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Bluetooth 
+ App

testo Smart ダウンロード無料

重量または過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを
実現するスマートバルブ (ワイヤレス電磁弁)

充填プロセスを可視化して記録と文書化までサポート

堅牢かつ軽量コンパクト

対応モデル：

・ モバイルアプリ testo Smart (Android / iOS)
・ デジタルマニホールド testo 557s / 550s

・ デジタルマニホールド testo 557 / 550 Bluetooth 搭載モデル

スマートスケールとスマートバルブは、冷凍機・ヒートポン
プへの冷媒充填を効率的に行うための革新的なツールです。
デジタルマニホールドまたはモバイルアプリで操作して、素
早く、確実に充填作業を実施することができます。自動
チャージでは、目標重量だけでなく、デジタルマニホールド
を併用して過熱度や過冷却度の目標値を設定することもでき
ます。

冷媒充填の効率改善や時間短縮を実現し、さらにそのプロ
セスをデジタルデータとして記録や管理が可能。ユーザー
はフィールドサービスの品質や信頼性をさらに高めること
ができます。

Data sheetData sheet
testo 560i

testo 560i
スマートスケール
冷凍機やヒートポンプの冷媒充填と回収に
デジタルマニホールドまたはアプリでワイヤレス操作
スマートバルブと組み合わせて自動チャージに対応
アプリ連携でプロセスの記録と文書化をサポート

Bluetoothでデジタルマニホールドまたはスマートフォ
ン・タブレットと接続して操作

http://www.testo.com


testo 560i

モバイルアプリ

スマートスケール ＆ スマートバルブ

・ testo 560i スマートスケール
・ スマートバルブ
・ 乾電池
・ ショルダーバッグ

testo Smart

アクセサリ 型番

ショルダーバッグ (324 × 307 × 123 mm) 0516 1000

testo 560i
スマートスケール
自動充填セット

型番： 0564 2560 55

・ testo 560i スマートスケール
・ 乾電池
・ ショルダーバッグ

testo 560i
スマートスケール

型番： 0564 1560 55

・ スマートバルブ
・ 乾電池

スマートバルブ

型番： 0560 5600 55

•  testo 560iの測定から文書化までをサポート

• 重量または過熱度・過冷却度を目標とした自動
チャージ

• デジタルマニホールドやスマートプローブ等の
テストーのBluetooth搭載モデルに対応

• グラフや表で測定の推移を確認・記録が可能

• 記録した測定データをCSVやPDFレポートと
してエクスポート

システム要件：

Android 6.0 / iOS 11.0 以上

スBluetooth 4.0 ～

Google Play および App Store より

ダ ウ ン ロ ー ド 無 料



testo 560i

テクニカルデータ

デジタルマニホールド

testo 560i スマートスケール
測定範囲 0.00 ～ 100.00 kg
精度 (at 22 ℃) ±(10 g + 測定値の0.03%) (0 ～ 30 kg)

±(10 g + 測定値の0.05%) (30 ～ 100 kg)
分解能

使用環境 － 湿度 0～ 80 %RH

接続 Bluetooth 4.2
Bluetooth 通信距離
使用環境 － 温度 -10 ～ +50 ℃

保管温度 -10 ～ +50 ℃
外形寸法 310 × 287 × 58 mm
質量 4.36 kg (バッテリとショルダーバッグを含む)
保護等級 IP 44
バッテリ 単3乾電池 × 4
バッテリ寿命 約70時間 (at 25 ℃)  

スマートバルブ

使用環境 － 湿度 0 ～ 80 %RH

最高使用圧力 35 bar (3.5 MPa)
接続 Bluetooth 4.2

Bluetooth 通信距離
使用環境 － 温度 -10 ～ +50 ℃

保管温度 -10 ～ +50 ℃
外形寸法 95 × 119 × 47 mm
質量 0.57 kg (バッテリを含む)
保護等級 IP 54
バッテリ 9V角形アルカリ乾電池 × 1
バッテリ寿命

販売終了製品

testo 557s デジタルマニホールド

型番： 0564 5571 55

スマールとの接続： 直接またはアプリ経由

testo 550s デジタルマニホールド

型番： 0564 5501 55 (ベーシックセット)
 0564 5502 55 (セット)

スケールとの接続： 直接またはアプリ経由

testo 550i スマートマニホールド

型番： 0564 3550 55 

スケールとの接続： アプリ経由

testo 557 デジタルマニホールド

Bluetooth搭載モデルに限る

スケールとの接続： アプリ経由

testo 550 デジタルマニホールド

Bluetooth搭載モデルに限る

スケールとの接続： アプリ経由

現行製品

30 m ～ (障害のない環境)

50 m (障害のない環境)

約60時間

0.01 kg
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www.testo.com
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● セールス   　  TEL.045-476-2288  FAX.045-476-2277
● サービスセンター（修理・校正） 　 TEL.045-476-2266  FAX.045-393-1863

ヘルプデスク   TEL.045-476-2547
ホームページ  http://www.testo.com　e-mail  info@testo.co.jp

 ＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー




