
受 入 検 査

調 理

輸 送 ・ 保 管

温 度 計 の 標 準 器

30
cm

●従来のガラス標準温度計（水銀）に代わるデジタル標準温度計です。
●－100～360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示、高精度センサ
　との組み合わせで総合精度±0.16℃の高精度測定が可能です。
●ご使用中の各温度計の精度管理用、高精度の温度管理に最適です。

食品用放射温度計　SK－8920

￥12,500（税込み ￥13,750）
No.8264-00

・各測定対象物に適した放射率3点切替機能付
・測定範囲：－40～250℃

オーブンメータ
￥2,400（税込み ￥2,640）No.1726-20

・測定範囲：0～300℃
データロガー記憶計®（温湿度）

￥28,800（税込み ￥31,680）
No.8870-00 ＋No.8880-01

・最大16000ヶのデータを記憶できるデータロガー
・記憶中に現在の測定値を確認可能
・パソコンで解析、保存が可能な専用ソフト付
・測定範囲：－10.0～60.0℃、5.0～95.0%rh

　SK－L754(指示計)
　／SK－L754－1(センサ）

冷蔵庫用温度計
チェッカーメイトⅡ
１針　No.1716-00

￥4,870（税込み ￥5,357）
２針　No.1717-00

￥5,500（税込み ￥6,050）
・ドアを開けずに冷蔵庫内温度を確認
（２針は２ヶ所を同時測定）
・本体設置用ホルダー付
・測定範囲：－40～50℃

冷蔵庫用温度計　ポリス
No.1713-00 ￥680（税込み ￥748）
・設置用マグネット付
・測定範囲：－30～50℃

精密型デジタル温度計　SK－810PT(指示計）

オプションセンサ

￥36,800（税込み ￥40,480）No.8012-00

種類

低温用

中温用

高温用

汎用

形状
グリップ
スリーブ
グリップ
スリーブ
グリップ
スリーブ

グリップ

製品番号
No.8012-30
No.8012-50
No.8012-32
No.8012-52
No.8012-34
No.8012-54

No.8012-10

型式
S810PT-30
S810PT-50
S810PT-32
S810PT-52
S810PT-34
S810PT-54

S810PT-10

測定範囲

－100.00～  50.00℃

　  0.00～200.00℃

　150.00～360.00℃

－100.00～200.00℃

※指示計価格にセンサは含まれていません。
用途に応じた最適なセンサを選択してください。

価格

温度

温度

校正温度

湿度温度
校正

データロガー記憶計® 温度（Ptセンサ）タイプ

￥60,000（税込み ￥66,000）No.8850-00 ＋No.8860-01
・温度センサにPt（白金測温抵抗体）を採用
・最大16000ヶのデータを記憶できる2chデータロガー
・記憶中に現在の測定値を確認可能
・パソコンで解析、保存が可能な専用ソフト付
・最大2本の温度センサが接続可能
・測定範囲：－99.9～100.0℃

SK－L753(指示計)
／SK－L753－1(センサ） 温度 校正 超低温

表示部

レーザマーカ
ON/OFFキー

放射率切替キー

温度表示

肉・魚・野菜・くだもの・
パン類・穀物など 

紙類・パック類など

フライパン・鉄板など

0.98

0.92

0.85

【放射率の目安表】

校正温度

温度

（標準センサSK－S100K付）
防水型デジタル温度計　SK－1260

No.8080-05 ￥3４,３00（税込み ￥3７,730）
・測定値のメモリ機能付（専用プリンタへ出力可能）
・汚れ防止の本体ソフトケース付
・用途に合わせた各種オプションセンサを接続可能
・測定範囲：－100～300℃

校正温度

防水型デジタル温度計

￥5,200（税込み ￥5,720）
センサ長約30cm　　No.1758-00　PC-9235

￥3,500（税込み ￥3,850）
センサ長約9cm　　 No.1756-00　PC-9230

・JIS C 0920 IPX7に準拠（水がかかる場所でも使用可能）
・先端部φ1.5の極細センサで高速応答タイプ
・表示反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい
・センサケースを付属
・測定範囲：－50～240℃

校正温度

※写真はチェッカーメイトⅡ　２針

¥46,700
（税込み￥51,370）

¥39,200
（税込み￥43,120）

¥39,200
（税込み￥43,120）

¥14,200
（税込み￥15,620）

V.10

おもとめは…

SK SATOホームページ　インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。

URL:http://www.sksato.co.jp このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2022年10月現在の価格です。

本 社
東 京 営 業 所
大 阪 営 業 所
仙 台 営 業 所
名古屋営業所
富 山 営 業 所
福 岡 営 業 所

〒101-0045
〒101-0045
〒540-0037
〒989-1304
〒460-0011
〒939-8211
〒812-0018

東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10
宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1
愛知県名古屋市中区大須1-3-16
富山県富山市二口町5 - 2 - 3
福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル4F

☎03-3254-8111㈹
☎03-3254-8112㈹
☎06-6944-0921㈹
☎0224-83-4781㈹
☎052-204-1234㈹
☎076-494-3088㈹
☎092-451-1685㈹

FAX03-3254-8119
FAX03-3254-8119
FAX06-6944-0926
FAX0224-83-4770
FAX052-204-1123
FAX076-494-3090
FAX092-451-1688

東京工場　　宮城工場　　朝霞配送センター
ISO9001／宮城工場　　JCSS／宮城工場  校正技術課

SK-270WP
（標準センサS270WP-01付）

防水型デジタル温度計

②

①

②①

No.8078-00　壁掛け用フック穴あり
￥19,800（税込み ￥21,780）
No.8078-20　壁掛け用フック穴なし
￥19,800（税込み ￥21,780）

校正
温度

SK-270WP-B（標準センサS270WP-01付） Bluetooth通信 
防水型無線温度計

￥26,800（税込み ￥29,480）No.8078-60

校正温度無線

測定値を本体に記録し、専用ソフトウェアで
パソコンへ収集が可能
・連続記録
　（設定した記録間隔で測定値を本体に記録）
・手動記録
　（キーを押したタイミングで測定値を本体
に記録）

温度・湿度管理で衛生管理

食品用測定機器

＜ 工程例 ＞

抜取検査

HACCP方式
継続的な監視・記録

原
材
料

入
荷

保
管

調
合

加
熱

冷
却

包
装

出
荷

従来方式

各工程での
重点管理点を設定

例） 異物の検出温度・時間の管理

温度・湿度管理で衛生管理

食品用測定機器
温度・湿度管理で衛生管理

食品用測定機器

対象となる事業者…従業員数や専任の品質管理部門の有無など一定の規模の条件を有する業者、と畜場及び食鳥処理場　など

対象となる事業者…小規模事業者、当該店舗での小売販売のみを目的とする製造・加工・調理事業者、提供する食品の種類が
多く変更頻度が高い業種、一般衛生管理の対応で管理が可能な業種　など

● HACCP機能　　　※SK-270WPのみ
測定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーを
スタートさせるHACCP機能を搭載。
例）　設定温度：75℃　設定時間：1分間
１）測定対象物の温度が75℃に達する
２）タイマーのカウントダウンがスタート
３）1分を経過すると、ブザーやLED点灯でお知らせ

● 丸洗い可能　－ JIS C 0920 IP67準拠 －
流水での丸洗いやアルコールでの拭き取りが可能。
（センサ接続時）

● シール貼付をなくして異物混入を防止
本体はシリアルナンバー及び校正年月
を内部に記憶して電源投入時に表示。
（SK-270WP-Bはキー操作で表示）

センサはシリアルナンバーを握り手部に刻印。

● 食品衛生法適合
センサは食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用

本体シリアルナンバー ▲

センサシリアルナンバー ▶

CSVデータ例▶

「HACCPに基づく衛生管理」：一般衛生管理に加え、 コーデックスHACCPの「７原則12手順」に則った衛生管理を行う　　　

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」： 一般衛生管理を基本とし、HACCPの考え方に基づき作成された各業界団体
の手引書等を参考に必要に応じて重点管理点を設定し衛生管理を行う

食品の安全を管理するシステムです。HACCP
とは？
HACCP
とは？

食品温度測定に最適!!食品温度測定に最適!!

HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）とは、製品の原材料受入から最終製
品出荷までの各工程において製品の安全を確保するための衛生管理の手法です。
HACCPでは、製造の全工程において「危害要因（ハザード）の予測」「重点管理点の設定」「監
視」「記録」することが重要です。2021年6月からの「HACCP義務化」により、すべての食品
等事業者は、下記のいずれかのHACCPに沿った衛生管理に取り組まなければなりません。

　【危害要因の分析】
食中毒菌汚染を防ぐには…
加熱・冷却時の温度・時間が重要
　【重点管理点を設定】



保管庫

搬入口

調理場

調理場

管理室

データロガー記憶計®（温度）
SK-L751（指示計）
/SK-751-2（センサ）

ノータッチタイマー®　TM-29

防水放射温度計（サークルサーモ®） SK-8950 防水放射温度計（サークルサーモ®） SK-8950 

防水型デジタル温度計　SK-270WP
　　　　（標準センサS270WP-01付）
防水型デジタル温度計　SK-270WP
　　　　（標準センサS270WP-01付）

防水型デジタル温度計
SK-270WP-K
（標準センサS270WP-01付）

防水型デジタル温度計
PC-9230、PC-9235

防水型デジタル温度計
SK-270WP-K
（標準センサS270WP-01付）

防水型デジタル温度計
PC-9230、PC-9235

屈折計シリーズ屈折計シリーズ

冷蔵庫用温度計　PC-3300冷蔵庫用温度計　PC-3300

❸❸

❷❷

❹❹

12

13

❺❺

❽

❾
❼

10

11

❻❻

❶❶

防水型無線温度ロガー
　　　　SK-320BT-C
防水型無線温度ロガー
　　　　SK-320BT-C

無線温湿度ロガー子機
　SK-L700R-TH（指示計）
　/SK-L700R-TH-1（センサ）

無線温湿度ロガー子機
　SK-L700R-TH（指示計）
　/SK-L700R-TH-1（センサ）

壁掛型防水デジタル温度計
SK-100WP（指示計）/S100WP-01（センサ）
壁掛型防水デジタル温度計
SK-100WP（指示計）/S100WP-01（センサ）

寸胴鍋用バイメタル温度計
BM-R-75
寸胴鍋用バイメタル温度計
BM-R-75

防水キッチンタイマー　TM-36防水キッチンタイマー　TM-36

無線ロガー　親機・中継器　SK-L700R無線ロガー　親機・中継器　SK-L700R
無線電波

製品番号

No.0180-00

No.0181-00

No.0182-00

No.0184-00

No.0186-00

No.0187-00

No.0189-00

No.0190-00

No.0190-02

No.0190-04

型　式

SK-100R

SK-101R

SK-102R

SK-104R

SK-106R

SK-107R

SK-109R

SK-200R

SK-201R

SK-202R

測定対象例

果汁、飲料、糖分

ソース、醤油、たれ

果汁

だし汁、トマト果汁

はちみつ、みずあめ

ジャム、マーマレード

混濁している液体

食塩水

ラーメンスープ

めんつゆ

測定範囲

Brix 0.0～32.0%

Brix 28.0～62.0%

Brix 0.0～18.0%

Brix 0.0～10.0%

Brix 58.0～92.0%

Brix 45.0～82.0%

Brix 0.0～50.0%

食塩濃度0.0～28.0%

スープ濃度0.0～32.0%

かんすいボーメ度0.0～10.0

汁濃度0～56%

食塩水0～28%

価　格

¥17,000
（税込み￥18,700）

¥18,000
（税込み￥19,800）

¥19,000
（税込み￥20,900）

¥13,000
（税込み￥14,300）

¥13,000
（税込み￥14,300）

¥15,000
（税込み￥16,500）

¥16,000
（税込み￥17,600）

¥16,000
（税込み￥17,600）

¥21,000
（税込み￥23,100）

¥16,000
（税込み￥17,600）

SK-270WP（標準センサS270WP-01付）
❻ 防水型デジタル温度計

 No.8078-00　¥19,800（税込み ¥21,780）
・JIS C 0920 IP67準拠で丸洗い可能（センサ接続時）
・設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせるHACCP機能搭載
・汚れ防止の本体ビニールカバー付　・測定範囲：－40.0～250.0℃
・用途に合わせた各種オプションセンサを接続可能（揚げ油測定用、投込用他）
（センサは食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用）

校正温度

SK-270WP-K（標準センサS270WP-01付）
❼ 防水型デジタル温度計　単機能タイプ（壁掛け用フック穴なし）

 No.8078-40　¥19,000（税込み ¥20,900）
・JIS C 0920 IP67準拠で丸洗い可能（センサ接続時）
・汚れ防止の本体ビニールカバー付　・測定範囲：－40.0～250.0℃
・用途に合わせた各種オプションセンサを接続可能（揚げ油測定用、投込用他）
（センサは食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用）

校正温度

校正温度

温度❾ 寸胴鍋用バイメタル温度計　BM-R-75
 No.2350-00　¥14,500（税込み ¥15,950）
・鍋取り付け用クリップ付　・測定範囲：0～120℃

❽ 防水型デジタル温度計　PC-9230、PC-9235
製品番号 型　式 価　格 センサ長

 No.1756-00　PC-9230　¥3,500（税込み ¥3,850）　 約9cm
 No.1758-00　PC-9235　¥5,200（税込み ¥5,720）　 約30cm
・JIS C 0920 IPX7に準拠（水がかかる場所でも使用可能）
・先端部φ1.5の極細センサで高速応答タイプ　・測定範囲：－50～240℃
・表示反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい　・最高値、最低値をメモリ

11 防水キッチンタイマー　TM-36
 No.1709-30　¥1,700（税込み ¥1,870）
・濡れた手でも操作可能（JIS C 0920 IPX4に準拠）

14 防水型無線温度ロガー（分離タイプ）　SK-320BT-C
 No.8440-20　¥12,000（税込み ¥13,200）
・スマートフォンやタブレットで離れた場所（30m）から温度を確認可能
・専用アプリでグラフ表示、パソコンへのメール送信が可能
・センサ部はJIS C 0920 IPX7準拠
・測定範囲：－50.0～150.0℃

校正温度
SK-L751（指示計）/SK-L751-2（センサ）

❶ データロガー記憶計® 温度（サーミスタセンサ）タイプ

 No.8800-00 + No.8810-02　　¥22,800（税込み ¥25,080）
・最大16000ヶのデータを記憶できる2chデータロガー
・記憶中に現在の測定値を確認可能　・最大２本の温度センサが接続可能
・パソコンで解析、保存が可能な専用ソフト付  ・測定範囲：－40.0～80.0℃

校正温度

❷ 防水放射温度計（サークルサーモ®） SK-8950 校正温度

❸ 冷蔵庫用温度計　PC-3300
 No.1740-00　¥3,400（税込み ¥3,740）
・現在温度と最高最低温度を常時表示
・測定範囲：－50～70℃（外部）、－5～50℃（内蔵）

 No.8269-00　¥13,700（税込み ¥15,070）
・JIS C 0920 IP54準拠　・測定範囲：－60～550℃
・サークルタイプのレーザマーカで測定箇所の目安を確認

校正温度

❹ ノータッチタイマー®手洗い当番®　TM-27
 No.1707-20　¥2,800（税込み ¥3,080）
・本体に触れずに手をかざしてタイマーをスタート
・5～90秒まで5秒間隔で設定可能　・設置用マグネット付

❺ ノータッチタイマー®　TM-29
No.1707-30　¥3,300（税込み ¥3,630）
・本体に触れずに手をかざしてタイマーをスタート　・防滴仕様（正面）
・3種類のアラーム音から選択可能　・設置用マグネット付

　 SK-100WP（指示計）/S100WP-01（センサ）

15 屈折計シリーズ

10 壁掛型防水デジタル温度計

 No.8050-00＋No.8051-00　¥23,100（税込み ¥25,410）
・センサは特注可能　・鍋取り付け用クリップ付
・測定範囲：－10.0～110.0℃

校正温度

12 無線ロガー　親機・中継器　SK-L700R
 No.8220-00　¥27,000（税込み ¥29,700）
・最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガー
・専用解析ソフトウェア付　（測定データの収集、モニタリング　他）
・無線到達距離は、遮蔽物のない見通しの良い屋内直線で約100ｍ
※中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能
・無電圧接点２接点、警報メールの送信機能付

　 SK-L700R-TH（指示計）/SK-L700R-TH-1（センサ）
13 無線温湿度ロガー子機

 No.8223-00＋No.8223-11　¥27,800（税込み ¥30,580）
・親機（中継器）と無線で通信
・最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガー
・記憶した測定データは、microSDメモリカード（別売）にコピー可能
・測定範囲：－10.0～60.0℃、5.0～95.0%rh

湿度温度 校正

ノータッチタイマー®　TM-29

SK-270WP用
揚げ油測定センサ
SK-270WP用
揚げ油測定センサ

濃度
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「食」の安全管理の方法として重要な HACCP (ハサップ) 。
 HACCPの取り組みに最適な測定機器を各工程ごとにご紹介します。

原材料 入　荷 保　管 調　合 加　熱 冷　却 包　装 出　荷

※ 各工程での 危害要因を予測し（HA）、その危害要因を除去または低減させるために重点管理点を設定します（CCP）。継続的な監視・記録が重要です。

ノータッチタイマー®　TM-27ノータッチタイマー®　TM-27

「食」の安全管理の方法として重要な HACCP (ハサップ) 。
 HACCPの取り組みに最適な測定機器を各工程ごとにご紹介します。

：トレーサビリティ校正可能製品校正


