
Fluke Connect ™
現場測定器カタログ

すべての事実を、現場で。

見る。

保存する。

共有する。



Fluke Connect Mobile Appを
使って、測定値をスマートフォンに
送信・保存できます。

ShareLiveコールを使えば、離れた
場所にいるチーム・メンバーと同じ
画面を共有しながら会話できます。
リアルタイムに測定結果の確認や、
現場を離れる前に追加作業のアドバ
イスなどを相談するのに便利です。

ライブ測定対応ツールを使うと・・・ さらに・・・
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Fluke Connect Mobile App ライブ測定対応ツール一覧表

機種 a3000 FC a3001 FC a3002 FC a3003 FC a3004 FC t3000 FC v3000 FC v3001 FC 377 FC 378 FC 393 FC 1587 FC 機種

AC測定方式 真の実効値 - 真の実効値 - 真の実効値 AC測定方式

直流電圧 - - 600mV ～ 1000V 1000V 1500V 1000V 直流電圧

交流電圧 - 6 ～ 1000V - 1000V 交流電圧

直流電流 - 400A （i410）
1000A （i1010）

1.0 ～ 999.9A /
1000 ～ 2000A

0.05 ～ 20.99mA / 
21.0 ～ 99.9mA - - 999.9A 400mA 直流電流

交流電流 400A 2500A 400A （i410）
600A （i1010） - - 999.9A（ジョー）

2500A（プローブ） 400mA 交流電流

クランプ・プローブ -
標準付属

i2500-10
必須 （別売）
i410 / i1010

標準付属
i2000

標準付属
i20

標準付属
80PK-1 -

標準付属
i2500-18 - クランプ・プローブ

抵抗 - - 60kΩ 50MΩ 抵抗

温度 （表示範囲） - -200 ～ 1372℃ - - -40 ～ 537℃ 温度 （表示範囲）

絶縁抵抗試験 - - - 2GΩ/1000V 絶縁抵抗試験

静電容量 - - 1000μF 9999μF 静電容量

突入電流 100ms 実効値 - - 100ms 実効値 100ms 実効値 /
ピーク値 - 突入電流

測定カテゴリー CAT IV 300V
CAT III 600V

CAT IV 600V
CAT III 1000V

電流クランプの
仕様に準じる

CAT IV 600V
CAT III 1000V NA CAT IV 600V

CAT III 1000V
CAT IV 600V
CAT III 1500V

CAT IV 600V
CAT III 1000V

測定カテゴリー

標準付属品
・電流プローブ
（i2500-10）
・磁石ストラップ

・磁石ストラップ

・電流プローブ
（専用品 i2000）
・磁石ストラップ
・ケース

・電流プローブ
（専用品 i20）
・吊り下げストラップ

・温度プローブ
（80PK-1）
・磁石ストラップ

・テストリード
（TL224）
・わに口クリップ
（AC285）
・磁石ストラップ

・テストリード
（TL222）
・わに口クリップ
（AC220）
・磁石ストラップ

・テストリード
（TL224）
・テストプローブ
（TP175）
・わに口クリップ
（AC285黒×1）
・電流プローブ
（i2500-18）
・磁石ストラップ
・ケース

・テストリード
（TL224）
・テストプローブ
（TP175）
・わに口クリップ
（AC285黒×1）
・電流プローブ
（i2500-18）
・磁石ストラップ
・ケース

・テストリード
（TL1500DC）
・電流プローブ
（i2500-18）
・磁石ストラップ
・ケース

・テストリード
（TL224）
・テストプローブ
（TP74）
・わに口クリップ
（AC285）
・リモートプローブ
（TP165X）
・温度プローブ
（80BK-A）
・ケース

標準付属品

使用電池 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×4本 使用電池

寸法 （センチ） 18.6×7.49×3.55 16.5×6.35×3.55 16×6.6×3.8 16.5×6.35×3.55 16.5×6.35×3.55 16×6.6×3.8 16×6.6×3.8 16×6.6×3.8 27.4×8.6×4.7 27.4×8.6×4.7 28.1×8.4×4.9 20.3×10×5 寸法 （センチ）

重量 283g 283g 255g 650g 299g 255g 255g 255g 463g 463g 520g 550g 重量

保証期間 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 保証期間
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機種 a3000 FC a3001 FC a3002 FC a3003 FC a3004 FC t3000 FC v3000 FC v3001 FC 377 FC 378 FC 393 FC 1587 FC 機種

AC測定方式 真の実効値 - 真の実効値 - 真の実効値 AC測定方式

直流電圧 - - 600mV ～ 1000V 1000V 1500V 1000V 直流電圧

交流電圧 - 6 ～ 1000V - 1000V 交流電圧

直流電流 - 400A （i410）
1000A （i1010）

1.0 ～ 999.9A /
1000 ～ 2000A

0.05 ～ 20.99mA / 
21.0 ～ 99.9mA - - 999.9A 400mA 直流電流

交流電流 400A 2500A 400A （i410）
600A （i1010） - - 999.9A（ジョー）

2500A（プローブ） 400mA 交流電流

クランプ・プローブ -
標準付属

i2500-10
必須 （別売）
i410 / i1010

標準付属
i2000

標準付属
i20

標準付属
80PK-1 -

標準付属
i2500-18 - クランプ・プローブ

抵抗 - - 60kΩ 50MΩ 抵抗

温度 （表示範囲） - -200 ～ 1372℃ - - -40 ～ 537℃ 温度 （表示範囲）

絶縁抵抗試験 - - - 2GΩ/1000V 絶縁抵抗試験

静電容量 - - 1000μF 9999μF 静電容量

突入電流 100ms 実効値 - - 100ms 実効値 100ms 実効値 /
ピーク値 - 突入電流

測定カテゴリー CAT IV 300V
CAT III 600V

CAT IV 600V
CAT III 1000V

電流クランプの
仕様に準じる

CAT IV 600V
CAT III 1000V NA CAT IV 600V

CAT III 1000V
CAT IV 600V
CAT III 1500V

CAT IV 600V
CAT III 1000V

測定カテゴリー

標準付属品
・電流プローブ
（i2500-10）
・磁石ストラップ

・磁石ストラップ

・電流プローブ
（専用品 i2000）
・磁石ストラップ
・ケース

・電流プローブ
（専用品 i20）
・吊り下げストラップ

・温度プローブ
（80PK-1）
・磁石ストラップ

・テストリード
（TL224）
・わに口クリップ
（AC285）
・磁石ストラップ

・テストリード
（TL222）
・わに口クリップ
（AC220）
・磁石ストラップ

・テストリード
（TL224）
・テストプローブ
（TP175）
・わに口クリップ
（AC285黒×1）
・電流プローブ
（i2500-18）
・磁石ストラップ
・ケース

・テストリード
（TL224）
・テストプローブ
（TP175）
・わに口クリップ
（AC285黒×1）
・電流プローブ
（i2500-18）
・磁石ストラップ
・ケース

・テストリード
（TL1500DC）
・電流プローブ
（i2500-18）
・磁石ストラップ
・ケース

・テストリード
（TL224）
・テストプローブ
（TP74）
・わに口クリップ
（AC285）
・リモートプローブ
（TP165X）
・温度プローブ
（80BK-A）
・ケース

標準付属品

使用電池 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×2本 単3×4本 使用電池

寸法 （センチ） 18.6×7.49×3.55 16.5×6.35×3.55 16×6.6×3.8 16.5×6.35×3.55 16.5×6.35×3.55 16×6.6×3.8 16×6.6×3.8 16×6.6×3.8 27.4×8.6×4.7 27.4×8.6×4.7 28.1×8.4×4.9 20.3×10×5 寸法 （センチ）

重量 283g 283g 255g 650g 299g 255g 255g 255g 463g 463g 520g 550g 重量

保証期間 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 保証期間



54 54 電流測定用ツール

電流測定用ツール

a3000 FC ／ a3001 FC ／ a3002 FC

機種 a3000 FC a3001 FC a3002 FC
測定部 ジョー フレキシブル電流プローブ AC/DC電流クランプ

導体径 30mm 71mm 30mm （i410）、30mm （i1010）
直流電流 レンジ - - 400A （i410）、1000A （i1010）

確度 - - ±（0.5%+3カウント）
クランプ確度 - - 本体確度には含まれません

交流電流 レンジ 400.0A 2500A 600A （i410）、1000A （i1010）

確度 ±（2%+5カウント） ; 45Hz ～ 65Hz
±（2.5%+5カウント） ; 65Hz ～ 400Hz ±（3%+5カウント） ; 45Hz ～ 500Hz ±（1%+3カウント） ; 45Hz ～ 1000Hz

プローブ確度 - 本体確度に含まれています 本体確度には含まれません
周波数 レンジ - 45Hz ～ 500Hz -

確度 - ±（0.5%+5カウント） -
突入電流 999.9A （100ms実効値） 2500A （100ms実効値） -
防水・防塵（IP） IP30 IP42
寸法/重量 18.6cm×7.49cm×3.55cm/283g 16.5cm×6.35cm×3.55cm/283g 16cm×6.6cm×3.8cm/255g
電池/寿命 単3電池×2/250時間 単3電池×2/370時間 単3電池×2/400時間
付属品 電池 i2500-10、磁石ストラップ、電池 磁石ストラップ、電池
測定カテゴリー CAT IV 300V / CAT III 600V CAT IV 600V / CAT III 1000V 電流クランプに準じる

a3000 FC

a3003 FC ／ a3004 FC

●
●

2000Aまでの大電流測定
専用クランプi2000付

機種 a3003 FC a3004 FC
測定部 DC電流クランプ DC電流クランプ

導体径 64mm 4.5mm
直流電流 レンジ 999.9A、2000A 20.99mA、99.9mA

確度 ±（2%+5カウント） ; 1.0A ～ 999.9A
±（2.5%+5カウント） ; 1000A ～ 2000A

±（0.2%+5カウント） ; 0.05mA ～ 20.99mA
±（1%+5カウント） ; 21.0mA ～ 99.9mA

プローブ確度 本体確度に含まれています 本体確度に含まれています
防水・防塵（IP） IP42
寸法/重量 16.5cm×6.35cm×3.55cm/650g 16.5cm×6.35cm×3.55cm/299g
電池/寿命 単3電池×2/120時間 単3電池×2/45時間
付属品 i2000、磁石ストラップ、ケース、電池 i20、吊り下げストラップ、電池
測定カテゴリー CAT IV 600V / CAT III 1000V NA

a3003 FC

直流用電流クランプ・メーター

●
●
●
●

真の実効値
2500Aまでの大電流測定
突入電流測定
i2500-10付属

a3001 FC

交流用iFlex
クランプ・メーター

●
●
真の実効値
i410/i1010に
最適化（別売）

a3002 FC

交流/直流
クランプ・メーター

●
●
回路を切らずに4-20mAを測定
専用クランプi20付属

a3004 FC

直流4-20mA
クランプ・メーター

●
●
真の実効値
突入電流測定

交流用電流
クランプ・メーター



54 温度・電圧測定用ツール 54

3000 FCシリーズ共通

温度・電圧測定用ツール

t3000 FC ／ v3000 FC ／ v3001 FC

機種 t3000 FC v3000 FC v3001 FC
測定部 K型熱電対プローブ・ミニプラグ テスト・リード テスト・リード
直流電圧 レンジ - - 600mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V

確度 - - ±（0.09%+3カウント） ; 600mV ～ 600V
±（0.15%+2カウント） ; 1000V

交流電圧 レンジ - 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000V -

確度 - ±（1%+3カウント） ; 45Hz ～ 500Hz
±（2%+3カウント） ; 500Hz ～ 1000Hz -

温度 表示範囲 -200℃ ～ 1372℃ - -
確度 ±（0.5%+0.5℃） - -
プローブ確度 本体確度には含まれません - -

防水・防塵（IP） IP42 IP42
寸法/重量 16cm×6.6cm×3.8cm/255g 16cm×6.6cm×3.8cm/255g 16cm×6.6cm×3.8cm/255g
電池/寿命 単3電池×2/400時間
付属品 80PK-1、磁石ストラップ、電池 TL224、AC285、磁石ストラップ、電池 TL222、AC220、磁石ストラップ、電池
測定カテゴリー NA CAT IV 600V / CAT III 1000V CAT IV 600V / CAT III 1000V

●

●
●

ミニプラグ接続式の
K型熱電対プローブに
対応
ITS-90
80PK-1付属
（-40～260℃）

t3000 FC

K熱電対温度計

●
●
真の実効値
測定は自動レンジのみ

v3000 FC

交流電圧計

●
●

1000V測定
測定は自動レンジのみ

v3001 FC

直流電圧計

共通仕様

自動電源オフ 20分 （無効に設定可能）
バックライト ○

自動バックライト・オフ 40秒 （無効に設定可能）

ロギング メモリー 65000 読み値
間隔 最短1秒、Fluke Connect Appから設定変更

作動温度 -10℃ ～ +50℃
保管温度 -40℃ ～ +60℃
作動湿度 90% （35℃）、75% （40℃）、45% （50℃）
高度 2000m （作動）、12000m （保管）
保証期間 3年
ペアリング （接続）

無線 2.4GHz ISM Band （Bluetooth Low Energy）
レンジ 20m （障害物なし）、6.5m （石こうボード、壁板など障害あり）、3.5m （コンクリート壁、スチール電気容器など障害あり）

Mobile App スマートフォン・アプリを操作して接続

同時接続 最大10台

Fluke サーモグラフィ Fluke サーモグラフィ・カメラを操作して接続

Fluke サーモグラフィとペアリング （接続） すると、サーモグラ
フィのディスプレイ上に、ペアリングしたツールの測定値が表示
されるようになります。熱画像を撮影・保存すると、ツール測定
値も一緒に保存されます。



76 電流クランプ・メーター

電流クランプ・メーター

Fluke 377 FC ／ Fluke 378 FC

機種 377 FC 378 FC
測定部 ジョー

　導体径 34mm
直流電流 レンジ 999.9A

確度 ±（2%+5カウント）; ZERO機能使用時
交流電流 レンジ 999.9A

確度 ±（2%+5カウント）; 10Hz ～ 100Hz、±（2.5%+5カウント）; 100Hz ～ 500Hz
電流周波数 レンジ 5.0Hz ～ 500.0Hz

確度 ±（0.5%+5カウント）
突入電流 100ms実効値
交流電圧　 方式 FieldSense非接触測定

レンジ 1000V
確度 ≦4/0 AWG : ±（3%+5カウント）; 45Hz ～ 65Hz

> 4/0 AWG : ±（5%+5カウント）; 45Hz ～ 65Hz
測定部 フレキシブル電流プローブ

　導体径 127mm（i2500-18）、71mm（i2500-10）
交流電流 レンジ 999.9A、2500A

確度 ±（3%+5カウント）; 5Hz ～ 500Hz
電流周波数 レンジ 5.0Hz ～ 500.0Hz

確度 ±（0.5%+5カウント）
突入電流 100ms実効値
測定部 テスト・リード
直流電圧　 レンジ 500.0mV、600.0V、1000V

確度 ±（1%+5カウント）
交流電圧　 レンジ 600.0V、1000V

確度 ±（1%+5カウント）; 20Hz ～ 500Hz
抵抗 レンジ 600.0Ω、6000Ω、60.00kΩ

確度 ±（1%+5カウント）
静電容量 レンジ 1000μF

確度 ±（1%+4カウント）
その他 　
PQインジケーター - ○
ロギング メモリー 65000 読み値

間隔 最短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更
防水・防塵（IP） IP30
寸法/重量 27.4cm×8.6cm×4.7cm/463g
電池/寿命 単3電池×2/200時間
保証期間 3年
作動温度 -10℃ ～ +50℃
保管温度 -40℃ ～ +60℃
付属品 TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
測定カテゴリー CAT IV 600V / CAT III 1000V

Fluke 377 FC Fluke 378 FC

PQインジケーター（378 FC）FieldSense非接触電圧・電流測定

非接触式電圧および交流／直流電流
クランプ・メーター

●
●
●

●
●

FieldSense非接触電圧・電流測定
真の実効値
i2500-10またはi2500-18（標準付属）の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定
PQインジケーター（378 FC）

単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。

378 FCがFieldSense測定を行うときは、電流、電圧、力
率、またはそれらの組み合わせに関する電源品質問題を
自動的に検知し、設定されたしきい値を超えると関連す
るインジケーターがディスプレイに表示されます。

PQ-Amps

PQ-Volts

PQ-PF

電流THDが超過

電圧THDが超過

力率が低下

検出感度は378 FCの電源投入オプション操作で高（HI）、
中（mEd）、低（LO）に変更することができます。
それぞれのしきい値は以下の通りです。

機 能
感 度

高 中 低

PQ-電流 10% THD 25% THD 50% THD

PQ-電圧 8% THD 10% THD 15% THD

PQ-PF 0.9 0.75 0.6

黒リードを使って、アースを取ります。

ジョー開口付近で測定します。

導体径は34mmまで可能です。

適切な位置で測定します。

導体は1本で測定します。

3.3mm φ

34mm φ



76 電流クランプ・メーター

Fluke 393 FC

ソーラー・パネルの設置、メンテナンス 1500V定格テスト・リード

突入電流測定（INRUSH）

CAT III 1500Vクランプ・メーター

●

●
●

●

●

世界初のCAT III 1500Vに準拠した
真の実効値クランプ・メーター
薄型ジョー
i2500-10またはi2500-18（標準付属）の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定は従来の100ms実効値に加えて
ピーク値もデュアル表示
屋外作業に対応したIP54定格

単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。

太陽光発電設備が低圧連系や高圧連系によって系統連
系する場合、ソーラー・パネルの測定カテゴリーはCAT III
になります。
393 FCは測定カテゴリーCAT III 1500Vに準拠して
おり、1500Vまでの直流電圧を安全に測定することが
できます。また、直流電圧（テスト・リード測定）と直流電流
（ジョー測定）から、直流電力（kVA）として測定値を表示す
ることもできます。

393 FCに標準付属のTL1500DCは、
測定カテゴリー
CAT II 1500V
CAT III 1500V
CAT IV 600V
に準拠した、電流10A定格のテスト・リードで
す。CAT IIIおよびIVの環境で使用する場合
は、必ず付属のキャップを取り付けて、先端の
金属露出部分の長さが4mm未満となるよう
にしてください。

393 FCの突入電流測定では従
来製品の100ms実効値に加え
て、ピーク値をディスプレイにデュ
アル表示することができます。

型式 PVLEAD1
赤リード MC4オス － 4mmバナナ（1.5m）
黒リード MC4メス － 4mmバナナ（1.5m）
電流 20A
測定カテゴリー CAT III 1000V / CAT IV 600V

ソーラー推奨アクセサリー

型式 PVLEAD3

赤リード MC4メス － MC4オス（0.3m）
　　　　　　　4mmバナナ（0.9m）

黒リード MC4オス － MC4メス（0.3m）
　　　　　　　4mmバナナ（0.9m）

電流 20A
測定カテゴリー CAT III 1000V / CAT IV 600V

機種 393 FC
測定部 ジョー

導体径 34mm
直流電流 レンジ 999.9A

確度 ±（2%+5カウント） ; ZERO機能使用時
交流電流 レンジ 999.9A

確度 ±（2%+5カウント） ; 10Hz ～ 100Hz、±（2.5%+5カウント） ; 100Hz ～ 500Hz
電流周波数 レンジ 5.0Hz ～ 500.0Hz

確度 ±（0.5%+5カウント）
突入電流 100ms実効値とピーク値
測定部 フレキシブル電流プローブ

導体径 127mm （i2500-18）、71mm （i2500-10）
交流電流 レンジ 999.9A、2500A

確度 ±（3%+5カウント） ; 5Hz ～ 500Hz
電流周波数 レンジ 5.0Hz ～ 500.0Hz

確度 ±（0.5%+5カウント）
突入電流 100ms実効値とピーク値
測定部 テスト・リード
直流電圧　 レンジ 500.0mV、600.0V、1500V

確度 ±（1%+5カウント）
交流電圧　 レンジ 600.0V、1000V

確度 ±（1%+5カウント） ; 20Hz ～ 500Hz
電圧周波数 レンジ 5.0Hz ～ 500.0Hz

確度 ±（0.5%+5カウント）
抵抗 レンジ 600.0Ω、6000Ω、60.00kΩ

確度 ±（1%+5カウント）
静電容量 レンジ 100.0μF、1000μF

確度 ±（1%+5カウント）
その他 　
直流電力 レンジ 600.0kVA （DC600.0Vレンジ）、1500kVA（DC1500Vレンジ）

確度 ±（2%+2.0kVA）、 ±（2%+20kVA）
ロギング メモリー 65000 読み値

間隔 最短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更
防水・防塵（IP） IP54
寸法/重量 28.1cm×8.4cm×4.9cm/520g
電池/寿命 単3電池×2/400時間
保証期間 3年
作動温度 -10℃ ～ +50℃
保管温度 -40℃ ～ +60℃
付属品 TL1500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
測定カテゴリー CAT IV 600V / CAT III 1500V

突入電流測定のイメージ（交流50Hz）

ピーク値

100ms実効値



詳しくはこちらにアクセス
 https://flukejp.com/flukeconnect.html

Fluke Connect Mobile Appはスマートフォン上で動作するアプリで、対応するFluke測定
ツールからのデータを収集し、20メートル（環境に依存します）離れた場所からでも測定値を
確認できます。データは安全なクラウドに保存されます。
Fluke Connectアカウントを登録すると無償で5GBのクラウド領域が使えます。
Androidおよび iOSに対応しています。タブレットは動作保証していません。
アプリの画面が各種資料と異なる場合、アプリの機能がOSによって異なる場合、それらが
アプリの更新で予告なく変更される場合があります。
国内で使用できる対応ツールは電波法などの理由により、
海外とは異なります。

Fluke Connect Mobile Appについて
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絶縁マルチメーター

Fluke 1587FC

●
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絶縁抵抗計とマルチメーターを1台に集約
絶縁抵抗測定：試験電圧5レンジ
豊富なマルチメーター測定項目
ローパス・フィルターで可変周波数
モーター・ドライブの出力を測定
付属のリモート・プローブで安全に絶縁試験が可能
PI/DARテスト機能付き

機種 1587FC
絶縁抵抗計
レンジ/確度

試験電圧 50V 6.00MΩ、50.0MΩ/±（3%+5カウント）
100V 6.00MΩ、60.0MΩ、100MΩ/±（3%+5カウント）
250V 60.0MΩ、250MΩ/±（1.5%+5カウント）
500V 60.0MΩ、500MΩ/±（1.5%+5カウント）

1000V 60.0MΩ、600MΩ/±（1.5%+5カウント）
2.0GΩ/±（10%+3カウント）

マルチメーター
直流電圧 レンジ 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V

最良確度 ±（0.09%+2カウント）
交流電圧 レンジ 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V

最良確度 ±（1%+3カウント）
直流電流 レンジ 60.00mA、400.0mA

最良確度 ±（0.2%+2カウント）
交流電流 レンジ 60.00mA、400.0mA

最良確度 ±（1.5%+2カウント）
抵抗 レンジ 600.0Ω、6.000kΩ、60.00kΩ、600.0kΩ、6.000MΩ、50.00MΩ

最良確度 ±（0.9%+2カウント）
静電容量 レンジ 1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF

最良確度 ±（1.2%+2カウント）
周波数 レンジ 99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz

最良確度 ±（0.1%+1カウント）
温度 レンジ -40.0℃～ 537.0℃

最良確度 ±（1%+10カウント）
ローパス・フィルター ○
ダイオード・テスト ○
その他
防水・防塵（IP） IP40
寸法/重量 20.3cm×10cm×5cm/550g
電池/寿命 単3電池×4/メーター1000時間または絶縁試験1000回以上
保証期間 3年
作動温度 -20℃～ +55℃
保管温度 -40℃～ +60℃
付属品 TL224、TP74、AC285、TP165X、80BK-A、ケース、電池
測定カテゴリー CAT IV 600V / CAT III 1000V

絶縁マルチメーター
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