
幅広い圧力範囲の
圧力計・圧力センサを校正するための

シンプルで簡潔なソリューション

6270A モジュラー 
圧力コントローラ / キャリブレータ
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6270Aは、システムモードにより、 
1台のフロントパネルから
複数のコントローラを
一括操作することができます。
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信頼性・メンテナンス性が高い6270Aは
幅広い圧力範囲における
圧力計や圧力センサなどの校正に最適です

6270Aの優れた特長
• 1台で幅広い圧力レンジの圧力計やセンサを校正することができる
• 様々なモジュラーコンフィグレーションによる多用途かつ経済的なソリューション
• 簡単操作性
• 簡単なメンテナンス
• 真空から20MPa（3000psi）までの幅広い測定圧力レンジに対応
• ２段階の精度クラス（0.02％FS または 0.01％of rdg.）により、性能と予算を最適化
• 高速かつ安定した圧力制御性能
• 英語表示の他、日本語を含む9か国語の表示選択が可能なグラフィカル・ユーザー・インタフェース
• “COMPASS® for Pressure”ソフトウェアにより、完全自動校正システムの構築が可能
• 圧力制御バルブなど内部の清浄度を維持し、汚濁を防ぐ汚染防止システム（オプション）

6270Aは、
通常のベンチトップの他、
ラックマウントも可能です。

FLUKECalibrationの6270A圧力コン
トローラ/校正器は、気体圧力校正
業務の負荷をドラマチックに改善す
る、堅牢で信頼性の高いソリュー
ションです。
高い柔軟性を提供するモジュラーデ
ザインにより、様々なニーズや予算
に合わせて最適化する事を可能に
すると共に、圧力範囲の拡大や作業
量の増加等、ニーズの変化に対応
するフレキシブルな拡張性を提供し
ます。

　6270Aは、生産ラインのダウンタイ
ムを最小限に抑え、また、圧力制御
の速さだけでなくその正確さを併せ持
つ圧力ソースを必要とする圧力セン
サメーカー等にとって理想的な製品
です。画期的なモジュラーデザイン
は、極めて簡単なメンテナンス性と、
広範な圧力範囲における高速圧力
制御と高い測定精度を提供。お客様
の必要とする処理能力を確実に実
現します。

　校正ラボや計器管理部門の管理者
や技術者の方々に、6270Aの幅広い
圧力範囲における高い圧力制御性能
と測定精度、そしてそれらの高い能力
により確立された1台で広範囲の圧力
レンジの機器を校正することができる
高いレンジアビリティを高く評価いた
だいております。

　6270Aは、グラフィカル・ユーザー・イ
ンタフェースと、直感的なハードウェア
デザインにより、どなたでも簡単に操
作することができます。
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6270A の外観と各部名称

最多4回までのボタン操作で
全ての機能にアクセスでき、
読みやすく直観的な
メニュー構成を特徴づける
10か国語に対応した
タッチスクリーンディスプレイ

圧力の安定性や
進行状況が
簡単に確認できる
リアルタイムグラフ

重要な情報が見やすく、編集しやすい
大型のメインディスプレイ

数値を素早く入力できる
シンプルな計算機スタイルの
ハードウェアキーボード

一般的な機械式圧力計等の
校正時の圧力の微調整に便利な
ジョグホイール

非常事に素早いベント操作を
可能にするフロントパネルの
非常停止(ABORT)ボタン

通電中であってもフロントパネルを開けるだけで
基準圧力測定モジュールおよび圧力制御モジュール
にアクセス可能なホットスワップ機能。
6270Aがラックに取付けられているときであっても、
簡単にモジュール交換が可能です。
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スイッチテスト端子 ― 圧力スイッチの
閉ループ試験を可能にする圧力スイッ
チの状態を読み取る機能を装備

システムモード端子で複数の6270Aを接続して
一括制御することにより、異次元のレンジアビリティを提供

完全に自動化されたカスタムシステムの構築や、
オプションのCPS（汚染防止システム）等
アクセサリの操作を可能にする外付けバルブドライバー端子

Ethernet

USB接続

GPIB RS232

簡単に交換できるマニホールドブロック上に
配置された圧力接続ポート。
NPT、BSP (JIS-G)、または6/16-20 SAEの
コネクタから選択が可能

圧力の安定性や進行状況が
簡単に確認できるリアルタイムグラフ

システムの適合性評価のための
ビルト-インリーク試験機能

ユーザによる表示言語選択

6270Aを標準の19インチラックに
取付け可能にするオプションの
ラックマウントキット
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幅広い校正作業負荷の改善 
― 素早く、正確に、確実に

6270Aは、ほとんどの圧力計や圧力
センサの要求をカバーする微差圧
から20MPa（3000psi）までの圧力レ
ンジを校正することができます。
0.02％FSまたは0.01％ of rdg.の２段
階の精度レベルとコンフィグレーショ
ンにより、必要な校正能力とご予算
を絶妙にバランスさせることができ
ます。

モジュラーデザインにより、6270A
は1つの筐体内に異なる精度クラス
の基準圧力測定モジュールを組み
込む柔軟性を実現。それぞれの圧
力レンジ毎に最高レベルの精度の
基準圧力測定モジュールを搭載す
ることも、経済的な標準レベルの精

　　　　　　　度の基準圧力測定モ
　　　　　　　ジュールを搭載するこ
　　　　　　　とも自由自在です。

　　　　　　　　　6270Aの精度仕様
　　　　　　　は、その測定不確か
　　　　　　　さを詳述したテクニカ
　　　　　　　ルノートに全て示され
　　　　　　　ており、どのような校
　　　　　　　正能力を得ることがで
　　　　　　　きるか、詳細にご理解

いただけます。テクニカルノートは
ウェブサイトflukecal.comでダウン
ロード可能です。他のFLUKE 
Calibration 製校正機器と同様、公
称スペックはあくまでコンサバティブ
であり、確実で信頼して頂けるもの
です。

先端技術と
優れたパフォーマンス
基準圧力測定モジュールPM600は、
フルスケールに対して30～100％の
範囲で0.01％ of rdg.の測定の不確か
さを実現するために、水晶振動式基
準圧力センサ技術を応用・発展させ
たFLUKE Calibration独自のQ-RPTテ

クノロジを使用しています。本質的な
絶対圧モードとゲージ圧モードのモ
ジュールを含む14の異なる圧力レン
ジのモジュールから最適な圧力レン
ジをお選びいただけます。絶対圧
モードモジュールは、ゲージ圧モード
での大気圧変化に追従するオンボー
ドバロメータを内蔵しております。
このオンボードバロメータは大気圧変
化の変動を自動補正を実行し、絶対
圧モードとゲージ圧モード両方で高い
測定能力を提供します。ゲージ圧と絶
対圧両方の測定ができる能力による
極めて広い読み値に対する測定性能
により、基準圧力測定モジュール
PM600は極めて広い校正範囲をカ
バーすることができます。

PM200型基準圧力測定モジュール
は、高度にキャラクタライズされたシリ
コン圧力センサを使用することによ
り、正確な圧力測定能力と経済性を
両立することに成功しました。
0.02％FSのスペックには、モジュール
の短時間における動作性能（直線
性、ヒステリシス、繰返し性）だけでな
く、モジュールの長時間安定性と校正
標準の不確かさも含まれています。
高い測定性能と経済性を両立した
PM200の性能にご満足いただけるこ
とでしょう。

広範囲なレンジアビリティが
幅広い作業適用範囲を保証

圧力制御モジュールは幅広い圧力
レンジに対応することができます。
　6270Aに優れた機能として搭載さ
れるパルス変調圧力制御方式は、
機器が正確に機能する確実な最小
値と最大値の比を提供し、広いレン
ジアビリティを提供できる事が証明
された優れた技術です。

オペレータと計器を守る
安全機能

それぞれの基準圧力測定モジュール
と圧力制御モジュールは、メイン筐体
と同様に、偶発的な過負荷から計器
やオペレータを保護するために、圧力
安全弁を備えています。6270Aは
SEP（Sound Engineering Practices）を
使用するように設計されています。
内部の安全弁、オペレータが設定可
能な圧力上限値設定機能、非常時用
の非常停止(ABORT)ボタンを備え、
安全性が最優先事項となっています。

コンタミネーションの防止

もし作業環境に、汚染物質（たとえ
ば水、オイル、気体）を含むデバイ
スが接続される場合、それらの汚染
物質がシステム内に浸入する潜在
的なコンタミネーションの危険があ
ります。
コンタミネーションは、6270Aのバル
ブを詰まらせたり、パーツを摩耗さ
せたり、あるいは、圧力計測性能の
維持を困難にします。基準圧力セン
サが汚染された場合は、センサの
出力悪影響を与え、読みとりの値を
狂わせます。システム上、コンタミ
ネーションが懸案事項であるなら
ば、6270Aのバルブを清浄な状態に
保ち、汚染物質を避けるため、 
6270AのオプションCPS（汚染防止
システム）をご注文下さい。
　CPSは、コントローラ、グラビティド
レンサンプシステム、２ステージフィ
ルタリングシステムから成り、一方
向の流れを維持することで、これま
でにないレベルのコンタミネーション
保護能力を提供します。

精度と経済性の
バランスを
最適化する
様々なモジュールの
組合せ

最大5台まで内蔵可能な
基準圧力測定モジュール
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工場内でも可能な簡単なメンテナンス性
6270A背面の圧力接続ポートマニ

ホールドは酸化被膜アルミ製で、通常
使用に十分耐えられる堅牢に作られ
ています。しかしながら、もし、ねじ山
が傷付いたり、スライドする金属コネ
クタによって摩耗が生じたりした場合
でも、筐体を開けずに簡単にマニホー
ルドブロックを取り外すことができま
す。単純にブロックを押さえているネ
ジを外し、引き出すだけです。
ブロックには何も付属していないた
め、交換はシンプルで安価です。

取り外し可能な背面マニホールド
により、6270Aをラックマウントシステ
ムから簡単に取り外すことができま
す。テストポートとサプライポートをベ
ントし、筐体背面よりマニホールド接
続を外すだけです。配管をマニホー
ルドに繋げたままの状態で、マニホー
ルドは一方向にしか脱着できないた
め、どの圧力ラインがサプライポート
用で、どれがテストポートか心配する
必要はありません。NPT、BSP(JIS-
G)、7/16-20の３種類のマニホールド
により、様々な地域でのニーズにお
応えできるようになっています。
メインマニホールド上のアイソレーショ
ンバルブは、6270Aの筐体最上部か
ら簡単に取り外し可能です。

ほぼ無限の
フレキシビリティを提供する
モジューラーコンフィグレーション

1台の6270Aには、ご要望に最適な
組合せを得るため、最大5つの基準
圧力測定モジュールを搭載すること
ができます。ご希望の校正作業に最
適な圧力レンジと要求仕様の組合せ
をお選び下さい。校正内容や範囲が
拡張または変更された場合には、い
つでもモジュールを増設、変更する
　　　　　　　　　　　ことができます。

モジュールは素早
く簡単に脱着すること
ができます。それぞ
れのモジュールを独
自設計のガイドレー
ルにスライドさせ、適
切な位置で生じるク
リック音が聞こえるま

でノブを締めるだけです。クリック音
はモジュールが安全に適切な位置に
あることを知らせます。ノブ上の独自
の“締め過ぎ防止機能”が過大トルク
による締めすぎを防止します。
オペレータは、締め過ぎや緩みを心
配する必要はありません。

モジュールは筐体の前面から脱着
します。6270Aがラックマウントに設置
されていたとしても、基準圧力測定モ
ジュールと圧力制御モジュールのど
ちらも、筐体前面から簡単に脱着でき
ます。

各々のモジュールは最大作動圧
の3倍の圧力でリーク試験されたエ
ンハンスド・フェイスシール・デザイン
を採用。脱着を繰り返しても、圧力の
測定及び制御能力に影響を及ぼす
ようなシステム内のリークを心配す
る必要はありません。

6270Aはメンテナンスが簡単にできる
よう設計されており、ランニングコスト
を大幅に抑えることに成功しました。
バルブや構成部品の交換方法につ
いて詳細な手順を記載したサービス・
校正マニュアルを発行しております。
一連のオンボードスクリーンキャプ
チャは、トラブルシューティングとして
も活用していただけます。
圧力制御モジュールと基準圧力測

定モジュールが分かれているため、
素早く簡単な修理が可能です。それ
ぞれのモジュールを引き出して交換
するだけで、自動調整も不要です。
オペレータは、新しいモジュールをイ
ンストールするか、場合によっては供
給圧を変更することにより、簡単に圧
力レンジを変更することができます。
圧力レンジを変更するために機材を
FLUKEまたは認定サービス工場に返
送していただく必要はありません。

基準圧力測定モジュールは、筐体
内に装着された状態でも、外部でも、
オプションのPMMキャリブレーション
キットを使用して校正することができ
ます。一度校正されれば、どの6270A
筐体にインストールしても測定の不確
かさに影響なく使用可能です。
モジュールは簡単に移動や交換が可
能で、特殊な工具は不要です。

システム内のすべての構成部品
は、フロントパネルから背面圧力接続
に至るまで、モジュール交換がシンプ
ルにできるよう設計されています。

メインCPUボードは6270Aの最上部
にとりつけられています。わずか数個
のネジを外すだけで交換することがで
きます。

約20秒で可能な
モジュール交換

取付けた

モジュールの状況を

常に確認できます
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自動操作、トレーニング、
サポート

校正品質の一貫性と
作業スループット改善のための
“COMPASS® for Pressure”
ソフトウェアによる自動化

FLUKE Calibrationの“COMPASS® 
for Pressure”は、圧力校正用に特化
して設計されたソフトウェアです。
このソフトにより6270Aを自動制御す
ることができ、一台または複数台の被
試験体に対し、完璧な圧力校正手順
を実行できます。COMPASSソフトウェ
アは、オンラインで自動化されたシス
テムに潜在する未知の要因を取り除
くことができます。

また、6270Aは、6270Aをお客様独
自のソフトウェアまたは他のデータ収
集機器と連携して使用できるように、
外部インタフェースを備えています。
外部インタフェースについての詳細は
6270Aユーザマニュアルに記載されて
います。

必要なサポートを
提供致します

FLUKE Calibrationによる試験、修理、
校正サービスは、お客様のニーズを
適正価格にて素早く満たすことに全力
を尽くしており、同時に、卓越したクオ
リティレベルを維持することが、私ども
FLUKE Calibrationのトレードマークで
す。FLUKE Calibration並びに認定
サービスプロバイダの圧力校正ラボ
は、ISO/IEC 17025への適合性につい
て、A2LA（American Association for 
Laboratory Accreditation）または相当
の認定機関から適合認定を受けてお
ります。お客様が所有されているハー
ドウェアを最高の使用状態に維持でき
るように、世界中に校正・修理工場、
認定サービスプロバイダを整備してお
ります。

ゴールドケアプラン シルバーケアプラン
年に一度の定期校正 オリジナルの工場保証を超える

保証期間の延長

ターンアラウンド期間保証付き

無料修理

修理に含まれる校正

製品をお返しする際の

プライオリティ輸送費前払い

修理時の製品無料アップデート

プライオリティ・ゴールド優先
ヘルプデスク

定期校正と

想定外サービス料金の割引

製品の無料アップデート

製品アップグレード割引

トレーニング受講料割引

Instrument CarePlan
Electrical Calibration Products

Instrument CarePlan

Electrical Calibration Products

オーナーシップコストの支援
ケアプラン

ケアプランにより、ダウンタイムや
オーナーシップコストをコントロー
ルすることができます。
FLUKE Calibrationは、年に一度
の6270A標準校正または認定校
正（工場内ターンアラウンド3日保
証1）および無料の修理（校正込
み、工場内ターンアラウンド10日
保証）を特長とした、１年間、３年
間、５年間に及ぶプライオリティ・
ゴールド・ケアプランをご用意して
おります。

保証期間を2年間または4年間
に延長するシルバーケアプランも
提供しています。

実践的な様々な
トレーニングオプション

FLUKE Calibrationでは、様々な
圧力および流量の校正トレーニ
ングコースを、米国Arizonaの
Phoenix施設で開催しておりま
す。また、日本国内のお客様に
は認定サービスプロバイダである
㈱大手技研において圧力校正ト
レーニングセミナーを提供してお
ります。さらに、多種多様なテー
マの圧力校正Webセミナーを、無
料で定期的に主催しています。お
持ちの全ての圧力コントローラを
適正に維持するためにサービス
やメンテナンストレーニングが必
要であれば、いつでも当社または
認定サービスプロバイダにご相
談ください。

1.工場内ターンアラウンド3日間は、すべての国に対して有効な
わけではありません。お近くのFLUKE代理店まで詳細をお尋
ねください。プライオリティサービスでの運送時間は国により
変わります。
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仕様

一般仕様

電源 100 V ac to 240 V ac,  47 Hz to 63 Hz

ヒューズ T2A 250 V ac

最大消費電力 100 W

動作環境温度 15 ℃ to 35 ℃

保管温度 -20 ℃ to 70 ℃

相対湿度 作動時： <80 % to 30 ℃,  <70 % to 40 ℃,  <40 % to 50 ℃

保管時：<95 %, 結露なきこと。　
高温多湿の場所に長期間保管した後は、4日間の電源安定期間が必要になる
ことがあります。

振動 MIL-T-28800

標高（動作環境） <2000 m

保護等級 IEC 60529: IP20

安全性 IEC 61010-1,  Installation Category II,  Pollution degree 2

重さ（筐体のみ） 13 kg (28.5 lbs)

外径寸法 Height： 147 mm (5.78 in)

Width： 454 mm (17.79 in)

Depth： 488 mm (19.2 in)

ラックマウント寸法 3U-19 inch rack

暖機時間 15 minutes typical

圧力制御仕様

コントロール精度（ダイナミックモード） 0.001% range  

制御ターンダウン 10 : 1  (typical)

最小圧力制御ポイント 1 kPa (0.15 psi) absolute  

供給圧力要求

清浄な乾燥窒素(N2)または空気 ― 工業レベル窒素、99.5％+

最大微粒子汚染物質 ≤ 1.25 micrometer (50 microinches)

最大水分含有量 -50 ℃ dew point

最大炭化水素含有量 30 ppm

真空供給要求（大気に近いまたは大気以下で動作する場合）

オートベント機能により、最大許容量 50 ℓ / 分

高圧ゲージワークシステムの場合は、排気ポートに適切な真空供給システムの保護回路を設けて下さい。

インタフェース / 通信

外部インタフェース IEEE,  Ethernet,  RS232,  USB

システム接続 2または3システム間の相互接続をサポート

スイッチテスト接続 標準４mmジャックのスイッチテスト接続：
ノミナル24 V DC の絶縁駆動
筐体接地に関して、最大30V DC w.r.t.

Auxドライバ、補助ドライバ 外部ソレノイドドライバ　4系統
駆動電圧24V DC （１つのチャンネルに対し最大連続6Wを駆動）
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型式 ゲージ圧モード・レンジ

(SI 単位)

絶対圧モード・レンジ

(SI 単位)

ゲージ圧モード・レンジ

（Imperial units）

絶対圧モード・レンジ 読み値の不確かさ

(% Reading)

スパンの不確かさ

(% Span)

絶対圧モードでの加算

(% Full Scale)

PM600-BG15K -15 to 15 kPa - -60 to 60 inH₂0 - 0.01% 0.003% -

PM600-G100K 0 to 100 kPa - 0 to 15 psi - 0.01% 0.003% -

PM600-G200K 0 to 200 kPa - 0 to 30 psi - 0.01% 0.003% -

PM600-A100K -100 to 0 kPa 6 to 100 kPa -13.8 to 0 psi 0.9 to 15 psi 0.01% 0.003% 0.007%

PM600-A200K -90 to 100 kPa 10 to 200 kPa -13.2 to 15 psi 1.5 to 30 psi 0.01% 0.003% 0.007%

PM600-A350K -90 to 250 kPa 10 to 350 kPa -13.2 to 35 psi 1.5 to 50 psi 0.01% 0.003% 0.007%

PM600-A700K -82 to 700 kPa 18 to 700 kPa -12.1 to 100 psi 2.6 to 100 psi 0.01% 0.003% 0.007%

PM600-A1.4M -0.065 to 1.4 MPa 0.035 to 1.4 MPa -10 to 200 psi 5 to 200 psi 0.01% 0.003% 0.007%

PM600-A2M -0.03 to 2 MPa 0.07 to 2 MPa -5 to 300 psi 10 to 300 psi 0.01% 0.003% 0.007%

PM600-A3.5M -0.03 to 3.5 MPa 0.07 to 3.5 MPa -5 to 500 psi 10 to 500 psi 0.01% 0.003% 0.007%

PM600-A7M 0 to 7 MPa atmosphere to 
7 MPa

0 to 1000 psi atmosphere to 
1000 psi

0.01% 0.003% 0.007%

PM600-A10M 0 to 10 MPa atmosphere to 
10 MPa

0 to 1500 psi atmosphere to 
1500 psi

0.01% 0.003% 0.007%

PM600-A14M 0 to 14 MPa atmosphere to 
14 MPa

0 to 2000 psi atmosphere to 
2000 psi

0.01% 0.003% 0.007%

PM600-A20M 0 to 20 MPa atmosphere to 
20 MPa

0 to 3000 psi atmosphere to 
3000 psi

0.01% 0.003% 0.007%

BRM600-BA100K -  70 to 110 kPa - 10 to 16 psi 0.01% - -

* 不確かさは、圧力モジュールの測定不確かさ(95 %) であり、精度(線形性、ヒステリシス、繰り返し性)、温影響果、1 年間の安定性、上位標準の不確かさが含まれています。

** ゲージ圧モードでの不確かさは、読み値の不確かさまたはスパンの不確かさの、大きい方になります。

** 絶対圧モードでの不確かさは、読み値の不確かさとスパンの不確かさの大きい方に、組み込まれているPM600-AXXXモジュールの中で最低圧力レンジのものの不確かさを加えたものになります。　

　　たとえば、PM600-A200KとPM600-A2Mの場合、2000kPa絶対圧の時の不確かさは0.2kPa（0.01％×2000kPa）+0.014kPa になります。

型式 レンジ (SI units) レンジ (Imperial units) 計測モード 不確かさ (%FS)

PM200-BG2.5K -2.5 to 2.5 kPa -10 to 10 inH₂0 gauge 0.20%

PM200-BG35K -35 to 35 kPa -5 to 5 psi gauge 0.05%

PM200-BG40K -40 to 40 kPa -6 to 6 psi gauge 0.05%

PM200-A100K 2 to 100 kPa 0.3 to 15 psi absolute 0.10%

PM200-BG100K -100 to 100 kPa -15 to 15 psi gauge 0.02%

PM200-A200K 2 to 200 kPa 0.3 to 30 psi absolute 0.10%

PM200-BG200K -100 to 200 kPa -15 to 30 psi gauge 0.02%

PM200-BG250K -100 to 250 kPa -15 to 36 psi gauge 0.02%

PM200-G400K 0 to 400 kPa 0 to 60 psi gauge 0.02%

PM200-G700K 0 to 700 kPa 0 to 100 psi gauge 0.02%

PM200-G1M 0 to 1 MPa 0 to 150 psi gauge 0.02%

PM200-G1.4M 0 to 1.4 MPa 0 to 200 psi gauge 0.02%

PM200-G2M 0 to 2 MPa 0 to 300 psi gauge 0.02%

PM200-G2.5M 0 to 2.5 MPa 0 to 360 psi gauge 0.02%

PM200-G3.5M 0 to 3.5 MPa 0 to 500 psi gauge 0.02%

PM200-G4M 0 to 4 MPa 0 to 580 psi gauge 0.02%

PM200-G7M 0 to 7 MPa 0 to 1000 psi gauge 0.02%

PM200-G10M 0 to 10 MPa 0 to 1500 psi gauge 0.02%

PM200-G14M 0 to 14 MPa 0 to 2000 psi gauge 0.02%

PM200-G20M 0 to 20 MPa 0 to 3000 psi gauge 0.02%

* 　　　レンジ 100 kPa 以上のゲージ圧モジュール(PM200-GXXX またはPM200-BGXXX) は、気圧リファレンス・モジュールと共に使用することで絶対圧測定に対応します。
** 　 不確かさは、圧力測定モジュールの測定不確かさ(95 %) であり、精度(線形性、ヒステリシス、繰り返し性)、温度影響、1 年間の安定性、上位標準の不確かさが含まれています。
***   ゲージ圧モジュールの不確かさはゼロ調整を行うことを前提としています。絶対圧モジュールの不確かさには、ゼロ点の1 年間の安定性が含まれます。
　　　 定期的にゼロ調整を行った場合の不確かさは0.05 % FS です。
**** 大気圧モジュールを用いたゲージ圧モジュールの絶対圧モードの不確かさは、ゲージ圧モジュールの不確かさに大気圧モジュールの不確かさを加えたものとして計算されます。

（Imperial units）
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ご注文方法 

型式

6270A-NPT Modular Pressure Controller 
Chassis, NPT Manifold

6270A-BSP Modular Pressure Controller 
Chassis, BSP Manifold

6270A-7/16 Modular Pressure Controller 
Chassis, SAE 7/16-20 Manifold

制御モジュール

PCM-STD-20M Pressure Control Module, 
Standard Turndown

圧力モジュール
圧力測定モジュールの詳細については
仕様にてご確認ください。

アクセサリ

RMK-19IN-3U ラックマウントキット 19 in width, 3U 

CASE-6270  

CASE-PMM  

PK-6270-NPT 

PK-6270-BSP  

6270A運搬用ハードケース  

PMM運搬用ハードケース  

NPTラインフィッティングキット 

BSPラインフィッティングキット

PMM-CAL-KIT-20M PMMキャリブレーションキット、
20MPa (3000 psi)  

CPS-20M 汚染防止システム、 20 MPa (3000 psi) 

TST-20M テストステーション、20 MPa (3000 psi) 

VA-PPC/MPC-REF-110 　真空ポンプパッケージ、110V 

VA-PPC/MPC-REF-220 　真空ポンプパッケージ、220V

最も幅広いレンジの
キャリブレーションソリューション

FLUKECalibrationは、最広範な圧力レンジの校正器、
標準器、ソフトウェア、それに伴うサービス、サポート、
そして電気・温度・圧力・RF・流量校正のトレーニング
コースを提供しております。

FLUKE製品やサービスに関する情報については
www.flukecal.com をご覧ください。

CPS（汚染防止システム）は、汚染物質が6270Aに到達するの
を防ぐのと同様、被校正ユニットを接続するテストスタンドにも
ご利用いただけます。

nakayama
スタンプ




