
www.nidec.com/jp/nidec-shimpo



1



2



3

デジタル回転速度計　パネル型

ローラの周速測定 オーブンの通過時間表示 プレス機の可動時間表示

デジタル回転速度計
DT-501XA（基本入力）

回転
速度計 時間幅通過

時間計 流量計

●業界最大文字(22mm)
従来製品に比べて表示の大きさ46％アップ。

●業界最小奥行き(92mm)
従来品に比べて、奥行き84％に短縮。

22mm

大きくムラなく発光。

92mm

ワンタッチ新機構で簡単取付

第1オプション

第2オプションコネクタ

 仕様 

 寸法図 
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デジタルカウンタ

演算機能付可逆積算カウンタ
(2段プリセット出力付)
DT-601CG

個数 数量 長さ

● 前面防滴仕様(IP66相当)、食品や医薬品
ラインに対応。

● AC85～264Vのフリー電源。さらにDC12
～24Vにも対応。(ご注文時に指定)

● BCD出力。
(アナログ出力、ラインレシーバはオプション)

● RoHS指令対応。電気・電子機器に含まれ
る特定有害物質の使用制限規制に対応。

プリスケール機能で液量などを実際の単位で表示 プリスケール機能で実測値を表示し、大型表示器に接続 焼入炉内の個数表示

 仕様 

 寸法図 



5

デジタルスケーリング計

デジタルスケーリング計
DT-451A
● トルク、流量、速度、温度、圧力、荷重、変位
など幅広い計測監視に対応。

●高輝度、大型オリジナルLED採用

●よく使う設定項目を優先グループ化

● スケーリング､平均演算機能､ピーク・ボト
ム計測機能付

●前面パネルはIP65の保護構造

●操作簡単､豊富なオプション

 仕様 

 寸法図 
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ハンドヘルド型　デジタル回転速度計

ハンドヘルド型
デジタル回転速度計
非接触/接触兼用タイプ
DT-2100
回転
速度計 長さ

●レーザー採用で4m先も計測可能

● 業界初、有機ELで見やすい表示
・3種類のグラフ表示が可能

● 徹底した省電力設計
・電池で連続稼働時間20時間
・USBケーブル(オプションPC通信セット)で電源
　供給も可能
・オートパワーオフ機能搭載

● 最大1000件のメモリ保存
・計測値のメモリ保存最大1000件可能
 (連続メモリモード時)
・PCソフト(オプションPC通信セット)でPCへメモ  

  リデータ取込みも可能

●人間工学に基づく使い易いデザイン
コンパクトで手にフィットするデザイン

 仕様 

※　本体へのシンナー、アルコール等の溶剤の付着は、塗装剥げおよび破損の原因となりますのでご注意ください。

※　本体の電池は動作確認用電池ですので、連続稼働時間に満たないうちに電池寿命が切れる場合があります。

 寸法図 

　オプション

●
●
●
●
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ハンドヘルド型
デジタル回転速度計
非接触/接触兼用タイプ
DT-205Z
回転
速度計 長さ

● 反射テープによる非接触測定、アダプタを
取り付けて接触測定の1台で2役

● 分周機能により最大1.2rpmまで測定可
能
反射テープを2～5枚貼り付けて測定

N=5の場合

※反射テープは、必ず等間隔に貼り付けてください。
※非接触はRPM単位のみ対応しています。

反射シートを回転体の72度
毎に5箇所貼り付けて使用。

●光源にLEDを採用し省エネを実現
35時間連続計測(単三アルカリ乾電池2本)

● ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダ
イキャスト製

 仕様 

※1　付属の各接触子の計測用途は次の通りです。
円錐型：回転速度計測用【被測定物の回転体中心が凹状になっている場合に使用します。】
じょうご型：回転速度計測用【被測定物の回転体中心が凸状になっている場合に使用します。】
速度計測6型ホイル：速度・長さ計測用【被測定物がベルト状等になっている場合に使用します。】

●接触アダプタ使用時の計測範囲(速度計測6型ホイル装着時)

 寸法図 

モータの回転速度計測(接触) モータの回転速度計測(非接触) ストップウォッチとして使用

ハンドヘルド型　デジタル回転速度計
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ハンドヘルド型
デジタル回転速度計
接触タイプ(LCD表示)
DT-105N (6型ホイル付)
DT-105NS(12型ホイル付)

回転
速度計 長さ

● 低速の0.1～25000rpmまでレンジ切替え
なしで計測OK

● 最大、最小値、最終計測値、他10点のデー
タをメモリ

● 数値、単位を大きく表示するLCD（液晶）

● 単3形アルカリ乾電池2本で、約60時間連
続計測ができる省エネ設計。

※1　付属の各接触子の計測用途は次の通りです。
円錐形：回転速度計測用【被測定物の回転体中心が凹状になっている場合に使用します。】
じょうご形：回転速度計測用【被測定物の回転体中心が凸状になっている場合に使用します。】
速度計測ホイル：速度・長さ計測用【被測定物がベルト状等になっている場合に使用します。】
高速の被測定物の速度、長さを測定する場合は、12型ホイル付のご使用をおすすめします。

モータの回転速度計測(接触) 速度計測ホイルを取付けての速度計測
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ハンドヘルド型
デジタル回転速度計
接触タイプ(LED表示)
DT-107N(6型ホイル付)
DT-107NS(12型ホイル付)

回転
速度計 長さ

● 低速の0.1～25000rpmまでレンジ切替え
なしで計測OK

● 最大、最小値、最終計測値、他10点のデー
タをメモリ

● 暗くても表示がはっきり確認できるLED
（発光ダイオード）

● 単3形アルカリ乾電池2本で、約30時間連
続計測ができる省エネ設計。

※1　付属の各接触子の計測用途は次の通りです。
円錐形：回転速度計測用【被測定物の回転体中心が凹状になっている場合に使用します。】
じょうご形：回転速度計測用【被測定物の回転体中心が凸状になっている場合に使用します。】
速度計測ホイル：速度・長さ計測用【被測定物がベルト状等になっている場合に使用します。】
高速の被測定物の速度、長さを測定する場合は、12型ホイル付のご使用をおすすめします。

ハンドヘルド型　デジタル回転速度計
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ハンドヘルド型
デジタル回転速度計
低価格タイプ
接触タイプ　 非接触タイプ
EE-1B        EE-2B
回転
速度計 長さ

● 手のひらサイズのコンパクト設計で安定し
た計測

● 被測定物の回転軸中心に接触子を直接
当てて測る接触式と、離れた所からの計
測が可能な非接触式の2タイプ

※マンガン乾電池使用時の電池寿命は連続約3時間です。アルカリ乾電池使用時はマンガン電池の3倍以上の寿命が期待できます。
　尚、付属品のマンガン電池はサンプルです。寿命については期待できない場合があります。
EE-1B ※付属の各接触子、および速度計ホイルの計測用途は次の通りです。

円錐型：回転速度・総回転数計測用【被測定物の回転体中心が凹状になっている場合に使用します。】
じょうご型：回転速度・総回転数計測用【被測定物の回転体中心が凸状になっている場合に使用します。】
速度計測ホイル：速度・長さ計測用【被測定物がベルト状等になっている場合に使用します。】

EE-2B ※測定距離30cm規定条件：
回転円盤の端面を黒色に塗装し、回転中心から半径40mmの位置に付属の反射テープを1枚貼り付けして測定。(500rpm)

モータの回転速度計測 速度計測ホイルを取付けての速度計測
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デジタルストロボスコープ

LEDデジタルストロボスコープ
AC電源入力型　充電式電池内蔵型
DT-361 DT-365
ストップ
モーション

回転
速度計

光源にLEDを採用
LEDの採用で高周波数（最高120,000fpm） 
での発光が可能となり、印刷機や織機のほ
か、高速で動作する電動工具などの動作
チェックも可能に。
そして、さらに高輝度、長寿命を実現。

● モータ、ギヤ、ファンなどの回転速度の計
測や回転軸の振れのチェック

● タービンなどの超高速回転体のチェック

● 輪転機などの印刷見当ズレのチェック

● 織機の縦糸、横糸の動作チェック

● モータの同期チェック

※1　内部演算処理による遅延時間約30µsが加算されます。

■DT-361 ■DT-365

DT-361
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キセノンデジタルストロボスコープ

DT-3011N  AC電源入力型
DT-3015N  充電式電池内蔵型

ストップ
モーション

回転
速度計

● 高速運動体、回転体の動作をストップモー
ション分析

● 30～35000fpmの広範囲計測

● 同期状態のまま像の移動が可能

● 外部信号用コネクタを標準装備

DT-3011N 

DT-3015N 

DT-3011N 

□
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キセノンデジタルストロボスコープ

DT-3011P 印刷機用AC電源入力型
DT-3015P 印刷機用充電式電池内蔵型

ストップ
モーション

回転
速度計

● 高速運動体、回転体の動作をストップモー
ション分析

● 同期状態のまま像の移動が可能

● 外部信号用コネクタを標準装備

DT-3011P

DT-3015P

DT-3015P 

デジタルストロボスコープ

□
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※使用回転速度は、回転体の大きさによって異なります。
[例：ф60にM5の六角ボルトを取り付けたとき、ギャップ1mmで10,000rpmまで計測可能]
※近接スイッチ一カ所からは、5台までの表示器(回転速度計、カウンタ)に接続可能
※DT-6CGタイプのカウンタには接続不可

検出器

ローラ式エンコーダ
検出器
SE-T2シリーズ

● 長さや速度の簡単計測を可能にするエン
コーダ

● パルス出力10cm/pと1cm/pの2種類をシ
リーズ化し、プリスケール機能のない表示
器でも長さの表示が簡単

● カップリングなどが不要、最初からローラ
付きで取付、使用が簡単

検出

近接スイッチ
検出器
SE-P12/SE-P12-1
● PNPオープンコレクタ出力の1回転1パル
スタイプの発振式回転検出器(SE-P12)

● NPNオープンコレクタ出力の1回転1パル
スタイプの発振式回転検出器(SE-P12-1)

● 検出歯車が不要で、回転体に凸部を1カ
所設けるだけで検出可能

検出

ギアセンサ
検出器
SE-G2

● 検出歯車併用タイプの高分解能近接セン
サ

● モジュール1.0－1.5の歯車や歯車に似た
形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHz
まで応答し、矩形波を出力

● 歯先面からセンサの先端までのクリアラン
スは0.4－1.0mm

検出
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