15% ±0.15%

 シリコーンオイル（一般用）、フッ素オイル（酸素用、塩素用）
IP66/IP67

TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、KCs耐圧防爆
FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐圧防爆、本質安全防爆

 SUS316（ダイアフラムSUS316L）、ハステロイC、タンタル
17.9～42V DC

4～20 mA DC（SFN通信）
4～20 mA DC（HART通信）
Rc1/2または1/2NPTめねじ

Safety Integrity Level (SIL2)認証取得

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります） 
封入液 
防水・防塵構造
防爆構造

接液部材質
電源電圧  
出力信号

プロセス接続
安全認証

測定レンジ範囲が非常に広いため（GTX60A：35～3500 kPa　レンジアビ
リティー1：100）より広範囲の測定に、予備品の削減に威力を発揮します。

■気体、液体、蒸気の絶対圧力の測定やタンク内圧の監視等に使用されます。

圧力発信器 導圧管

主な仕様
GTX30A GTX60A

 4～104 kPa 35～3500 kPa
 0～104 kPa abs 0～3500 kPa abs

±0.15% ±0.15%

シリコーンオイル（一般用）、フッ素オイル（酸素用、塩素用） 
 IP66/IP67

TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、KCｓ耐圧防爆 
 FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐圧防爆、本質安全防爆  
SUS316（ダイアフラムSUS316L）、ハステロイC、タンタル

17.9～42V DC 
4～20 mA DC（SFN通信） 

4～20 mA DC（HART通信）
Safety Integrity Level (SIL2)認証取得

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります） 
封入液
防水・防塵構造
防爆構造

接液部材質
電源電圧  
出力信号

安全認証

ゲージ圧発信器
Advanced Transmitter Model GTX
形 GTX□□G

絶対圧発信器
Advanced Transmitter Model GTX
形 GTX□□A

差圧発信器・高耐圧形差圧発信器
Advanced Transmitter Model GTX
形 GTX□□D

A
dvanced Transm

itter SuperA
ce

A
dvanced Transm

itter M
odel G

TX
Bravolight

関
連

機
器

差圧発信器

主な仕様
機種 GTX15D GTX30D/31D GTX41D GTX71D
測定スパン 0.1～2 kPa 0.5～100 kPa 35～700 kPa 0.25～14 MPa
レンジ設定範囲 -1～1 kPa -100～100 kPa -100～700 kPa -0.1～14 MPa
基準精度
（材質、測定スパンによって変わります） ±0.3% ±0.04% ±0.1% ±0.15%

封入液 シリコーンオイル（一般用）、フッ素オイル（酸素用、塩素用）
防水・防塵構造 IP66/IP67
防爆構造 TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、KCｓ耐圧防爆

FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐圧防爆、本質安全防爆
接液部材質 SUS316 （ダイア

フラムSUS316L）
SUS316（ダイアフラムSUS316L）

ハステロイC、タンタル
電源電圧 17.9～42V DC
出力信号 4～20 mA DC（SFN通信）

4～20 mA DC（HART通信）
安全認証 Safety Integrity Level (SIL2)認証取得

精度±0.04%、ゼロ点ドリフト±0.1%／10年の長期安定性を実現。設置後の校正作業を大幅に低減します。
高耐圧形差圧発信器は使用圧力、最大42 MPaまで測定が可能です。

高耐圧形差圧発信器

主な仕様
機種 GTX32D GTX42D GTX72D
測定スパン 2.5～100 kPa 35～700 kPa 0.25～14 MPa
レンジ設定範囲 -100～100 kPa -100～700 kPa -0.1～14 MPa
基準精度
（材質、測定スパンによって変わります） ±0.1% ±0.1% ±0.15%

封入液 シリコーンオイル（一般用）、フッ素オイル（酸素用、塩素用）
防水・防塵構造 IP66/IP67
防爆構造 TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、KCｓ耐圧防爆

FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐圧防爆
本質安全防爆

接液部材質 SUS316（ダイアフラムSUS316L）
電源電圧 17.9～42V DC
出力信号 4～20 mA DC（SFN通信）

4～20 mA DC（HART通信）
安全認証 Safety Integrity Level (SIL2)認証取得
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差圧発信器・圧力発信器　Advanced Transmitter Model GTX

圧力発信器 リモートシール

差圧発信器 フランジ

40Aからの小口径フランジや、高温用、高温高真空用の機種など、幅広いライ
ンナップでユーザーの要求にお応えします。

■高温の流体や強腐食性、凝縮性を有する流体の圧力（圧力、液位など）測定
　に使用されます。

40Aの小口径から100Aの突き出しフランジまで豊富なライン
ナップでユーザーの要求にお応えします。

■タンク側面のフランジに取り付け、タンク内の液位測定、比重測定等に使用されます。

主な仕様
GTX35F GTX60F  

2.5～100 kPa 70～3500 kPa
 -100～100 kPa -100～3500 kPa

±0.2% ±0.15%

シリコーンオイル（一般用）、フッ素オイル（酸素用、塩素用） 
IP66/IP67

TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、KCs耐圧防爆 
 FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐圧防爆、本質安全防爆 

シリコーンオイル：　-40～110℃ 
フッ素オイル：　-10～75℃ 

シリコーンオイル：　2 kPa abs～ 
フッ素オイル：　54 kPa abs～ 

 SUS316（ダイアフラムSUS316L）、ハステロイC、タンタル
17.9～42V DC 

4～20 mA DC（SFN通信） 
4～20 mA DC（HART通信） 

 フラッシュ形：80A、50A、40A　突き出し形：100A、80A、50A
Safety Integrity Level (SIL2)認証取得

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります） 
封入液
防水・防塵構造
防爆構造

接液部使用温度範囲 
（圧力条件によって変わります）
接液部使用圧力範囲 

（温度条件によって変わります）
接液部材質
電源電圧  
出力信号

フランジ口径
安全認証

 フラッシュ形：80A フラッシュ形：80A、50A、40A ボタンダイアフラム形
 突き出し形：100A 突き出し形：100A、80A、50A 2Bウエハ形
 2Bウエハ形 2Bウエハ形
  Safety Integrity Level (SIL2)認証取得

主な仕様
GTX35U GTX60U GTX71U GTX82U

 2.5～100 kPa 35～3500 kPa 0.7～10 MPa 0.7～42 MPa
 -100～100 kPa -100～3500 kPa -0.1～10 MPa -0.1～42 MPa

±0.2% ±0.2% ±0.2% ±0.2%

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります）
封入液

防水・防塵構造
防爆構造

接液部使用温度範囲
（圧力条件によって変わります）

接液部使用圧力範囲
（温度条件によって変わります）

接液部材質

電源電圧
出力信号

プロセス接続

安全認証

シリコーンオイル
（一般用、高温用）

フッ素オイル
（酸素用、塩素用）

シリコーンオイル
（一般用、高温用、高温真空用、高温高真空用)

フッ素オイル
（酸素用、塩素用）

シリコーンオイル
（一般用）
フッ素オイル
（酸素用）

IP66/IP67
TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、KCs耐圧防爆

 FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐圧防爆、本質安全防爆

17.9～42V DC
4～20 mA DC（SFN通信）

4～20 mA DC（HART通信）

シリコーンオイル：
  -40～180℃
フッ素オイル：
  -10～120℃

シリコーンオイル： -40～180℃（封入液の種類による）
フッ素オイル：-10～120℃

シリコーンオイル
 一般用、高温用：
 2 kPa abs～
フッ素オイル：
 53 kPa abs～　

シリコーンオイル
 2 kPa abs～

フッ素オイル：
 54 kPa abs～　
SUS316（ダイアフ
ラムSUS316L）

シリコーンオイル
 一般用、高温用：2 kPa abs～
 高温真空、高温高真空用：0.13 kPa abs

フッ素オイル：53 kPa abs～　

SUS316（ダイアフラムSUS316L）、 ハステロイC

40Aからの小口径フランジや、高温用、高温高真空用の機種など、幅広いライ
ンナップでユーザーの要求にお応えします。

■高温の流体や強腐食性、凝縮性を有する流体の差圧（流量、液位など）測定
　に使用されます。

差圧発信器 リモートシール

主な仕様
GTX35R GTX40R

2.5～100 kPa 35～700 kPa
 -100～100 kPa -100～700 kPa

±0.2% ±0.2%

 シリコーンオイル（一般用、高温用、高温真空用、高温高真空用）
フッ素オイル（酸素用、塩素用）

IP66/IP67
TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、KCs耐圧防爆

 FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐圧防爆、本質安全防爆
シリコーンオイル： -40～280℃　（封入液の種類による）

 フッ素オイル：　　 -10～120℃
 シリコーンオイル　一般用、高温用：2 kPa abs～
  高温真空、高温高真空用：0.13 kPa abs～
 フッ素オイル： 53 kPa abs～ 
 SUS316（ダイアフラムSUS316L）、ハステロイC、タンタル 

17.9～42V DC 
4～20 mA DC（SFN通信） 

4～20 mA DC（HART通信）
 フラッシュ形：80A、50A、40A　突き出し形：100A、80A、50A

Safety Integrity Level (SIL2)認証取得

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります） 
封入液

防水・防塵構造
防爆構造

接液部使用温度範囲 
（圧力条件によって変わります）
接液部使用圧力範囲 

（温度条件によって変わります）

接液部材質
電源電圧  
出力信号

フランジ口径
安全認証

リモートシール形差圧発信器
Advanced Transmitter Model GTX
形 GTX□□R

リモートシール形ゲージ圧発信器
Advanced Transmitter Model GTX
形 GTX□□U

フランジ形差圧発信器
Advanced Transmitter Model GTX
形 GTX□□F

A
dvanced Transm

itter SuperA
ce
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itter M
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TX
Bravolight

関
連

機
器

12 13



差圧発信器・圧力発信器　Advanced Transmitter Model GTX

圧力発信器 リモートシール

■圧力が真空域まで変化し、高温または高圧になる反応釡蒸留装置などの
　絶対圧力測定に適しています。

主な仕様
GTX30S GTX60S

 4～104 kPa 35～3500 kPa
 0～104 kPa abs 0～3500 kPa abs

±0.25% ±0.25%

シリコーンオイル（高温用、高温真空用） 
IP66/IP67

TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、KCs耐圧防爆 
 FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐圧防爆、本質安全防爆

高温真空用： -5～280℃
高温高真空用： 10～310℃ 

0.13 kPa abs～   
SUS316（ダイアフラムSUS316L）

17.9～42V DC 
4～20 mA DC（SFN通信） 

4～20 mA DC（HART通信）
フラッシュ形：80A、　突き出し形：100A

Safety Integrity Level (SIL2)認証取得

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります） 
封入液
防水・防塵構造
防爆構造

接液部使用温度範囲 
（圧力条件によって変わります）
接液部使用圧力範囲 

（温度条件によって変わります）
接液部材質
電源電圧 
出力信号

フランジ口径
安全認証

差圧・圧力発信器 リモートシール

つまりや汚れなどによるトラブルを防ぐと同時に、スチームトレースや導圧管
工事などのコストを削減します。（写真はリモートシール形差圧発信器）

■気体、液体、蒸気の流量測定やタンクの液位測定などに使用されます。

主な仕様

 GTX35R GTX40R GTX60U GTX71U
 2.5～100 kPa 35～700 kPa 35～3500 kPa 0.7～10 MPa
 -100～100 kPa -100～700 kPa -100～3500 kPa -0.1～10 MPa

±0.2% ±0.2% ±0.4% ±0.4%

機種
測定スパン
レンジ設定範囲
基準精度

（材質、測定スパンによって変わります）
封入液

防水・防塵構造
防爆構造

接液部使用温度範囲
（圧力条件によって変わります）
接液部使用圧力範囲

（温度条件によって変わります）

接液部材質
電源電圧
出力信号

プロセス接続
安全認証

シリコーンオイル
（一般用、高温用、低

温用、高速応答用）
フッ素オイル
（酸素用）

シリコーンオイル（一般用、高温用）

フッ素オイル（酸素用）

IP66/IP67
TIIS耐圧防爆（Exd IICT4X）、KCs耐圧防爆

 FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐圧防爆、本質安全防爆
 シリコーンオイル：　-40～280℃　（封入液による）  

フッ素オイル：　-10～120℃

SUS316（ダイアフラムSUS316L）、 ハステロイC
17.9～42V DC

4～20 mA DC（SFN通信）
4～20 mA DC（HART通信）

15A、20A
Safety Integrity Level (SIL2)認証取得

シリコーンオイル
一般用、高温用：
  2 kPa abs～
低温用、高速応答用： 
  大気圧～
フッ素オイル：
  53 kPa abs～

シリコーンオイル
一般用、高温用：2 kPa abs～

フッ素オイル：53 kPa abs～

1/2Bリモートシール形差圧発信器   1/2Bリモートシール形圧力発信器

リモートシール形絶対圧発信器
Advanced Transmitter Model GTX
形 GTX□□S

1/2Bリモートシール形差圧・圧力発信器
Advanced Transmitter Model GTX
形 GTX□□R

A
dvanced Transm

itter SuperA
ce

A
dvanced Transm

itter M
odel G

TX
Bravolight

関
連

機
器

14 15



圧力センサ　BravolightTM

■気体・液体・蒸気などの各種製造プロセス､ユーティリティ向け標準仕様。

主な仕様
形 PTG□□G
±0.2%F.S.
2～100 kPa､ 40～400 kPa､ 0.2～2 MPa､ 1～10 MPa､ 5～50 MPa
Rc1/4めねじ、Rc3/8めねじ、Rc1/2めねじ、G3/8おねじ、G1/2おねじ、
1/2NPTおねじ、1/4NPTめねじ、1/2NPTめねじ、M20×1.5おねじ
ダイアフラム：SUS316L、　その他接液部：SUS316
シリコーンオイル、 フッ素オイル
TIIS耐圧油入防爆(Exdo IIC T4X)
FM/NEPSI/KCs耐圧防爆

機種
精度
スパン
接続

接液部材質
封入液
防爆構造

全機種共通仕様
4～20 mA DC（SFN通信）　2線式
4～20 mA DC（HART通信）　 2線式
24 V
デジタルLCD指示計
表示 ： 4.5桁（-19999～19999）
内部ゼロ調整機能付き

出力信号

電源電圧
内蔵指示計
（オプション）
ゼロ調整機能

■耐圧や接続部シール性に優れたフランジ接続仕様。

主な仕様
形 PTG□□F
±0.5%F.S.
10～100 kPa､ 40～400 kPa､ 0.2～2 MPa､ 1～10 MPa
15A､ 25A､ 50A
JIS10K､ JIS20K､ JIS30K
SUS316L
シリコーンオイル、 プロピレングリコール
TIIS耐圧油入防爆(Exdo IIC T4X)
FM/NEPSI/KCs耐圧防爆

機種
精度
スパン
接続
フランジ接続
接液部材質
封入液
防爆構造

■測定流体の詰まりや固着を防ぐ受圧部突出し仕様。

主な仕様
形 PTG□□B
±0.5%F.S.
10～100 kPa､ 40～400 kPa､ 0.2～2 MPa､ 1～10 MPa
G2おねじ､ G1/2おねじ
SUS316L
シリコーンオイル、 プロピレングリコール
TIIS耐圧油入防爆(Exdo IIC T4X)
FM/NEPSI/KCs耐圧防爆

機種
精度
スパン
接続
接液部材質
封入液
防爆構造

■食品・医薬品製造プロセス向け仕様。
主な仕様
機種
精度
スパン
接続

接液部材質
封入液
防爆構造

■殺菌ラインなどの高温プロセス用フィン付き仕様。
主な仕様
機種
精度
スパン
接続

接液部材質
封入液
防爆構造

■狭所や高所での可視性が高いリモートシール形仕様。
主な仕様
機種
精度
スパン
接続

接液部材質
封入液
防爆構造

■金属の接液を嫌うアプリケーション向け非金属接液部仕様。
主な仕様
機種
精度
スパン
接続
接液部材質
封入液
防爆構造

形 PTG□□T
±0.5%F.S.
10～100kPa､ 40～400kPa､ 0.2～2MPa
IDFクランプ式（ISO 2852）
　フラッシュ：1.5S､ 2S
袋ナット式
　1.5S､ 2S
SUS316L
プロピレングリコール
TIIS耐圧油入防爆(Exdo IIC T4X)
FM/NEPSI耐圧防爆

形 PTG□□A
±0.5%F.S.
10～100 kPa､ 40～400 kPa　
Rc1/2おねじ
ダイアフラム：ブチル（IIR）、 その他接液部：PVC
プロピレングリコール
TIIS耐圧油入防爆(Exdo IIC T4X)
FM/NEPSI耐圧防爆

形 PTG□□S
±0.5%F.S.
10～100 kPa､ 40～400 kPa､ 0.2～2 MPa
IDFクランプ式（ISO 2852）
　フラッシュ：1S､ 1.5S､ 2S　　　突出し（50mm）：2S
袋ナット式
　1.5S､ 2S
SUS316L
プロピレングリコール
TIIS耐圧油入防爆(Exdo IIC T4X)
FM/NEPSI/KCs耐圧防爆

形 PTG□□K
±0.5%F.S.
20～100 kPa､ 40～400 kPa､ 0.2～2 MPa､　
IDFクランプ式（ISO 2852）
　フラッシュ：1S､ 1.5S､ 2S
袋ナット式
　1.5S､ 2S
SUS316L
プロピレングリコール
TIIS耐圧油入防爆(Exdo IIC T4X)
FM/NEPSI耐圧防爆

圧力センサ　ねじ形
BravolightTM
形 PTG□□G

圧力センサ　フランジ形
BravolightTM
形 PTG□□F

圧力センサ　フラッシュダイアフラム形
BravolightTM
形 PTG□□B

圧力センサ　サニタリ形
BravolightTM
形 PTG□□S

圧力センサ　サニタリ形
BravolightTM
形 PTG□□K

圧力センサ サニタリリモートシール形
BravolightTM
形 PTG□□T

圧力センサ　ケミカル用ねじ形
BravolightTM
形 PTG□□A
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関連機器

形 CFS□□□

フィールド・コミュニケーション・ソフトウエア

■ 発信器の設定や調整を行なうための、パソコンをベースとしたソフトウエア
です。
当社スマート機器専用SFN通信だけでなく、HART通信にも、通信インタ
フェースを変更することで対応できます。また、設定パラメータの保存が可
能となり、機器管理が容易にできます。

■ 小型・軽量なマニホールド弁です。
■ 標準形（MVG1）とスチームトレース用ストップ弁、長軸形（MVG2）を用意

しています。

マニホールド弁
形 MVG□□□

■ 差圧発信器と組合せて、小管径での微少流量を測定します。

微少流量測定用
インテグラル・オリフィス・アッセンブリー
形 KEE□□□

差圧発信器・圧力発信器との組合せで、様 な々アプリケーションに適用します。

■ 発信器の出力をアナログで表示する、現場設置形の指示計です。

現場形アナログメータ
形 NWA300
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発信器総合カタログ

CA1-GTX100

「人を中心としたオートメーション」で
お客さまとともに現場で価値を創造します。
プラントや工場をはじめとするさまざまな生産現場において、
各種制御システム、フィールド機器、コンポーネント製品、及びオートメーションに関わる
統合的な技術とサービスをご提供し、“人と生産”環境の最適化を実現します。

モバイル端末で
工場全体の状況を把握しながら、
現場の確認をしています。

現場の表示器や記録計で
生産状況を確認しています。

操作指示を確認しながら、
設備の操作をしています。

工場全体の生産状況を
監視し、操作をしています。

CA1-GTX100

本社　〒100-6419　東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

ご用命は下記または弊社事業所までお願いします。

<アズビル株式会社>
<COMPO CLUB>

https://www.azbil.com/jp/
https://www.compoclub.com/

北 海 道 支 店
東 北 支 店
北 関 東 支 店
東 京 支 社

(011)211-1136
(022)290-1400
(048)621-5070
(03)6432-5142

(052)324-9772
(06)6881-3331
(082)554-0750
(093)285-3530

中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 店
九 州 支 社

［ご注意］ この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。
 本資料からの無断転記、複製はご遠慮ください。

●DSTJ、Bravolight、SuperAceは、アズビル株式会社の商標です。
●本文中に記載している製品名、機種名、社名は、各社の商標または登録商標です。

初版発行：2011年 11月-AZ
印　　刷：2019年 9月(第5版)-ED 

※2012年4月1日、株式会社 山武 は アズビル株式会社 へ社名を変更いたしました。

（4）

ご注文・ご使用に際しては、下記URLより「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」
を必ずお読みください。
https://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html


