
型式型式型式型式：：：：３３５０３３５０３３５０３３５０型式型式型式型式：：：：３３５０３３５０３３５０３３５０WD2WD2WD2WD2WD2WD2WD2WD2

11111111年間年間年間年間データログデータログデータログデータログ年間年間年間年間データログデータログデータログデータログ

耐候耐候耐候耐候ケースケースケースケース耐候耐候耐候耐候ケースケースケースケース

各種条件設定変更各種条件設定変更各種条件設定変更各種条件設定変更にににに各種条件設定変更各種条件設定変更各種条件設定変更各種条件設定変更ににににPCPCPCPCPCPCPCPC不要不要不要不要不要不要不要不要

空空空空ききききポートポートポートポート最大最大最大最大５５５５空空空空ききききポートポートポートポート最大最大最大最大５５５５chchchchchchchch

便利便利便利便利ななななデータシャトルデータシャトルデータシャトルデータシャトル便利便利便利便利ななななデータシャトルデータシャトルデータシャトルデータシャトル

手軽手軽手軽手軽ににににデータデータデータデータ回収回収回収回収

ウェザーステーション２９００ETは蒸発散(ET) 、日射、風向/風速、
露点、温度、相対湿度、および雨量を測定、計算、記録します。
各センサーは接続済みですので、三脚やポールがあればすぐに
設置、測定出来ます。Uボルト固定、耐候耐候耐候耐候ケースケースケースケース標準装備
データロガー部はディスプレイとキーパットを装備しており測定測定測定測定
データデータデータデータのののの確認確認確認確認、、、、センサーセンサーセンサーセンサー追加追加追加追加、、、、交換交換交換交換、、、、測定間隔変更測定間隔変更測定間隔変更測定間隔変更などパソコン
無しで行えます。
追加で各種センサー（結露センサー、土壌水分、土壌温度、光量
子センサー、CO2センサー、電流･電圧入力）利用可能です。

現場で手軽に測定データを
データシャトルのみで吸い
上げます。複数のウェザー
ステーションのデータ回収
も安心のEEPROMデータメ
モリーです。

三脚三脚三脚三脚

データシャトルデータシャトルデータシャトルデータシャトル

型式型式型式型式：：：：３６７９３６７９３６７９３６７９型式型式型式型式：：：：３６７９３６７９３６７９３６７９WDWDWDWDWDWDWDWD１１１１１１１１

ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション2900ET2900ET2900ET2900ET
WatchDogWatchDog Weather Stations Weather Stations 

理化学機器販売理化学機器販売理化学機器販売理化学機器販売 開発開発開発開発
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ウェザーステーションやウォッチドックシリーズの測定データを現場で手軽にデー
タシャトルのみで吸い上げます。

ウェザーステーション用はデータフル状態5台分の容量があります。複数台の
ウェザーステーションのデータ回収にも安心のEEPROMデータメモリーです。

専用専用専用専用ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア データシャトルデータシャトルデータシャトルデータシャトル

型式型式型式型式：：：：３６７９３６７９３６７９３６７９型式型式型式型式：：：：３６７９３６７９３６７９３６７９WDWDWDWDWDWDWDWD１１１１１１１１

測定間隔：1,5,10,15,30, 60 分
30 分測定間隔で 6ヶヶヶヶ月月月月、60分測定間隔で1年間年間年間年間測定可能
LCDディスプレイより過去30日の最高最低データを表示
単3アルカリ乾電池4本で1年間測定可能

耐候耐候耐候耐候ケースケースケースケース標準装備標準装備標準装備標準装備耐候耐候耐候耐候ケースケースケースケース標準装備標準装備標準装備標準装備各種条件設定変更各種条件設定変更各種条件設定変更各種条件設定変更各種条件設定変更各種条件設定変更各種条件設定変更各種条件設定変更

各各各各センサーセンサーセンサーセンサーはははは接続接続接続接続セットアップセットアップセットアップセットアップ済済済済みみみみ！！！！

初心者初心者初心者初心者のののの方方方方でもでもでもでも手軽手軽手軽手軽にににに簡単簡単簡単簡単にににに総合気象観測総合気象観測総合気象観測総合気象観測できますできますできますできます。。。。

データシャトルデータシャトルデータシャトルデータシャトル

ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション、、、、ミニウェザーステーションミニウェザーステーションミニウェザーステーションミニウェザーステーション又又又又はははは各種各種各種各種ウォッチドックシリーズウォッチドックシリーズウォッチドックシリーズウォッチドックシリーズ全全全全てでてでてでてで

ごごごご使用頂使用頂使用頂使用頂けるけるけるけるソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアですですですです。。。。

測定測定測定測定データデータデータデータをををを、、、、計算計算計算計算、、、、グラフィックグラフィックグラフィックグラフィック機能表示機能表示機能表示機能表示などなどなどなど多機能多機能多機能多機能ななななソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアですですですです。。。。 ＊＊＊＊専用専用専用専用ケーブルケーブルケーブルケーブル付付付付きですきですきですきです。。。。

スペックプロスペックプロスペックプロスペックプロ

型式型式型式型式：：：：３６５４３６５４３６５４３６５４型式型式型式型式：：：：３６５４３６５４３６５４３６５４PPPPPPPP９９９９９９９９

測定測定測定測定データデータデータデータをををを月単位月単位月単位月単位でででで管理管理管理管理しししし日平均日平均日平均日平均やややや最大最小値最大最小値最大最小値最大最小値をををを表示加工表示加工表示加工表示加工、、、、自動計算自動計算自動計算自動計算しますしますしますします。。。。測定測定測定測定データデータデータデータをををを月単位月単位月単位月単位でででで管理管理管理管理しししし日平均日平均日平均日平均やややや最大最小値最大最小値最大最小値最大最小値をををを表示加工表示加工表示加工表示加工、、、、自動計算自動計算自動計算自動計算しますしますしますします。。。。

月平均月平均月平均月平均やややや日平均日平均日平均日平均のののの気象気象気象気象データデータデータデータをををを手軽手軽手軽手軽にににに自動計算自動計算自動計算自動計算しししし、、、、
自動計算自動計算自動計算自動計算したしたしたしたデータデータデータデータははははテキストデータテキストデータテキストデータテキストデータでででで保存保存保存保存できますできますできますできます。。。。



温度温度温度温度センサーセンサーセンサーセンサー土壌温度土壌温度土壌温度土壌温度センサーセンサーセンサーセンサー

各種各種各種各種センサーセンサーセンサーセンサー、、、、アクセサリーパーツアクセサリーパーツアクセサリーパーツアクセサリーパーツ

結露結露結露結露センサーセンサーセンサーセンサー 雨量雨量雨量雨量センサーセンサーセンサーセンサー

土壌水分土壌水分土壌水分土壌水分センサーセンサーセンサーセンサー
ウォーターマークウォーターマークウォーターマークウォーターマーク

テンシオメーターテンシオメーターテンシオメーターテンシオメーター用用用用

CO2モニターモニターモニターモニター

延長延長延長延長ケーブルケーブルケーブルケーブル

4444----20 20 20 20 mAmAmAmA 入力入力入力入力ケーブルケーブルケーブルケーブル 0000----2.52.52.52.5 VDC  VDC  VDC  VDC  入力入力入力入力ケーブルケーブルケーブルケーブル

ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：6m

気圧気圧気圧気圧センサーセンサーセンサーセンサー

ウォーターマークウォーターマークウォーターマークウォーターマーク
土壌水分土壌水分土壌水分土壌水分センサーセンサーセンサーセンサー

専用専用専用専用アダプターアダプターアダプターアダプター

アラームアラームアラームアラーム出力出力出力出力
モジュールモジュールモジュールモジュール

型式型式型式型式：：：：３６６７３６６７３６６７３６６７型式型式型式型式：：：：３６６７３６６７３６６７３６６７MMMMMMMM、、、、３６６７３６６７３６６７３６６７－－－－２０２０２０２０、、、、３６６７３６６７３６６７３６６７－－－－２０２０２０２０MMMMMMMM 型式型式型式型式：：：：３６６７３６６７３６６７３６６７型式型式型式型式：：：：３６６７３６６７３６６７３６６７SMSMSMSMSMSMSMSM
型式型式型式型式：：：：３６６６３６６６３６６６３６６６型式型式型式型式：：：：３６６６３６６６３６６６３６６６SMSMSMSMSMSMSMSM

型式型式型式型式：：：：３６６５３６６５３６６５３６６５型式型式型式型式：：：：３６６５３６６５３６６５３６６５RMRMRMRMRMRMRMRM

型式型式型式型式：：：：６４５０６４５０６４５０６４５０型式型式型式型式：：：：６４５０６４５０６４５０６４５０WDMWDMWDMWDMWDMWDMWDMWDM、、、、６４５０６４５０６４５０６４５０、、、、６４５０６４５０６４５０６４５０WDWDWDWDWDWDWDWD２０２０２０２０２０２０２０２０MMMMMMMM 型式型式型式型式：：：：３６６９３６６９３６６９３６６９型式型式型式型式：：：：３６６９３６６９３６６９３６６９MMMMMMMM

型式型式型式型式：：：：２６５５２６５５２６５５２６５５型式型式型式型式：：：：２６５５２６５５２６５５２６５５MMMMMMMM

型式型式型式型式：：：：３６７３３６７３３６７３３６７３型式型式型式型式：：：：３６７３３６７３３６７３３６７３MMMMMMMM

型式型式型式型式：：：：３６７１３６７１３６７１３６７１型式型式型式型式：：：：３６７１３６７１３６７１３６７１MMMMMMMM型式型式型式型式：：：：３６７４３６７４３６７４３６７４型式型式型式型式：：：：３６７４３６７４３６７４３６７４MMMMMMMM 型式型式型式型式：：：：３６７３３６７３３６７３３６７３型式型式型式型式：：：：３６７３３６７３３６７３３６７３MMMMMMMM

型式型式型式型式：：：：６４５０６４５０６４５０６４５０型式型式型式型式：：：：６４５０６４５０６４５０６４５０ADPTMADPTMADPTMADPTMADPTMADPTMADPTMADPTM

型式型式型式型式：：：：３６７２３６７２３６７２３６７２型式型式型式型式：：：：３６７２３６７２３６７２３６７２MMMMMMMM

トランスデューサートランスデューサートランスデューサートランスデューサー

テンシオメーターテンシオメーターテンシオメーターテンシオメーター

別途別途別途別途カタログカタログカタログカタログがががが
ございますございますございますございます

光量子光量子光量子光量子センサーセンサーセンサーセンサー日射日射日射日射センサーセンサーセンサーセンサー

型式型式型式型式：：：：３６７０３６７０３６７０３６７０型式型式型式型式：：：：３６７０３６７０３６７０３６７０IMIMIMIMIMIMIMIM 型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８IMIMIMIMIMIMIMIM

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：-30～～～～100℃℃℃℃
精度精度精度精度：：：：±±±±0.6℃℃℃℃
ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：1.8m、、、、6m

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：-30～～～～100℃℃℃℃
精度精度精度精度：：：：±±±±0.6℃℃℃℃
ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：1.8m

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：0.0（（（（dry)～～～～
15.0(wet)のののの150段階評価段階評価段階評価段階評価でででで結結結結

露露露露をををを監視監視監視監視。。。。
ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：1.8m

測定方式測定方式測定方式測定方式：：：：転倒転倒転倒転倒ますますますます
精度精度精度精度：：：：±±±±2%

ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：1.8m

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：0～～～～200kps

測定方式測定方式測定方式測定方式：：：：電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式
ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：3.3m、、、、7.6m

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：1～～～～1250 W/㎡㎡㎡㎡
測定範囲測定範囲測定範囲測定範囲：：：：300～～～～1100 nm

精度精度精度精度 ±±±±5%

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：0～～～～2500 µmol m-2 s-1

測定範囲測定範囲測定範囲測定範囲：：：：400～～～～700 nm

精度精度精度精度 ±±±±5%

測定方式測定方式測定方式測定方式：：：：NDIR

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：0～～～～4000ppm

精度精度精度精度：：：：±±±±5% or 50ppm

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：：660～～～～810mm

精度精度精度精度：：：：±±±±1.3mm
ウェザーステーションで
ご使用いただけます。

レンジレンジレンジレンジ:0～～～～20.1mA

分解能分解能分解能分解能：：：：ウォッチドックウォッチドックウォッチドックウォッチドック0.1mA

ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション0.01mA

精度精度精度精度：：：：±±±±1%

レンジレンジレンジレンジ：：：：0~2.54V,1mA

分解能分解能分解能分解能/精度精度精度精度
ウォッチドックウォッチドックウォッチドックウォッチドック0.01V,±±±±0.2V

ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション0.001V,±±±±0.005V

UVセンサーセンサーセンサーセンサー

光量子光量子光量子光量子ラインセンサーラインセンサーラインセンサーラインセンサー３３３３

測定測定測定測定レンジレンジレンジレンジ：：：： 0-200.0 µmol m-2 s-1

測定範囲測定範囲測定範囲測定範囲：：：：250～～～～400 nm

精度精度精度精度：：：：±±±±5%

光量子光量子光量子光量子ラインセンサーラインセンサーラインセンサーラインセンサー６６６６

型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８IIIIIIII３３３３３３３３MMMMMMMM 型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８型式型式型式型式：：：：３６６８３６６８３６６８３６６８IIIIIIII６６６６６６６６MMMMMMMM

型式型式型式型式：：：：３６７６３６７６３６７６３６７６型式型式型式型式：：：：３６７６３６７６３６７６３６７６IMIMIMIMIMIMIMIM

非接触赤外線非接触赤外線非接触赤外線非接触赤外線
温度温度温度温度センサーセンサーセンサーセンサー

ウェザーステーションで
ご使用いただけます。

長長長長ささささ：：：：11.7cm 
全全全全センサーセンサーセンサーセンサーのののの読読読読みのみのみのみの平均値平均値平均値平均値をををを
出力出力出力出力しますしますしますします。。。。 長長長長ささささ：：：：11.7cm 

全全全全センサーセンサーセンサーセンサーのののの読読読読みのみのみのみの平均値平均値平均値平均値をををを
出力出力出力出力しますしますしますします。。。。

型式型式型式型式：：：：３６７６３６７６３６７６３６７６型式型式型式型式：：：：３６７６３６７６３６７６３６７６SMSMSMSMSMSMSMSM

型式型式型式型式：：：：型式型式型式型式：：：：SM100SM100SM100SM100SM100SM100SM100SM100、、、、、、、、
SM100SM100SM100SM100SM100SM100SM100SM100--------66666666

ウォータースコットウォータースコットウォータースコットウォータースコット
土壌水分土壌水分土壌水分土壌水分センサーセンサーセンサーセンサー
ケーブルケーブルケーブルケーブル長長長長：：：：1.8ｍ、ｍ、ｍ、ｍ、6ｍｍｍｍ

ウェザーステーションでご使
用いただけます。



：測定レンジ：1～1250 W/㎡
測定範囲：300～1100 nm

精度±5%

：2°刻み、精度±７°
：0～175mph、212kph、精度 ±5%

：－32～83℃ 精度±0.6℃
：10～100%＠5～50℃ 精度±3%

：－73～60℃ 精度±2℃

：測定方式：転倒ます
0.01インチ（025mm) 精度±2%、

：蒸発散量測定
：5
：レンジ:0～20.1mA

分解能：0.01mA
精度：±1%

：レンジ：0~2.54V,1mA
分解能：0.001V 
精度：0.005V

：ミニステレオプラグ
：過去30日の最高最低データを表示

本体タッチパネルにて各種条件変更設定可能
：EEPROMデータメモリー
：1,5,10,15,30, 60 分
： 30 分測定間隔で 6ヶ月
60分測定間隔で1年間測定可能

： RS232C
：単3アルカリイオン電池4本＊約1年間稼動

＊測定場所や測定条件によって変わります。
：雨天耐候ケース
：U－ボルト固定
：55.5（H）×23.5（W）×31（L）
： 2.8kg

日射

風向
風速
温度
湿度
露点
雨量

ET

空きポート数
電流入力

電圧入力

インターフェース
ディスプレイ

メモリ-

測定間隔
データ容量

PC接続

電源

ケース
設置
寸法
重さ

２９００２９００２９００２９００ETETETET仕様仕様仕様仕様

風速 風向 気温 相対湿度 雨量 日射 空きポート
ウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーションウェザーステーション
品名 型式
2900ET 3350WD2M ● ● ● ● ● ● 5
2800 3345WD2M N/A N/A OPT N/A OPT OPT 9
2700 3340WD2M ● ● ● ● ● OPT 6
2600 3325WD2M ● ● ● N/A ● OPT 6
2550 3320WD2M ● ● ● ● N/A OPT 6
2525 3315WD2M ● ● ● N/A N/A OPT 6
●：標準装備　OPT：オプション設定　N/A：設定なし

用途用途用途用途にににに応応応応じてじてじてじて選選選選べるべるべるべる6タイプタイプタイプタイプ

測定項目測定項目測定項目測定項目

■本カタログに記載された内容は、改良などにともない予告なしに変更する場合があります。

有限会社オーリー
〒599ｰ8112大阪府堺市東区

日置荘原寺町400-4
TEL：072-285-0117 FAX:072-285-0119

URLhttp://www.ollie.co.jp

E-mail: information@ollie.co.jp


