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JISの改訂について Concerning the revision of the JIS standard

型式表の見方 Instructions for how to selectはじめにお読み下さい Firstly please read.

Warning

使用材質、機能、使用条件等が不適切ですと事故を引き起こす可能性があります。 Accidents may be caused by inappropriate usage, operating conditions and materials.

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
This is the safety-alert symbol which indicates a potential cause of serious injury or death.

安全が要求される用途への使用（医療機関、原子力、飲料、食料、車両等）の際は弊社へご連絡下さい。
Consult with us about applications that require safety (medical, nuclear, beverage, food, vehicle use, etc)

異なった条件で使用しますと機器本来の性能が維持できず、破損等の原因となります。 If used in ways other than those speci�ed, damage may result.

製品により使用条件（耐圧、耐熱、流体等）が異なりますので、設計時の仕様でご使用下さい。結露、流体の凍結のない環境でご使用下さい。
Do not use products for purposes other than which they have been expressly designed for. Use it in the environment where condensation of humidity and freezing of the �uid wil not occur. 

傾きや衝撃があると流量精度の悪化や、製品の破損等の原因となります。Slant and impact shock may result in deterioration of the �ow accuracy and damge to the product. 

機器の取りつけは水平、垂直とし、設置後も衝撃を与えないで下さい。急激な圧力、温度変化による衝撃を与えないでください。
Be careful to install the products vertically or horizontally and to avoid impact shock after installation.Do not give any abrupt pressure and temperature change caused by from impacat shock. 

使用すると爆発災害を引き起こす可能性があります。 If used in an atmosphere of explosive gas, it may cause an explosion.

爆発性ガスの雰囲気中では使用しないで下さい。
Never use the metering device in an atmosphere of explosive gas.

本項をお読みの上、正しくご使用下さい。Please use properly after having read the above safety instructions.

この安全上の注意を無視し、製品本来の使い方以外による責任は負いかねます。
We are not liable for improper use or abuse of the device due to neglect of safety instructions.

流体に異物の混入を避けて下さい。
Avoid mixing foreign matter into the �uid.

国内で製造販売される製品は、JISマークが表示されなければいけません。しかし、製品によっては、JISマークが必要としないものについては、適用除外になっておりま
す。面積式流量計は、JIS-B-7551に規定されていますが、マスフローなどは、規定されていません。しかし、測定方法において、流量測定や器差試験方法は、JIS規格で
規定されていますので、そのJISナンバーに適合しています。
The JIS mark must be put on products which are sold in Japan. It is, however, excluded from products deemed not necessary to mark. The variable area �owmeter is under the terms of JIS-Z-8761, but the mass �owmeter is not provided 
for in the JIS standard. The �ow measurement and the testing method of the instrumental error conform to the JIS number, as they are provided for in the JIS standard.

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
本書では安全上においての表示を下記の通り表記いたします。内容を良く理解された上で本文をお読み下さい。
Please read carefully and use products according to instructions.

The symbols used with regard to safety precautions in this catalogue are indicated below. Please read the text thoroughly and act according to instructions contained therewith in. 

■

■

■

■

流体に異物が混入しますと機器の動作が不安定となります。異物が混入すると予測される場合は流量計一次側にフィルタを挿入して下さい。
If foreign matter is introduced into the device, it may become unstable in operation. If there is a possibility of foreign matter entering the device, it is recommended to place the �lter at the primary side of the �owmeter.

型式表のご利用方法 A Guide to selecting安全上のご注意 Safety precautions

警告

Warning警告

X X - X X

1.ご選定事項 Selecting items to be speci�ed

規格より右側へ順にご選定下さい。
Specify them from the �rst item of standard to the right direction in order.

3.コメントウィザード Wizard on explanatory notes

2.説明 Explanations

各数字、アルファベット文字の詳細が掲載されています。
特殊に該当する場合は弊社にご相談下さい。
Necessary information on speci�cation are listed and exposited here in detail. 
For speci�c item, consult us with your speci�cations.

＊印に対応する注釈が掲載されています。Explanatory notes are indicated with mark ＊.  

4.即納マーク Quick delivery (Only Japan available)

弊社で在庫している製品です。オンラインストア(http://www.tofco.jp/store/)からもご購入頂けます。
また、即納対応製品として掲載されていても、予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。


