
フリアー 
システムズの 
最高性能を 
搭載

T-シリーズ
一般計測用＆予知保全赤外線サーモグラフィ



機器の確実な動作を維持するために
は、トラブルを迅速に検知して報告す
る信頼性の高い故障診断ツールが必
要です。FLIR赤外線カメラが不可欠
な理由はここにあります。本製品は、
電気抵抗や機械的摩耗により生じる
目に見えない熱を早い段階で検知し
て、コストのかさむダウンタイムや危
険を未然に防止します。また、Tシリー
ズはFLIRの能力を最大限に発揮し
て、トラブル検知と報告の迅速化を
実現します。

T-シリーズ
最高品質の
赤外線カメラ

人間工学に基づくデザイン
• 120°上下に回転するレンズユニットで、快適に
フォーカス調整や撮影ができる

• 方向自動調整機能が画面表示をカメラの傾き
にあわせて縦/横方向に切り替え

• オートフォーカスと手動フォーカスで精密な画
像を生成

• T640とT660は、連続オートフォーカスで自動
的に鮮明な画像を生成

生産性の向上
• スマートフォン並みに直感的に
使えるタッチスクリーン

• 手袋をはめた手でも操作しやす
いシンプルボタン

• カメラの向きと位置情報を画像
に取り込むGPS＆コンパス

• 暗い現場を照らすLEDおよび計
測箇所を特定するレーザーポイ
ンター

• 音声、テキスト、スケッチでコメ
ントをを熱画像に保存

高速通信
• FLIR Toolsモバイルアプリでスマートフォンやタブレットに接続
し、画像解析や画像とストリーミングビデオのデータ通信、遠隔
操作が可能

• FLIR ToolsソフトウェアでPCやMac上で専門的な報告書作成と
ファームウェアの更新が可能

• 温度情報付きのデータをメモリカードに保存



豊富なアクセサリ
• 交換可能な各種レンズ
• 追加バッテリーと充電器
• 予備ケーブルとSDカード
• カメラ用ポーチと三脚アダプタ
• FLIR IRウィンドウ
• カメラ用ポーチと三脚アダプタ

最高水準の解像度＆温度分解能
• 最高640×480ピクセルの解像度
• ウルトラマックス（UltraMaxTM）使用時は最高120万画素の熱画像を実現
（解像度は4倍）

• スーパーファインコントラスト（MSX®）処理でライブビデオ、画像、
ウルトラマックス（UltraMax）画像がさらに鮮明に

• クラス最高水準の温度分解能（0.02℃未満）で際立つ画質
• 最高2,000℃の高温計測

明るい場所で使えるビューファインダ 　



FLIR TOOLSソフトウェア
（PC／Mac対応）
高度な画像解析、報告書作成などが
できるソフトウェアが付属しています。 

直感的
タッチスクリーン
スクリーンまたはボタンを軽く
タッチするだけで、すぐに温度
測定ツール、パラメーター、画像
モードなどの操作が可能です。

T460

画像やカメラツールの
操作、解析がすばやくで
きる3.5インチの明るい
タッチスクリーン 

手袋をはめていても操作
できるジョイスティックと
大きなバックライト付ボ
タン

FLIR TOOLS モバイルアプリ

T660

指先ですばやく操作で
きる大きな4.3インチの
容量性タッチスクリーン

T640ビューファインダー
は、明るい屋外での使用
時に便利です

T-シリーズ
最高性能



FLIR T420、T440及びT460は解像度76,800ピクセルの鮮明な熱画像を生
成。ウルトラマックス（UltraMax）でさらに解像度を向上させることが可
能です。必要な視野やスポットサイズに合わせてレンズは交換可能です。
他にも多くの機能で過酷な作業に軽に役立ちます。

T420、T440 & T460

明るい3.5インチタッチ
スクリーン（T4XX）

T420、T440 & T460

オートフォーカス／
シャッターボタン

LEDライト＆レーザーポインター

3.1MPデジタルカメラ

マニュアル
フォーカス



FLIR T620、T640 、T660はフリアーシステムズの携帯型赤外線カメラでは最高画
質となる640×480ピクセル（307,200ピクセル）を実現し、さらにウルトラマックス
（UltraMax）で解像度をさらに向上させることが可能です。解像度が高いほど、画
像はクリアになり、正確な温度測定、遠方や小さな異常の発見が可能となります。

T620、T640 & T660

大きな4.3インチの
容量性タッチスクリーン
（T6XX）

ビューファインダー（T640／T660）

FLIR T620、T640 、T660はフリアーシステムズの携帯型赤外線カメラでは最高画
質となる640×480ピクセル（307,200ピクセル）を実現し、さらにウルトラマックス
（UltraMax）で解像度をさらに向上させることが可能です。解像度が高いほど、画
像はクリアになり、正確な温度測定、遠方や小さな異常の発見が可能となります。

T620、T640 & T660

オートフォーカス／
イメージキャプチャ

5MPデジタルカメラ

マニュアルフォーカス

LEDライト＆レーザーポインター



スーパーファインコントラスト（MSX）

フリアーの特許技術であるスーパーファインコントラスト（MSX）は、
可視スペクトルの輪郭を鮮明にすることで、熱画像の画質を向上さ
せ、 温度測定データの異常を迅速かつ容易に示します。

WITHOUT MSX

WITH MSX

Tシリーズは、コンパクトかつ使いやす
さを重視したデザイン、そしてウルトラ
マックス（UltraMax）とMSXの組み合
わせで実現した最高画質の熱画像と最
高水準の温度測定機能を備えたツール
です。

ウルトラマックス（UltraMax）

フリアーシステムズの新機能ウルトラ
マックス（UltraMax）は、画素数を4倍に
増やし、ノイズを半減させることで、微細
な対象へのズームや極めて正確な温度測
定を可能にするフリアー独自の画像加工
技術です。

T-シリーズ 
最高水準の
解像度

8倍ズームもできる他にはない高解
像度と温度測定性能



製品仕様

FLIR 2-10 保証

Tシリーズ全モデルには、購入から30日以内に製品を登録
していただくと、フリアーシステムズ独自の2-10保証プロ
グラムを提供いたします。
• カメラ本体の部品および修理の保証期間2年
• 検出素子の保証期間10年
カメラの全重要部品を自社製造している唯一のメーカー
だからできる安心の長期保証です。

モデル T420 T440 T460 T620 T640 T660

熱画像解像度 76,800（320×240） 307,200 （640×480）

温度分解能 ＜0.04℃ @ 30℃ ＜0.03℃ @ 30℃ ＜0.04℃ @ 30℃ ＜0.03℃ @ 30℃ <0.02℃ @ 30℃

精度 ±2℃又は±2% （読み取り値に対し）（25℃以上） ±1℃ 又は±1%（読み取り値 に対し）
（限定温度範囲）

±2℃又は±2%（読み取り値に対し）（25℃以上） ±1℃又は±1%（読み取り値に対し）
（限定温度範囲）

計測温度範囲 －20℃～＋650℃
（オプションにて1,200℃まで対応）

－20℃～＋1,200℃ －20℃～＋1,500℃ －40℃～＋650℃
（オプションにて2,000℃まで対応）

－40℃～＋2,000℃

測定モード スポット、エリア（最高/最低/平均）アイソサーム、アラーム（音/視覚） スポット、エリア（最高/最低/平均）アイソサーム、アラーム（音/視覚）

ウルトラマックス（UltraMax） • • • • • •

温度情報付き動画測定 CSQをメモリカード保存 CSQをメモリカード保存

ユーザープリセット • • • • •

フレームレート 60Hz 30 Hz

レンズオプション 6°&15°望遠、45°& 90°広角、接写：100µm、50µm 25°、7°& 15°望遠、45°& 80°広角、接写：100µm、50µm、25µm

フォーカス オート&手動 オート&手動 オート&手動および連続

ディスプレイサイズ 3.5” 4.3”

タッチスクリーン • • • • • •

ビューファインダー • •

内蔵型デジタルカメラ 3.1MP 5MP

デジタルズーム 4× 8× 4× 8×

コンパス • • • • • •

GPS • • •

赤外線/可視画像上のスケッチ スケッチ／スタンプ スケッチ／スタンプ

 Tシリーズの製品仕様の詳細はWWW.FLIR.COM/THERMOGRAPHYをご覧ください。



ITCによるサポート

赤外線サーモグラファーとしてのキャリア向上を図りたい方や、ご自身
のカメラをもっと活用したいと考える方のために、赤外線トレーニング
センター（ITC）では、各種トレーニングを提供しています。コースは基
礎的なレベル1から専門的な各分野のコースまで多岐にわたります。ITC
トレーニングはあなたの赤外線カメラを効率的にご活用いただくため
のサポートを提供します。

モデル T420 T440 T460 T620 T640 T660

熱画像解像度 76,800（320×240） 307,200 （640×480）

温度分解能 ＜0.04℃ @ 30℃ ＜0.03℃ @ 30℃ ＜0.04℃ @ 30℃ ＜0.03℃ @ 30℃ <0.02℃ @ 30℃

精度 ±2℃又は±2% （読み取り値に対し）（25℃以上） ±1℃ 又は±1%（読み取り値 に対し）
（限定温度範囲）

±2℃又は±2%（読み取り値に対し）（25℃以上） ±1℃又は±1%（読み取り値に対し）
（限定温度範囲）

計測温度範囲 －20℃～＋650℃
（オプションにて1,200℃まで対応）

－20℃～＋1,200℃ －20℃～＋1,500℃ －40℃～＋650℃
（オプションにて2,000℃まで対応）

－40℃～＋2,000℃

測定モード スポット、エリア（最高/最低/平均）アイソサーム、アラーム（音/視覚） スポット、エリア（最高/最低/平均）アイソサーム、アラーム（音/視覚）

ウルトラマックス（UltraMax） • • • • • •

温度情報付き動画測定 CSQをメモリカード保存 CSQをメモリカード保存

ユーザープリセット • • • • •

フレームレート 60Hz 30 Hz

レンズオプション 6°&15°望遠、45°& 90°広角、接写：100µm、50µm 25°、7°& 15°望遠、45°& 80°広角、接写：100µm、50µm、25µm

フォーカス オート&手動 オート&手動 オート&手動および連続

ディスプレイサイズ 3.5” 4.3”

タッチスクリーン • • • • • •

ビューファインダー • •

内蔵型デジタルカメラ 3.1MP 5MP

デジタルズーム 4× 8× 4× 8×

コンパス • • • • • •

GPS • • •

赤外線/可視画像上のスケッチ スケッチ／スタンプ スケッチ／スタンプ

 Tシリーズの製品仕様の詳細はWWW.FLIR.COM/THERMOGRAPHYをご覧ください。



ここに記載されている機器を輸出する場合は、米国務省の許可が必要となる場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。仕様は通知なく変更されることがあります。最新の
仕様は弊社ウェブサイト（www.flir.jp）をご覧ください。
その他のブランド名および製品名はフリアーシステムズの商標です。掲載された画像は参照目的のみに使用されています。

www.flir.jp

NASDAQ: FLIR

フリアーシステムズジャパン株式会社
〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5F
電話：03-6721-6648　FAX：03-6721-7946
Eメール：info@flir.jp

PORTLAND
Corporate Headquarters
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave. Wilsonville, OR 97070 USA

フリアーシステムズについて
赤外線カメラはメーカーによって大きく異なります。世界最大の赤外線カメラメーカーであるフリ
アーシステムズは、50年近くにわたる実績を活かし、他者には真似できない最高水準の専門技術
を使用した高性能赤外線カメラを製造してまいりました。弊社の製品は、人命救助、軍事、国境
や施設の警備などに日々、貢献しています。現在、フリアーシステムズでは個人向け製品にも力を
入れています。船舶・ボート、車両に搭載するカメラや住宅セキュリティ用カメラなどがご利用い
ただけます。同じフリアーシステムズの技術は、AudiやBMWなど高級車メーカーの歩行者検知
システムにも採用されています。また、アウトドアでの様々な活動やハンティングなどに最適な赤
外線サーマルナイトビジョンをお求めやすい価格で提供しています。フリアーシステムズという社
名はご存じなくても、1960年代から様々な用途で活用されている弊社製品をきっとどこかで一度
は目にしているはずです。赤外線カメラの購入を検討されているのであれば、ぜひフリアーシステ
ムズにご相談ください。（※取扱い製品は国により異なります。）


