
子機の増設ができます子機の増設ができます
親機1台に子機を
5台まで増設（接続）
することができます。
親機のチャンネル切替
ボタンを押すことで､5台
までの子機の測定値を
親機で切替表示する
ことができます。

通信距離は最大100m
　　　　(見通し距離)通信距離は最大100m
　　　　(見通し距離)通信距離は最大100m
　　　　(見通し距離)

食品の保管・貯蔵庫や
酒蔵､ワイン保管庫の
温湿度測定に

野菜･果物･畜産物･
酒などの倉庫に

育苗など､ハウス内の
温湿度や土壌中の
温度（地温）測定に

AD-5663
（親機1台と子機1台のセット）

AD-5663は､親機1台と
子機（AD-5663-01）1台のセットです。

標準価格 ￥15,000 （税抜）
AD-5663

親 機
（表示器・受信機）

離れた場所の温湿度をワイヤレスで測定

マルチチャンネル

（外部センサー・送信機）
子 機

農業ハウスに

親機 （表示器・受信機）

子機のチャンネル番号
アンテナ

子機の環境温度（TA）

子機の環境湿度（RH）

子機の
温度プローブ（T1）温度

子機の
温度プローブ（T2）温度

温度プローブ（T1）

子機（外部センサー・送信機）

温度プローブ（T2）

環境温度（TA）と
環境湿度（RH）は
子機に内蔵する
センサーで測定

表示内容と名称

別売品（オプション）

子機（増設用）

AD-5663-01

種別
測定範囲
　
　
表示項目
表示範囲
最小表示
表示更新間隔（親機）・測定間隔（子機）
上限/下限アラーム
設定値範囲

 
温度プローブケーブル長
無線設備の種別/使用電波周波数
電波伝搬距離
動作（使用）温湿度範囲
電 源
電池寿命
寸法、質量
 
付属品
  

JANコード
標準価格(税抜)

温度（TA）､湿度（RH）､温度プローブ（T1）､温度プローブ（T2）
温度（TA） -20～70℃､ 温度プローブ（T1･T2） -40～70℃､ 湿度（RH） 5～99%RH

温度（TA） 0.1℃､ 温度プローブ（T1･T2） 0.1℃､ 湿度（RH） 1%RH
約2分（FAST）､約4分（SLOW） 

温度（TA） 0～50℃ / 設定間隔 0.5℃
 温度プローブ（T1･T2） -40～70℃ / 設定間隔 0.5℃

 湿度（RH） 5～99%RH / 設定間隔 1%RH
 ブザー音量70dB（距離10cm）､ ブザーオフ可能

 LEDランプ（赤色）　点灯オフ可能　

親 機 子 機
0～50℃
20～90%RH
-40℃～70℃

0～50℃､0～90%RH （ただし結露しないこと）
単3形アルカリ乾電池4本､ACアダプター（別売オプション）
 約1年（アルカリ乾電池使用､アラーム未使用､SLOW設定時）
120（W）×134（H）×30（D） アンテナ等突起部含まず

約 325g（電池含む）
取扱説明書､単3形乾電池4本（モニタ用）､

子機（外部センサー）AD-5663-01（温度プローブ2本付）
4981046 449403
\15,000

約 2.5m
特定小電力機器 / 314.0～314.8 MHz

最大100m （見通し距離）

単3形アルカリ乾電池2本
約1年（アルカリ乾電池使用）

66（W）×112（H）×31（D）アンテナ等突起部含まず
約 165g（電池含む、温度プローブ含まず）
取扱説明書､温度プローブ2本（T1･T2）､

単3形乾電池2本（モニタ用）､シース保護キャップ
4981046 449410
\8,000

約 20秒毎

温度(TA)
湿度(RH)

温度プローブ(T1,T2)

AD-5663 AD-5663-01

標準価格
JANコード 4981046 449410

（税抜）￥8,000

子機用 温度プローブ(1本)
（ケーブル､端子付き）
AX-KO4449
標準価格
JANコード 4981046 490351

（税抜）￥1,500

親機用 ACアダプター
AX-TB250
標準価格
JANコード 4981046 490702

（税抜）￥2,000

アンテナ

親機（表示器）の特徴
■温度､湿度の上限・下限アラーム設定が可能
■赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
■子機の温度､湿度を同時に表示
■子機を最大5台まで増設（接続）が可能
■温度や湿度の最高値､最低値のメモリ機能
■温度や湿度のトレンドを矢印マーク（　　　　 ）で表示
■外部電源（ACアダプター）の使用が可能

子機（外部センサー）の特徴
■環境の温度､湿度および、プローブ温度センサーで2ヶ所の
温度が測定可能
■液晶表示付き．温度や湿度を同時に表示
■プローブ温度センサーのケーブルは着脱可能
　ケーブル長約2.5m
■プローブ温度センサーは子機に固定可能。
　プローブハンドル部に吊り下げフック孔付き



）機信受・器示表（ 機親

子機のチャンネル番号
アンテナ

子機の環境温度（TA）

子機の環境湿度（RH）

子機の
温度プローブ（T1）温度

子機の
温度プローブ（T2）温度

温度プローブ（T1）

子機（外部センサー・送信機）

温度プローブ（T2）

環境温度（TA）と
環境湿度（RH）は
子機に内蔵する
センサーで測定

表示内容と名称

別売品（オプション）

子機（増設用）

AD-5663-01

種別
測定範囲
　
　
表示項目
表示範囲
最小表示
表示更新間隔（親機）・測定間隔（子機）
上限/下限アラーム
設定値範囲

 
温度プローブケーブル長
無線設備の種別/使用電波周波数
電波伝搬距離
動作（使用）温湿度範囲
電 源
電池寿命
寸法、質量
 
付属品
  

JANコード
標準価格(税抜)

温度（TA）､湿度（RH）､温度プローブ（T1）､温度プローブ（T2）
温度（TA） -20～70℃､ 温度プローブ（T1･T2） -40～70℃､ 湿度（RH） 5～99%RH

温度（TA） 0.1℃､ 温度プローブ（T1･T2） 0.1℃､ 湿度（RH） 1%RH
約2分（FAST）､約4分（SLOW） 

温度（TA） 0～50℃ / 設定間隔 0.5℃
 温度プローブ（T1･T2） -40～70℃ / 設定間隔 0.5℃

 湿度（RH） 5～99%RH / 設定間隔 1%RH
能可フオーザブ ､）mc01離距（Bd07量音ーザブ 

 LEDランプ（赤色）　点灯オフ可能　

親 機 子 機
0～50℃
20～90%RH
-40℃～70℃

）とこいなし露結しだた（ HR%09～0､℃05～0
単3形アルカリ乾電池4本､ACアダプター（別売オプション）
 約1年（アルカリ乾電池使用､アラーム未使用､SLOW設定時）

ずま含部起突等ナテンア ）D（03×）H（431×）W（021
）む含池電（g523 約

取扱説明書､単3形乾電池4本（モニタ用）､
）付本2ブーロプ度温（10-3665-DA）ーサンセ部外（機子

4981046 449403
￥15,000

約 2.5m
特定小電力機器 / 314.0～314.8 MHz

）離距し通見（ m001大最

単3形アルカリ乾電池2本
約1年（アルカリ乾電池使用）

ずま含部起突等ナテンア）D（13×）H（211×）W（66
）ずま含ブーロプ度温、む含池電（g561 約

取扱説明書､温度プローブ2本（T1･T2）､
単3形乾電池2本（モニタ用）､シース保護キャップ

4981046 449410
￥8,000

約 20秒毎

温度(TA)
湿度(RH)

温度プローブ(T1,T2)

AD-5663 AD-5663-01

標準価格
JANコード 4981046 449410

（税抜）￥8,000

子機用 温度プローブ(1本)
（ケーブル､端子付き）
AX-KO4449
標準価格
JANコード 4981046 490351

（税抜）￥1,500

親機用 ACアダプター
AX-TB250
標準価格
JANコード 4981046 490702

（税抜）￥2,000

アンテナ

●本カタログの内容は2015年10月現在のものです。
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