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測定する
トリガを押すと、処理されたすべての温度値が連続的にディスプレイに表
示されます。
•    最高温度 最低温度
•    連続温度
•    平均温度
•   最低温度
•   溶湯温度 - C055L モデルのみ 
Cyclops Lシリーズは、内蔵のストレージにより高速でシンプルなロギ
ングを可能にします。Bluetooth® およびUSB経由の接続方式により、
データをパソコンに定期的にダウンロードしたり、モバイル端末
にリアルタイムで取り込むことで分析･傾向分析を行えます。 

データロギングに使用できる4つのトリガ操作モード:
•    シングルモード:トリガを離すたびに測定値をログ記録する
•    ラッチモード:ユーザーが定義した頻度で、連続、平均、最高値、お

よび最低の読み取り値をログ記録する
•    バーストモード:トリガを押したままの状態で測定値を連続記録 - 

秒速約30個の測定値
•    ルートモード:安定した長期的な測定のために事前設定されたル

ートを精密に実行。スタンドアローン型計測器で使用でき、また
はモバイルソフトウェアで機能の拡張が可能。

AMeTeK lAndは正確な計測装置を1947年から製造しています。 
当社は非接触の温度測定と燃焼モニタリングのスペシャリストです。当社の製品は、鋼やガラスの製造、発
電、セメント製造などの幅広い業界で使用されています。  
2006年以降はAMETEKのProcess & Analytical Instruments部門の所属となり、お客様はAMETEKの全世界の販売サ
ービスチームをご利用いただけます。

温度範囲が200～3000 °c / 392～5432 °fのどの用途でも正確な温度測定が可能な設計です

Cyclopsシリーズは、高品質のポータブル非接触式パイ
ロメーターの業界をリードする標準となっています。
カメラに準じた品質でレンズを通した照準調整で、見える通
りに測定対象を測定できます。片手で操作できる人間工学
に基づいた設計により、過酷な環境でも温度測定が可能で
す。たとえば、手すりにつかまりながら、正確な温度測定を
安全に行えます。高品質の完全フォーカス可能レンズのた
め、どの距離からでも極めて小さいサイズの測定も問題あ
りません。内蔵型データロギングとは、正確な測定結果が測
定器に直接保存できるということです。

cyclops l
高精度なポータブル非接触型 
パイロメーター製品ファミリー

ロガーソフトウェア
温度測定値をリアルタイムで確認、分析、記録するため
に、Cyclops Loggerソフトウェアが実行されているパソコンま
たは頑丈なモバイル端末にデータを転
送します。保存されたすべての測定デ
ータは、現在の測定値、表形式表示、お
よび傾向表示と共に測定画面に表示さ
れます。

傾向ビューには、最高、瞬間、平均、およ
び最低の温度、ロガー設定、ルートマネ
ージャー、バックグラウンド補正のほか、
時間指定ロギング (1～60秒の事前設定
された時間間隔で測定) が表示さ
れます。

Cyclopsパイロメーターとの接続が確立すると、サーモメータ
ーのトリガーが押されるたびに、Loggerソフトウェアにより瞬
時温度測定値が記録されます。

さらに、Cyclops Loggerソフトウェア
を使用すると、向上や工程全般の
測定ポイントの順番を設定するな
ど固有のルート設定を管理するこ
とができるため、傾向を正確に掴む
ためのバラツキのない反復性のあ
るデータを確保できます。

ワイヤレス (Bluetooth®経由) また
はUSBケーブルで Cyclops Lモデル
パイロメーターとパソコンを接続
できます。

表形式表示では、瞬間、最低、平均お
よび最高温度のほか、Meltmaster固
有の温度測定値を表示します (055 
Lモデル)。
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付属品
ご利用いただける標準仕様およびオプションの付属品をご紹介します:

1  耐熱ジャケット 極めて高い温度と過剰なダストに対する保護をすべ
てのモデルに標準仕様

2  防水キャリーケース オプションの付属品  
(すべてのプレミアムキットで標準仕様)

3  ロングアイ･リリーフ接眼アダプター 安全ゴーグルやフェイスシール
ド付きハードハットを着用時など接眼レンズで直接観察できない場
合などに使用

4  クローズアップレンズ C100LおよびC160Lモデル用に提供され、至近
距離で小さい標的の温度測定が可能

仕様と 
設計
1:メニューの操作
シンプルで使いやすい操
作で、アイコン表示された
メニューから、必要なモー
ドを選択します。

2: 多機能ディスプレイ
明るいバックライト表示
の外部パネルから、4つの
同時ライブ測定モードと
共に、パイロメーターの
状態および設定を表示で
きます。 

パネルには、キーパッド操
作でナビゲートできる、使
用言語に左右されず直感
的に選択できるアイコン型
メニューを使用:

• モード選択 
• 放射率 
• ウィンドウ補正 
• 通信の状態 
• バッテリーの状態 
• アラームの状態 
•  スタンドアローンルート

モード
• 時計

3:光学特性
レンズを通じた反射光学シ
ステムは、ターゲットスポッ
トを精密に定義して、ビュ
ーファインダーにユーザー
が選択した温度モードをバ
ックライトディスプレイで
同時に表示できます。390L
モデルでは、堅牢なサファ
イア保護ガラスが標準装
備されています。

4:接続性
ワイヤレスBluetooth®ま
たはUSBテクノロジーによ
り、使用に適した工業用
携帯機器またはラップトッ
プ／ノートブックでCyclops 
Loggerソフトウェアを使用
できるため、ケーブル接続
に伴う危険がありません。

5:頑丈なケーシング
測定器のケーシングは過
酷な環境でも長期にわた
り使用できます。

6:簡単操作
使いやすく設定された操
作モードのため、危険な
環境でも片手操作ができ
ます。

ご利用の用途のためのソリューション
C055L
測定温度範囲: 
1000 ～2000 °c/1832 ～ 3632 °f
用途:
溶融金属および鋳造に最適

C100L
測定温度範囲: 
550 ～ 3000 °c/1022 ～ 5432 °f
用途:
鉄鋼、ガラス、耐火物、熱処理、
半導体

C160L
測定温度範囲: 
200 ～ 1400 °c/392 ～ 2552 °f
用途:
鉄鋼および溶接、焼き戻し、アニ
ーリングなどの熱処理、半導体

C390L
測定温度範囲: 
450 ～ 1400 °c/842 ～ 2552 °f
用途:
改質炉、ヒーター管、再熱路
に最適

1 2 3 4

特徴とメリット

標準Bluetoothおよび
USB接続性 - ワイヤレ
スおよびUSBのオプシ
ョンでモバイル端末や
パソコンと直接通信

頑丈な計測器ケーシン
グ - 過酷な条件かでも
長期にわたり使用可能
高温、衝撃、落下に対し
ても保護

国家規格の較正および
トレーサビリティ - 計測
精度を保証

内蔵ルートモード - 事
前設定されたルートを
系統的に実行し、正確
な測定値と長期的なデ
ータ傾向分析を確保

ロガーソフトウェア - デ
ータ傾向と分析を実行
し、現場における傾向
の特定、工程効率の改
善、または資産の保護
とライフサイクルの延
長を実現

最大9999個の測定値お
よび4ルートの内部で
ーたロギング - 片手で
操作できる、個別のスト
レージ装置が不要の内
蔵ストレージ
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仕様
C055L C100L C160L C390L

測定温度範囲: 1000～2000 oC / 1832～3632 oF 550～3000 oC / 1022～5432 oF 200～1400 oC / 392～2552 oF 450～1400 oC / 842～2552 oF
ディスプレイ: 外部バックライト LCD ディ

スプレイ
ビューファインダーの 
4 桁 LCD

外部バックライト LCD ディ
スプレイ
ビューファインダーの 5 
桁 LCD

外部バックライト LCD ディ
スプレイ
ビューファインダーの
5 桁 LCD

外部バックライト LCD ディ
スプレイ
ビューファインダーの
4 桁 LCD

測定モード: 連続、最高、最低、および
先端Meltmaster

連続、最高、 
最低および平均

連続、最高、 
最低および平均

連続、最高、 
最低および平均

データ・ロギング: 内部読み取りが9999 および9 ルート。モバイル (4GB 標準ストレージ) または PC ロガーソフトウェア (Bluetooth® または 
USB コネクター経由)

データ・ロギング･モード クラシック、バースト、ラッチ、ルート
光学システム: 視野 9o、接眼レンズの調整可能範囲が -3.75～+2.5 Dptr.
焦点範囲: 固定焦点、パイロメータ

ー本体基準位置から 5 m / 
197 in (公称値)

1 m / 39.3 in～無限大 450～ 
620 mm / 17.7～24.5 inおよび 
215 mm /  
8.5 in 固定焦点 - 光学クロー
ズアップレンズ使用時

1 m / 39.3 in～無限大 460～ 
630 mm / 18.1～24.8 inおよび 
217 mm / 8.5 in 固定焦点 - 光
学クローズアップレンズ
使用時

1 m / 39.3 in～無限大

最小目標サイズ: レンズから5 mの距離で対
象物スポット直径28 mm (
平行光束)

1 m / 0.19 in、39.3 in、  
1.8 mm / 0.07 inおよび0.4 mm / 
0.016 inで5 mm - 光学クロー
ズアップレンズ使用時

1 m / 0.19 in、39.3 in、  
2.0 mm / 0.08 inおよび0.5 mm / 
0.2 inで5 mm - 光学クローズ
アップレンズ使用時

パイロメーター本体基準
位置から101.4 cm, / 39.9 inで
4.8 mm  / 0.19 in

スペクトル感度: 0.55 μm (公称値) 先端スペクトルフィルタリ
ングで1 μm

先端スペクトルフィルタ
リングで1.6 μm

3.9 μm (公称値)

放射率調整: 0.10～1.20 (0.01ステップ等級)
応答時間: 30 ms 30 ms 30 ms 500 ms未満 (最大98%)
表示更新時間: 0.5 s
精度: 0.5%未満 (K) 0.25% (K)以下 0.5%未満 (K) 0.4%未満 (K)
測定分解能 0.1 oC / 1 oF
測定視野: 固定焦点 180:1 円形 180:1 円形 180:1 正方形
繰返し性: 1 oC / 2 oF未満 1 °C / 2 °F以下 1 oC / 2 °F以下 1 °C / 2 °F以下
使用温度範囲: 0～50 oC / 32～122 oF
電源要件: MN1604 / 6LR61 / PP3対応バッテリー1個またはUSB
出力: Bluetooth®/USBコネクター
重量: 0.83 kg / 1.8 lb.
ケース規格: IP40
無償のデータロガーソフトウ
ェア:

www.landinst.com/software-downloads から入手可能。アンドロイド端末用には、Google PlayストアからCyclopsデータロガーアプ
リが入手可能。

標準付属品: レンズキャップ、保護ウィンドウ/フィルター、バッテリー、リストラップ、USBケーブル、防熱ジャケット
別売付属品: 防水キャリーケース、ロ

ングアイリリーフ接眼
レンズ

クローズアップレンズ、防水
キャリーケース、ロングアイ
リリーフ接眼レンズ、減光フ
ィルターオプション1Fまた
は2F - フィルターは画像を暗
く表示することで、光度の高
い対象物のコントラストを
高めます。高温用途には2枚
使用してください。

クローズアップレンズ、防
水キャリーケース、ロング
アイリリーフ接眼レンズ

防水キャリーケース、ロ
ングアイリリーフ接眼
レンズ

CYCLOPS Lについては他の関連パンフレットをご覧ください:

当社の多様な非接触型温度測定･燃焼/放
射製品シリーズがお客様のプロセスにど

のようなソリューションを提供するかご覧く
ださい 

www.Landinst.Com | www.ametek.Com

海外オフィスの全リストについては、弊社Webサイト、www.landinst.comにアクセスして
ください 
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CYCLOPS
LOGGER SOFTWARE

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

AMETEK LAND HAS BEEN BUILDING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947. WE ARE 
SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION MONITORING 
WITH OUR PRODUCTS FINDING APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND 
GLASS MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 
As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 
AMETEK sales and service team.

FEATURES & BENEFITS
Unique Route Management 
Mode - An ideal tool for sites 
with multiple locations requiring 
regular and reliable monitoring; 
pre-configured settings 
including emissivity and window 
correction for each location

Internal Data Logging –  
the Cyclops L thermometer 
stores up to 9999 
temperature measurements; 
all measurements can be 
downloaded to the logger 
software for further analysis  
and comparison
 
Remote Trigger -  
take measurements remotely 
using either a PC or mobile 
device

Record Live Temperature 
Measurements - store, view 
and analyze using the logger 
software

Choice of Measurement Modes 
-  Instantaneous, Peak, Valley, 
Average plus Meltmaster on the 
Cyclops 055 B and L models

Background Temperature 
Compensation -  allows 
for accurate non-contact 
temperature measurements 
by compensating for the 
background temperature of the 
target

The AMETEK Land Cyclops Logger Software delivers  
an enhanced Cyclops user experience.

Using either a PC or mobile device, the software  
allows users to view, analyze and save Cyclops L  
portable thermometer measurement data..

The Logger software is compatible with all 
Cyclops L and Cyclops B models. 

Connection between the software and 
the Cyclops can be either  via  
wireless (Bluetooth®) or USB (Cyclops L models only).

Cyclops Logger Software is available for FREE from
www.landinst.com/software-downloads

Measurement screen with instant temperature, a table view with list of recent 
measurements, plus a trend view of the same readings. 

FEATURE CYCLOPS B
CYCLOPS B 

with Mobile 
Device

CYCLOPS L
CYCLOPS L 

with Mobile 
Device

Data 
Storage X ✔

Mobile Device
✔

Internal
✔

Internal or  
Mobile Device

Route 
Navigation

X 
Paper list to 

record measurement 
and location

X
✔ 

Stores data to fixed inter-
nal memory locations

✔ 
Detailed location info 

Add/Config routes

Location 
Specific X X

✔
Emissivity 

Window Correction

✔
E/W and background 

compensation

Live Data 
Analysis X

✔
Trend of Statistics

Edit data during route
X

✔ 
Trend of Statistics

Edit data during route

Semi Fixed 
Installation X X ✔ ✔ CyClops loggerソフ

トウェア
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Bluetooth®のワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有しています。AMETEK Landはこれらのワードマークとロゴの使用許可を取得しています。その他の商標および商標名は、それぞれの
所有者に帰属します。

Land Instruments International
Stubley Lane, Dronfield 
S18 1DJ 
United Kingdom

電話: +44 (0) 1246 417691
電子メール: land.enquiry@
ametek.co.uk

www.landinst.com

AMETEK Land 中国 
Part A, 1st Floor No. 460  
North Fute Road,  
Waigaoqiao Free Trade Zone 
200131 Shanghai, China 

電話:  +86 21 5868 5111 内線 122 
電子メール: land.enquiry@
ametek.co.uk

www.landinst.com

AMETEK Land - 南北アメリカ 
150 Freeport Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238 
United States of America 

電話: +1 (412) 826 4444
電子メール: irsales@ametek.com 

www.ametek-land.com

AMETEK Land インド 
Divyasree N R Enclave,Block A,  
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066 Karnataka, 
India  

電話: +91 - 80 67823240 
電子メール: land.enquiry@ametek.
co.uk

www.landinst.com

英国で適用 米国で適用 インドで適用
Certificate No. C1200


