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カタログ記載の単位について For the unit described in the catalog

面積流量計の目盛表記 Scale markings on the variable area type �owmeter

MPa各圧力単位の後の（G）とは、ゲージ圧を表す略称です。流量計本体には略称を表示いたします。

The symbol (G) following the unit of MPa stands for the gage pressure. The abbreviated expression is often used in �owmeter bodies.

℃はK－ケルビン－に置換できますが、℃の使用がSI単位施行後も継続して可能な為、 製品には℃を標準として表示します。 
本書では参考値としてKを掲載しています。

①： 従来使用の単位
②： SI単位

標準目盛の場合、最大流量を10として、最小流量を（比率10 ：1)で表示します。
If the standard scale is indicated at 10 as the maximum �owrate, the minimum �owrate is indicated at the ratio of 10:1.

例 ： Max. 20L/minの場合 2～20L/minとなります。
For example: If the max �owrate is 20 L/min, it is scaled at 2 - 20 L/min. 

流量目盛を表示します。Indicates �owrate.

シリアル番号を表示します。Indicates the serial number.

使用条件を表示します。Indicates operational conditions.
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※（G）＝GAUGE
※（G）の記号はゲージ圧を示します。
          The symbol (G) indicates gage pressure.

流体が気体の場合の例

本カタログではSI単位（規格の国際化）に対応する為、単位を下図の様に併記して掲載しています。
In this catalog the SI units have been adapted to correspond to the international system of units. The units are followed by the corresponding SI units enclosed in parentheses in conjunction with the conventional units as shown below.

1atm（大気圧）とゲージ圧について With respect to 1 atmospheric pressure and gage pressure

流量計内に圧力がかかる場合とかからない場合とでは、流量に大きな差異が生じます。気体用流量計をご選択いただくときは、流量計内に負荷圧力としてかかる、ゲージ
圧の大きさを決定する必要があります。
In the case where a great deal of di�erential occurs in �ow measurement, it is caused by pressure either being exerted inside of the �owmeter or not. Hence it is necessary to decide how much gage pressure is exerted on the �owmeter 
as a load pressure.

流量計ニードルバルブについて With respect to the needle valve

当社の流量計用ニードルバルブは、流量調整を目的としております。頻繁にシャットオフを必要とされる場合は、同一ライン上にボールバルブ等のシャットオフバルブを
設置する事を、おすすめ致します。
The needle valve built in our �owmeters is used for the purpose of �ow control only-not for shut o�. If necessary, it is recommended a shut-o� valve such as a ball valve and the like should be installed in the same line. 

目盛印字文字は下記（下図は流体がAIRの場合の1例）の様になります。
The scale is as follows (in this case the �uid is air.)

For example in case when the �uids are gases 
：

1atm  20℃

①
（  OMPa(G)  293K  ）

②

SI units

Conventional units

印字方式は彫刻又はシルク印刷となり製造ロットにより異なる場合があります。
印字色は機種により異なります。
Printing method is either by engraving or silk screening but may vary with the production lot.
The color varies with type of �owmeter selected.

フロートの最大直径部で流量を読み取ります。Flow rate can be read from the largest cross section of a �oat.
目盛と下図の矢印が水平になる様に目の高さを合せてください。The eye level should be adjusted so as to be horizontal to the scale as illustrated  below.

※ フロート形状や材質は、機種やご仕様に基づき当社で選定いたします。 A �oat type & a �oat material will be selected by us based on the product Series and speci�cations.

 The temperature in °C  can be substituted by K of Kelvin. °C  has been adopted for use on the products as our standard. (The symbol K is used for referential value only.)

ニードル弁までは設定圧が加わりますので、それ以降の目盛管部は大気圧となり、流量計は1 atm仕様となります。
The setting pressure is exerted on the needle valve. Subsequently internal pressure reaches atmospheric pressure and the �owmeter is speci�ed as 1 atm speci�cation.

1 atmで製作する場合（fig A） If making by 1 atmospheric pressure (Fig. A)

目盛管、ニードル弁までは設定圧が加わり、流量計内部はゲージ圧がかかることになります。流量計はゲージ圧仕様となります。
この違いを良くご確認の上、機種のご選定をお願い致します。
The setting pressure is exerted on the valve and the inside of the �owmeter at gage pressure. Hence the �owmeter is speci�ed with the gage pressure.
Please be careful to select the type upon consideration of this di�erence. 

ゲージ圧（MPa(G)）で製作する場合（fig B） If making by the gage pressure (MPa(G)) (Fig. B)

流量計（1atm仕様）
Flowmeter (at 1 atm speci�cation)圧力計

Pressure gage
圧力計
Pressure gage

バルブ ValveP

大気開放 Releasing to atmosphere

設定値（例：0.2MPa(G)）
Setting value (For example: 0.2MPa(G))

（fig.A）

バルブ Valve

P

大気開放 Releasing to atmosphere

設定値（例：0.2MPa(G)）
Setting value (For example: 0.2MPa(G))

流量計（0.2MPa(G)仕様）
Flowmeter (at 0.2MPa(G) speci�cation)

（fig.B）
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面積流量計のフロートの読み取り方 How to take a reading by �oat on the variable area type �owmeter

流量を読み取る時のフロート（指示子）の位置関係は次の通りです。
When taking a �owrate reading, the positioning relationship of the �oat (rotor) is as illustrated below.

面積式流量計スイッチ仕様 A variable area type switch speci�cation

■

■

■

無電圧、有電圧共用で使用可能。 Can be commonly used for both applying and no applying voltage. 
自己保持型スイッチ。 Self-holding type switch. 
UL規格対応品（DC仕様のみ） Compliant product with UL standards (Only for DC speci�cation) 

OUTPUT

GND

接点方法 Contact forms
A接点：設定値より流量が上昇すると、スイッチON
B接点：設定値より流量が上昇すると、スイッチOFF
DC 0～24V Max. 0.2A Max. 4.8W（標準）   
AC/DC120V Max.0.25A Max.20W, AC/DC250V Max.0.25A Max.10W(at cosφ=1)
＊接点保護回路のご使用を推奨いたします。
50cm or 2m/2芯

接点容量 Contact capacity

ケーブル長 Cable length

※サージ電圧、ラッシュ電流には充分にご検討のうえ回路システムを設計してください。
※磁性体に隣接して設置しないでください。
　リードスイッチの場合は、磁性体パネルへの固定は出来ません。
※外部磁界及び温度の影響を受ける事がありますので、ご注意ください。
※電圧・電流値は、それぞれの最大値です。最大使用容量(W)を守ってください。
※ご使用前にスイッチのON/OFF動作を行ってください。
※A full consideration should be taken for surge and rush currents in designing the circuit systems.
※Do not install it adjacent to magnetic materials, and also avoid to secure it to the magnetic panel.
※It should be noted that it may be a�ected by the external magnetic �eld and temperature.
※The values of the voltage and current shows the max. values, respectively.  Be sure to observe the max. operating capacity (W). 
※Perform alarm on/o� action before using.

Contact A: Switch-ON when �owrate increases.

Contact B: Switch-OFF when �owrate decreases.

(Standard)

＊ It is recommended to use a contact protection circuit. 

リードスイッチ標準仕様
Standard speci�cations on reed switch

リード素子 Reed element
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＊接点保護回路のご使用を推奨いたします。
It is recommended to use a contact protection circuit.
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