190M

医療用 ScopeMeter®
オシロスコープ
テクニカルデータ
190M：新世代の医療用オシロスコープ
190M医療用ScopeMeterオシロスコープは高性能
なテストツールで、お客様ご自身のような実際の
お客様とのパートナシップによってFlukeおよび
Fluke Biomedicalオシロスコープの遺産の上に作ら
れています。190Mは2つまたは4つのチャンネルで
使用可能で、性能、耐久性、および可搬性におい
て類を見ないレベルを提供します。高性能オシロ
スコープ、マルチメータおよびペーパレスレコー
ダを、使用の容易なテストツールとして組み合わ
せたパワーの190Mはフィールドでどのようなトラ
ブルシュート作業をも行える信頼性の高い唯一の
テストツールです。
ダウンタイムとリペアコストを最小にするに
は、可能な限り早く根本原因を探すことが必要で
す。190Mは多くのユニークな機能を備えて簡単に
スコープを設定し、断続するイベント、信号のふ
らつきまたはドリフトなどの困難な問題を診断し
ます。
フィールドサービスのプロのご要求にお応えす
るよう設計された、Fluke Biomedicalの190Mオシ
ロスコープを使用して、お客様のトラブルシュー
トの能力を拡大してください。

主要な特長

• 2つまたは4つの電気的絶縁入力
• 最高分解能400 psで2チャンネル同時に最高サンプリン
グ速度2.5 GS/s
• 大容量メモリ：チャンネル当たり10,000サンプルの波形
キャプチャを行うため、詳細をズームイン可能（スコー
プモード）です
• 2チャンネルモデルで専用の5000カウントのデジタルマ
ルチメータ
• 4チャンネルモデルでスコープBNC入力により4メーター
測定
• Connect-and-View™トリガにより、高速、低速および複
合信号によるインテリジェント、自動トリガ
• FFT解析使用の周波数スペクトラム
• 高分解能、ノンインタレースビデオ
• スマート平均化
• ScopeRecord ロ ー ル モ ー ド は 入 力 チ ャ ン ネ ル 当 た り
30,000ポイントが可能で、最長48時間の波形サンプルデ
ータをキャプチャできます

• TrendPlot、最長22日間のトレンド測定の読み取り値
• 高度自動測定、パワー(Vpwm、VA、W、PF)および時間
(mAs、V/s、w/s)
• 2つのUSBポートによってデータをPCに転送し無制限に
波形、画面キャプチャおよび測定設定のUSBメモリデバ
イスへの保存が容易
• 新しい高性能リチウムイオンバッテリ技術により市場で
最も長いバッテリ寿命を達成
• オプションのバッテリチャージャーを使用してスペアバ
ッテリを充電
• フィールドで交換を簡単にするためのアクセスが容易な
バッテリドア
• ケンジントンロックを使ってセキュリティスロットで施
錠可能。持ち去りを阻止します
• IP-51に適合するよう環境テスト済みで3 Gの振動と30 G
の衝撃の耐性

技術仕様
190M-2

190M-4

オシロスコープモード
垂直偏向
チャンネル数
帯域幅
立上り時間
スコープ入力数
チャンネル方式
入力結合
入力感度
帯域幅リミッタ
ノーマル/反転/可変
拡張オフセット
入力電圧
垂直分解能
精度
入力インピーダンス

2
4
200 MHz
1.7 ns
2入力チャンネル＋外部トリガ
4入力チャンネル
すべての入力は相互におよびグランドから完全に絶縁されて、入力のどのような
組合せでも動作可能です
ACまたはDC、グランドレベルインジケータ付き
2 mV/div～100 V/div、および可変減衰器
ユーザー選択可能：20 kHz、20 MHz またはフル帯域幅
各入力チャンネルごと、個別に切り替え
現在利用不可
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V 定格、詳細は一般仕様を参照してください
8ビット
±（読み取り値の2.1 % + 0.04 x レンジ/div）、5 mV/div～100 V/divにおいて
1 MΩ ± 1 %/14 pF ± 2 pF

水平
最高リアルタイムサンプル速度
（同時サンプル）
記録長
タイムベース範囲

最大記録長
時間精度
グリッチキャプチャ

2.5 GS/s（2チャンネル）

2.5 GS/s（2チャンネル）
1.25 GS/s（4チャンネル）

最高10,000サンプル/チャンネル
2 ns/div～4 s/div
タイムベースは1-2-4のシーケンスで、より遅いtime/division設定がScopeRecord™
ロールモードで可能（レコーダモードを参照）
スコープモードでチャンネル当たり10,000サンプル
ScopeRecord™ロールモードで30,000ポイント/チャンネル（レコーダモードを参照）
±（読み取り値の0.01 % + 1 pixel）
各チャンネルで8 nsピークを検出（リアルタイムサンプリングおよびデータ圧縮
を使用、任意のタイムベース設定において）

表示および収集
ディスプレイ
表示モード
表示画面幅
デジタルパーシステンスモード
波形演算
収集モード

153 mm（6 インチ）LEDバックライト付きフルカラーLCD
チャンネルの任意組合せ、平均オン/オフ、再生
スコープモードで水平に12格子目盛
オフ/ショート/ミーディアム/ロング/インフィニットおよびエンベロープモード
A + B、A – B、A x B、演算結果はすべてユーザー選択可能なスケ－リング。
A対B（X-Y- モード）。FFT解析使用による周波数スペクトラム
ノーマル、平均化、自動、シングルショット、ScopeRecord™ロール、グリッチ
キャプチャ、自動パス/フェイルテスト付き波形比較。再生

トリガおよび遅延
ソース
モード

Connect-and-View™
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入力A、Bまたは外部
入力A、B、CまたはD
（メーター入力経由）
自動Connect-and-View™、フリーラン、シングルショット、エッジ、ディレイ、
デュアルスロープ、ビデオ、ビデオライン、選択可能パルス幅（チャンネルAの
み）、Nサイクル
信号パターンを認識し、自動的に設定し連続してトリガ、タイムベースおよび振
幅を調整する高度自動トリガ
複合およびモータドライブなどのダイナミック信号を自動的に安定な波形として
表示し、コントロール信号は必要に応じてスイッチオフ可能
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ビデオトリガ（チャンネルAで）
高分解能、ノンインタレースビデオ
パルス幅トリガ（チャンネルA）
タイムディレイ
デュアルスロープトリガ
Nサイクルトリガ

190M-2
190M-4
NTSC、PAL、PAL+、SECAM。フィールド1、フィールド2およびライン選択
ライン選択付きノンインタレースビデオ、ライン周波数は14 KHz～65 KHzの範囲
時間条件 < t、> t、= t、≠ t に合致するパルス幅でトリガ可能、ここでtは0.01 div
または50 nsの最小ステップで
プ リ ト リ ガ 表 示 の 1全 画 面 、 ま た は ポ ス ト ト リ ガ デ ィ レ イ の 最 大 100画 面
（=1,200分割）
立上りおよび立下りエッジの両方で同等にトリガ
トリガイベントのNth 発生でトリガ。Nは2～99に設定可能

100画面の自動キャプチャ
オシロスコープモードの場合、装置は常に最後の100画面を記憶、ユーザーの設定は不要。異常が表示された場合、再生
ボタンを押して画面のフルシーケンスを繰り返し再生表示可能。装置はグリッチまたは断続する異常でトリガするように
設定することが可能であり、100個の特定イベントをキャプチャするベイビーシットモードで動作します。
再生
マニュアルまたは連続再生。キャプチャした100画面をライブ動画またはマニュ
アルコントロールで表示します。各画面には日付とタイムスタンプが付きます。
再生用保存
100画面の2セットを後の再生および解析のために内部で保存可能です
USBホストポートを通して外部フラッシュメモリドライブに追加セットを直接保存

高速フーリエ変換 (FFT) 周波数スペクトラム解析
高速フーリエ変換を使用してオシロスコープ波形の周波数コンテンツを表示します
ウィンドウ（関数窓）
自動、ハミング窓、ハニング窓またはなし
自動ウィンドウ
収集波形をデジタル的に再サンプリングしてFFT解析結果に最適な分解能を得ます
垂直スケール
リニア/ログ（ボルトまたはアンペア）
周波数軸
ログ周波数レンジはオシロスコープのタイムベースレンジのファンクションとし
て自動的に設定されます

波形比較およびパス/フェイルテスト
波形比較

パス/フェイルテスト

新しく収集した波形と表示比較するために参照波形の保存と表示を提供します。
参照波形は収集波形から作成し、オシロスコープ内またはFlukeViewソフトウェ
アを使用して外部で変更可能です。
波形比較モードにおいて、オシロスコープは一致のみ（パス）または非一致のみ
（フェイル）収集波形を再生メモリバンクにさらに解析すために保存するよう設
定可能です

自動スコープ測定
V dc、V ac rms、V ac + dc、Vpeak max、Vpeak min、Vpeak to peak、A ac、A dc、A ac + dc、周波数 (Hz)、立上り時間
（カーソル使用）、立下り時間（カーソル使用）、位相（任意の2入力間）、パルス幅（正/負）、デューティサイクル
（正/負）、温度℃、温度°F（日本向けはなし）、dBV、50 Ωおよび600 ΩへのdBm
高度電源およびモータドライブファン V/Hz 比（190M-2のみ）、力率(PF)、ワット、VA、VA リアクティブ、パルス幅
クション
変調したモータドライブおよび周波数インバータで測定するためのVPWMac お
よびVPWM (ac + dc)
高度ファンクション
mA×s（電流の時間経過、カーソル間）。V×s（電圧の時間経過、カーソル間）。
W×s（エネルギー、カーソル間）

カーソル測定
ソース
デュアル水平ライン
デュアル垂直ライン

任意の入力波形または数学演算結果波形（X-Yモードを除く）
カーソル1およびカーソル2の電圧、カーソル間の電圧
カーソル間電圧、カーソル間の1/T(Hz)、マーカー間の電圧、マーカーによる立
上り時間、マーカーによる立下り時間、カーソル間のVrms、カーソル間のワット
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シングル垂直ライン
ズーム

190M-2
190M-4
カーソル位置の最小/最大および平均電圧。FFT結果の個別周波数成分の周波数
およびrms値
ズーム範囲は任意の記録長において全記録からサンプリングレベルの細かさまで

メーターモード
メーター入力
読み取り数
最大分解能
入力インピーダンス
高度メーターファンクション

4 mmバナナ入力経由、スコープ入力お BNCスコープ入力経由
よびスコープグランドから完全に絶縁
最高4つ同時
同時には1つ
5,000カウント
99カウント
1 MΩ ± 1 %/14 pF ± 2 pF
自動/マニュアルレンジ、相対測定（ゼロ基準）、TrendPlot™記録
18℃～28℃の温度範囲で仕様精度が有効、18℃から下または28℃から上では仕
様精度に10 %を加算

電圧
Vdc精度
15 Hz～60HzでVacの真のrms精度
60 Hz～1 kHz：60 Hz～20 kHz：
15 Hz～60HzでVac+dcの真のrms精度
60 Hz～1 kHz：60 Hz～20 kHz：
ボルトメータ範囲

±（0.5 % + 5カウント）
±（1 % + 10カウント）
±（2.5 % + 15カウント）
±（1 % + 10カウント）
±（2.5 % + 15カウント）
500 mV、5 V、50 V、500 V、1,000 V

±（0.5
±（1.5
±（2.5
±（1.5
±（2.5

%
%
%
%
%

+
+
+
+
+

5カウント）
10カウント）
15カウント）
10カウント）
15カウント）

500 Ω、5 kΩ、50 kΩ、
500 kΩ、5 MΩ、30 MΩ
±（0.6 % + 5カウント）

機能/ファンクションはこのモデルでは
使用できません

抵抗
範囲
精度

ほかのメーターファンクション
導通
ダイオードテスト
電流(A)
温度

機能/ファンクションはこのモデルでは
< 50 Ω(±30 Ω)でビープ音
使用できません
最大2.8 V
オプションの電流クランプまたはシャントスケールファクタを使用するA dc、
A ac、A ac + dc：0.1 mV/A、1 mV/A～100 V/Aおよび400 mV/A
オプションのアクセサリーを使用。スケールファクタ1 ℃/mVまたは1 °F/mV

レコーダモード
ScopeRecord™ロールモード
大容量メモリを使用する、デュアルまたは複数入力波形保存モード
ソースおよび表示
入力A、入力B、デュアル
全チャンネルを同時サンプル
帯域幅
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最大4チャンネルまでの入力の任意組
合せ
全チャンネルは同時サンプル
20 MHzまたは20 kHz、ユーザー選択可能
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メモリ容量
最小/最大値
記録モード

トリガで停止

水平スケール
ズーム
メモリ

190M-2
190M-4
30,000データポイント、各最大/最小ペア情報を保持
最小/最大値は高サンプル速度で測定されたサンプル点で作成され、グリッチの
キャプチャと表示が保証されます
シングルスイープ、連続ロール、
シングルスイープ、連続ロール、
トリガで開始（外部から）、
トリガで開始（任意チャンネルから）、
トリガで停止（外部から）
トリガで停止（任意のチャンネルから）
ScopeRecordモ ー ド は 個 別 の ト リ ガ イ ベ ン ト ま た は 任 意 の 入 力 チ ャ ン ネ ル
（190M-2モデルの外部から）による繰り返しトリガ信号の割込みによって停止
可能です。
開始からの時間、時刻
ズーム範囲は任意の記録長において全記録からサンプリングレベルの細かさまで
2つの複数入力ScopeRecord波形が後の再生および解析のために内部で保存可能
です。USBホストポートを通して外部フラッシュメモリに直接保存可能

ScopeRecord™ ロールモードサンプル速度および記録時間長
タイムベース範囲
記録時間長
「view all（全表示）」モードでの
Time/division
グリッチキャプチャ
サンプル速度
分解能

5 ms/div～2 min/div
6秒～48時間
0.5 s/div～4 h/div
8 ns
125 MS/s
200 μsec～4.8 sec

Trendplot™ 記録
複数チャンネルの電子ペーパレスレコーダがグラフィカルに最大4つの自動スコープ測定またはDMM読み取り値の時間経
過をプロット、表示および保存します
ソースおよび表示
スコープ測定の任意の組合せ、任意の入力チャンネルから、またはDMMの読み
取り値（2チャンネル測定器）から作成
メモリ容量
測定当たり18,000 ポイント（セット）。各記録サンプルポイントは最小、最大
および平均値が日付とタイムスタンプがプラスされて含まれます
範囲
通常表示：5 s/div～30 min/div
全表示モード：5 min/div～48 hr/div（総合記録の概要）
記録時間スパン
最長22日間、102秒の分解能
記録モード
連続記録、自動記録圧縮で5 s/divから開始
測定速度
秒当たり3自動測定またはそれ以上
水平スケール
開始からの時間、時刻
ズーム
全記録の概要表示のために64xのズームアウト、最大詳細のために10xのズーム
イン
メモリ
2つの複数入力TrendPlot記録が後の再生および解析のために内部で保存可能で
す。USBホストポートを通して外部フラッシュメモリに直接保存可能

カーソル測定：全レコーダモード
ソース
デュアル垂直ライン

任意の表示モード（スコープ、ScopeRecordまたはTrendPlot）において任意の波
形トレース
カーソル間の時間、開始からの時間または絶対時間についての記録の任意データ
ポイントの最小、最大または平均値の特定にカーソルを使用可能

190M 医療用 ScopeMeter® オシロスコープ
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190M-2

190M-4

一般仕様
入力電圧レンジ
定格最大フローティング電圧
最大プローブ電圧
最大BNC入力電圧
メーター入力への最大電圧

CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
（任意のコンタクトと接地グランド電圧レベル間の最大電圧）
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
（任意のコンタクトと接地グランド電圧レベル間の最大電圧）
CAT IV 300 V（BNC入力への直接最大電圧）
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V（安全設計
されたバナナ入力コネクタ）

メモリ保存および再生
メモリ位置（内部）
15波形メモリ位置
2記録メモリ

外部データ保存

画面コピー

揮発性

リアルタイムクロック

15の波形メモリプラス2記録メモリ
ScopeTrace波形データ（各2トレース）と画面コピーと対応する設定を保存します
各々は以下を含みます。
• 100画面再生シーケンス、または
• ScopeRecordロールモード記録（2トレース）、または
• 最大4測定までのTrendPlot記録
• PC上で、FlukeView™ ソフトウェアを使用するか、または
• USBホストポートを使用して外部フラッシュメモリドライブ（最大2GB）に直
接保存
• PC上で、FlukeView™ ソフトウェアを使用するか、または
• 内部（測定器内）、これはUSBホストポートを通して.BMPファイルとして外部
メモリドライブにコピー可能です
測定データは最初にRAMに格納されて、それはバッテリが交換されるときの30秒
間のバックアップでメインバッテリによって維持されます
データを格納する場合は、これは不揮発性のフラッシュROMに書き込まれます
100画面再生シーケンスおよびTrendPlot記録のために、ScopeRecordに対して日
付と時刻情報を提供します

ケース
設計

水滴およびほこり保護
衝撃と振動
表示サイズ
分解能
コントラストと輝度
輝度

保護ホルスターを内蔵し、堅固で、衝撃耐性を持ちます。不使用時の装置に施錠
するために標準のケンジントンロックとしてハンドストラップおよびハングスト
ラップが含まれています
IEC 529に準拠するIP 51
MIL-PRF-28800F クラス2に準拠の衝撃30 g、振動（正弦波）3 g
127 mm x 88 mm（153 mm/6.0 インチ対角）LCD
320 x 240 ピクセル
ユーザー調整可能、温度補償済み
ACアダプタ使用の場合、200 cd/m2標準、電池使用の場合、90 cd/m2

機械的データ
大きさ（高さx幅x奥行き）
重量（バッテリを含む）

265 mm x 190 mm x 70 mm (10.4 in x 7.5 in x 2.8 in)
2.1 kg (4.6 lb)
2.2 kg (4.8 lb)

電源
ライン電源
バッテリ電源
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ACアダプタ/バッテリチャージャーBC190付属、国別のバージョン
充電可能2倍容量リチウムイオンバッテリ（付属）装置後部のバッテリドアから
容易にバッテリ交換可能

190M 医療用 ScopeMeter® オシロスコープ

バッテリタイプ（付属）および容量
[+オプションのバッテリ]
バッテリチャージャーインジケータ
バッテリ動作時間（バックライトを
低輝度とした場合）
バッテリ充電時間
バッテリ電源の省電機能

190M-2
190M-4
BP290。2400 mAh[BP291(4800 mAh) BP291。4800 mAh
オプション]
バッテリには外部チャージャー用に使用される内蔵のステータスインジケータが
あり、それは装置画面のバッテリ状態インジケータの隣にあります
BP290（添付）を使用して最長4時間。 BP291（添付）を使用して最長7時間
BP291（オプション）を使用して最長
8時間
BP290を使用して2.5時間。BP291を使 BP291では5時間
用して5時間
調整可能断電時間付きの自動電源断。調整可能断電時間付きの自動表示オフ。オ
ンスクリーンバッテリ電源インジケータ

安全性
適合

EN 61010-1:2001、汚染度2。CAN/CSA C22.2、No. 61010-1-04、承認付き。
UL61010B。ANSI/ISA-82.02.01

環境仕様
動作温度
保存温度
湿度

最高動作高度
最高保存高度
電磁両立性(EMC)
インターフェース

プローブ校正出力
保証

0 ℃～+40 ℃。+40 ℃～+50 ℃（バッテリを除く）
-20 ℃～+60 ℃
10 ℃～+30 ℃: 95 % RH 結露なし
30 ℃～+40 ℃: 75 % RH 結露なし
40 ℃～+50 ℃: 45 % RH 結露なし
CAT IV 600 V、CAT III 1000 Vの場合は最高2,000 m(6666 ft)。CAT III 600 V、
CAT II 1000 Vの場合は最高3,000 m(10,000 ft)
12 km(40,000 ft)
放射およびイミュニティに対してEN 61326(2005-12)
2つのUSBを提供。各ポートは装置のフローティング測定回路から完全に絶縁さ
れています。
USBホストポートは直接外部フラッシュメモリドライブに接続されています（波
形データ、データと設定情報が含まれる完全なデータセット、装置設定値、画面
コピーの保存用の最大2 GB）。
リモートコントロールおよびデータ転送をPCコントロールによって行うために
PCとの相互接続が可能なミニUSB-Bが提供されます。
リファレンスコンタクト付きの専用プローブ校正出力がすべての測定入力チャン
ネルから絶縁されて提供されます
本体3年間（部品と作業）。アクセサリー1年間

添付アクセサリー
バッテリチャージャー/メインアダプタ
リチウムイオンパック
電圧プローブセット。各セットにはグ
ランドリード、フッククリップ、グラ
ンドスプリングおよびプローブチップ
絶縁スリーブが含まれます
テストリード
その他

BC190
BP290(2400 mAh)
VPS410（赤、青各1）

BP291(4800 mAh)
VPS410（赤、グレー、青、緑各1）

TL175（赤、黒各1）テストピン付き
N/A
装置に取り付けたハンドストラップ。ハングストラップ（左側、右側ユーザー選
択可能）。多言語ユーザーマニュアルCD。FlukeView® デモパッケージ（機能限
定）。PC接続用USBインターフェースケーブル
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注文情報
品目番号/説明
190M-2 医療用 ScopeMeter オシロスコープ

190M-4 医療用 ScopeMeter オシロスコープ

添付アクセサリー：
VPS410-R 電圧プローブセット、10:1、300 MHz、
1セット（赤）
VPS410-B 電圧プローブセット、10:1、300 MHz、
1セット（青）
TL175 TwistGuard™ 安全設計テストリードセット
（赤1、黒1）
EBC290 BP290および BP291 用外部バッテリチ
ャージャー
SW90W Windows用 FlukeView ソフトウェア（フ
ルバージョン）
C290 190 シリーズ II 用ハードシェル保護用キャ
リーケース
BP290 リチウムイオンバッテリパック、2400 mAh
MA190 医療アクセサリーキット（50 Ω BNC フィー
ドスルー、50 Ω 10:1 減衰器フィードスルー、1 オ
ーム電流シャント、50Ω 電流シャント、50 Ω同軸ケ
ーブル、メス BNC と4 mmバナナアダプタ、2つの
メス対メス4 mm バナナプラグアダプタ）

添付アクセサリー：
VPS410-R 電圧プローブセット、10:1、300 MHz、
1セット（赤）
VPS410-G 電圧プローブセット、10:1、300 MHz、
1セット（グレー）
VPS410-B 電圧プローブセット、10:1、300 MHz、
1セット（青）
VPS410-V 電圧プローブセット、10:1、300 MHz、
1セット（緑）
EBC290 BP290および BP291 用外部バッテリチ
ャージャー
SW90W Windows 用 FlukeView ソフトウェア（フ
ルバージョン）
C290 190 シリーズ II 用ハードシェル保護用キャ
リーケース
BP291 リチウムイオンバッテリパック、4800 mAh
MA190 医療アクセサリーキット（50 ΩBNC フィー
ドスルー、50 Ω 10:1 減衰器フィードスルー、1 オ
ーム電流シャント、50 Ω 電流シャント、50 Ω 同軸ケ
ーブル、メス BNC と 4 mm バナナアダプタ、2 つの
メス対メス 4 mm バナナプラグアダプタ）

Fluke Biomedical について
Fluke Biomedical は高品質バイオメディカル試験およびシミュレーション製品の先進メ
ーカーです。さらに、Fluke Biomedicalは医用画像やオンコロジーが法規制に準拠できる
よう最新の品質保証ソリューションを提供いたします。高度に信頼性があり、NVLAP Lab
Code 200566-6 認証のラボラトリである、Fluke Biomedical はお客様のすべての機器
の校正のご要望にお応えするために最高の品質とカスタマーサービスも提供いたします。
今日、バイオメディカル担当者は増加する法規制圧力、より高度な品質規格、および急速
な技術進歩に対応しながら、以前にも増して、より迅速により効率的に業務を遂行しなけれ
ばなりません。Fluke Biomedical は今日の課題に立ち向かえるよう多岐にわたるソフトウ
ェアとハードウェアを提供いたします。

Fluke Biomedical Regulatory Commitment
医療用試験機器メーカーとして、弊社は製品開発において各種品質規格と認証を認識し準拠
いたします。弊社は ISO 9001 および ISO 13485 を取得しており、弊社の製品は以下の通
り認証されています。
• CE 認証
• NIST までトレーサビリティのある校正
• UL、CSA、ETL 認証
• NRC 準拠

Fluke Biomedical.
Better products. More choices.
One company.
Fluke Biomedical
6045 Cochran Road
Cleveland, OH 44139-3303 U.S.A.
Fluke Biomedical Europe
Science Park Eindhoven 5110
5692EC Son, The Netherlands
詳細は下記にお問い合わせください：
米国 (800) 850-4608 または
ファックス (440) 349-2307
欧州/中東/アフリカ +31 40 267 5435 または
ファックス +31 40 267 5436
その他の国からは +1 (440) 248-9300 または
ファックス +1 (440) 349-2307
電子メール：sales@flukebiomedical.com
Web アクセス：www.flukebiomedical.com
©2011 Fluke Biomedical. 仕様は予告なく変更すること
があります。すべてのOEM商標も暗黙に含まれます。
米国で印刷11/2011 4228615B_JA
本文書の変更は Fluke Corporation からの書面による
許可なく行えません。
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