
「はかり売り」などの取引・証明用途に

検定付き 防塵・防水台はかり HV-CWP-K

・表示部は上向き方向に無段階で調整可能 （ひょう量60KCWP-K220KCWP-Kは横向きにすることも可能）

・ステンレス製計量皿（SUS304）

・電源： AC電源ケーブル（ケーブル長 約3m）

※ 検定付きはかりはポール取り外しはできません

・精度等級 Ⅲ級

・防塵・防水等級 IP65
・高速応答 約1秒

ステンレス製計量皿（SUS304）

棚卸し、在庫数量管理に： 個数計機能

連続した計量に： 累計機能： 計量した回数とその合計質量を記録可能( 大累計回数999回）

オートテア機能（自動風袋引き） 容器を載せると自動的に風袋引きして表示をゼロに
（コンパレータ機能との組合せによる）

生産ラインの組込みに： 様々なコマンド対応：データ要求 / 計量単位切替え / 累計値＆回数出力 / 風袋引き＆数値設定

ID番号要求＆入力 / コンパレータの上下限値要求＆入力 他

3色5段コンパレータライト

選べる出力 オプション

便利な機能

USB（双方向通信） / RS-232C(端子台） ※USBまたはRS-232Cは いずれか1chのみ装着可能

コンパレータ・リレー出力 / ブザー（約48dB・本体正面1m測定時） ※USBまたはRS-232Cインタフェースと同時装着が可能

仕様

・見やすい3色のライトで作業効率アップ

パック詰め作業 (少ない・ちょうどよい・多い / 3段 または 5段)

ランク分け作業 (Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ ・・・ 大7段まで)

感覚的に分かりやすい
3色のライト

HV-15KCWP-K HV-60KCWP-K HV-200KCWP-K
Sサイズ Mサイズ Lサイズ

検定付きなので、
はかり売りなどの「取引」や、計量値の「証明」に使用可
能
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仕様 検定付きはかり〔精度等級 Ⅲ級〕
モデル HV-15KCWP-K HV-60KCWP-K HV-200KCWP-K

ひょう量[kg]  15 60 220

目量[kg]※
（トリプルレンジ）

0.001(0～3㎏）
0.002（3～6㎏）
0.005（6～15㎏）

0.005(0～15㎏）
0.01（15～30㎏）
0.02（30～60㎏）

0.02(0～60㎏）
0.05（60～150㎏）
0.1（150～220㎏）

使用範囲 0.02㎏～15㎏ 0.1㎏～60㎏ 0.4㎏～220㎏
最大計数値 150,000 個 120,000 個 110,000 個

計量皿寸法[mm]  250 x 250 330 x 424 390 x 530
外形寸法[mm] 250(W) x 470(D) x 430(H) 330(W) x 616(D) x 752(H) 390(W) x 722(D) x 752(H) 

本体質量 約 8 kg 約 12 kg 約 19 kg 
税込価格（税抜価格） ¥124,300（¥113,000） ¥129,800（¥118,000） ¥146,300（¥133,000）

JANコード 4981046163415 4981046163422 4981046163439
注文コード HV15KCWP-K HV60KCWP-K HV200KCWP-K

※ g(グラム)表示はできません

共通仕様
表示 白色バックライト付き 7 セグメント液晶、文字高 26mm、表示書換周期：約 10 回/秒

3 色 5 段コンパレータ LED 
表示単位 kg、pcs

サンプル数 5 個（10 個、20 個、50 個、100 個 切り替え可能）
表示単位 kg、pcs

スパンドリフト ±20 ppm/℃  typ. （5℃～35℃）
電源 AC100V +10%～–15%、50/60 Hz、0.19A Max 

使用環境 –10℃～40℃、85%R.H. 以下（結露しないこと）

別売品 税込価格（税抜価格）
USBインタフェース（はかり側がミニBタイプ） ※１ ◆１ HVW-02BCWPJA ¥9,900（¥9,000）
RS-232Cインタフェース（端子台形状） ◆１ HVW-03CWPJA ¥8,800（¥8,000）
コンパレータ・リレー出力 / ブザー HVW-04CWPJA ¥16,500（¥15,000）
マルチプリンタ ※２ AD-8127 ¥71,500（¥65,000）
PC・AD-8127用接続ケーブル（D-Sub9P / 約3ｍ） AX-KO3285-320 ¥14,300（¥13,000）
USB変換ケーブル（D-Sub9P ⇒ USB変換） AX-USB-9P ¥11,000（¥10,000）
コンパクトプリンタAD-8121B（旧モデル）用接続ケーブル(約
3m） AX-KO3341-320 ¥14,300（¥13,000）
ブザー付きコンパレータライト ※３ AD-1612 ¥30,800（¥28,000）

※１ 表示部は非防水仕様となります / 別途市販のUSBケーブル（A～ミニBタイプ）のケーブルが必要です
（専用ドライバーをホームページからダウンロードしてください）

※２ 非防水仕様です / RS-232Cインタフェース（HVW-03CWPJA) ・ 接続ケーブル AX-KO3285-320が必要です
※３ 非防水仕様です / リレー出力(HVW-04CWPJA)とAD⁻1612接続用のケーブルが必要です 詳細はAD-1612をご確認ください
◆１ USBインタフェース / RS-232Cインタフェースは、いずれか１ｃｈのみ装着可能

ローラーコンベア

検定付きはかりは外観を変更することはできません
例：『ポールを取り外す』、『計量台～表示部間のケーブルを延長する』など
ローラーコンベアを使用する場合は、ご相談ください

ご注意

USBインタフェース
HVW-02BCWPJA

RS-232Cインタフェース
HVW-04CWPJA

地域番号 使用地域区分 使用地域(都道府県）
1 9.803～9.807 m/s 2  北海道
2 9.799～9.804 m/s 2  青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

3 9.796～9.801 m/s 2  
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、山口県

4 9.794～9.799 m/s 2  
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、 福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、 滋賀
県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、 香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩・大隅地方に限る）

5 9.789～9.794 m/s 2  鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）、沖縄県

ご注文時に使用地区をご指定ください


