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WTR771A型く1ペン普及型〉WTR781A型く1ペン高感度型〉WTR751型く2ペン型〉

…三

比類のないインクレスのポータブルなレコ」ダ



アナログ記録のとれ祈汐
／WTR771A型／WTR781A型／WTR751型／

く1ペン普及型〉　　く1ペン高感度型〉　　　く2ペン型〉

すぐれた特長

閤円弧ひずみのない直線書き．′

●ローラエッジによる直線記録方式で円弧ひずみがなく、入力信号

に忠実なデータが得られます。

隆インクを使わないヒート書き。′

●熟ペンを使った記録方式ですからインク切れや、手を汚す心配が

ありません。

●熱ペン用ヒータ電圧を調整することにより記録線の太さ、濃淡は

自由に調整できます。（WTR751）

礪記録紙の交換はワンタッチノ

●記録紙の交換は容易に入替えできるワンタッチ方式です。

義すぐれた周波数特性．′

⑳2次巻線付核磁石型ガルバノメータの使用により、可動コイルの

回転角速度に比例した誘起電圧を内蔵
（＿て

亡回路お喜び特殊負帰還〈BOOST（ブースト）〉回路奉加妻尋いる

ので、安定性を高めるとともに、すぐれた周波数特性を有し、信

頼性の高い記録が得られます。

■記録紙送り速度は電子切換え．′

㊧モータはステッビングモータを使用している為、低速から非常に

安定した送りが得られます。また、速度切換えはパネル面のロー

タリスイッチ切換えですみます。（WTR771A・781A）
で守

ミニライタに採用されているローラエッジ方式

直線性（Pxト回転角（β）と

直線変位との関係（Py）を

示す式

0……回転の中心

P……ペン先

Px＝」（一定）

Py＝L・tan O

こし（β＋ギ）

＼柑TR70e巨j仁“て



榊銅一隅甘◎◎シu』凹諾

WTR771A・781A型標準仕様

項目　　　　　　型名 埠E(��ss���������������������������uE(��s��ﾄ��

要　　　素　　　数 ���

記　　　録　　　幅 鼎�ﾖﾘ7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ������ｴﾉ�鑄�(��5�#SH��#�ﾘ�ｨ�U5�#ch�鼎�ﾘ�｢�

記　　録　　方　　式 �7��ｸ6x��*ｸ��8ﾘ�ｸ8�4x6(5x,�.h.�+ﾉ�ﾈｴﾈｽ�_ｸ��｢�

記錦紙送　り　速度 ���S(�CX�SX�S���S#X�SS�ﾖﾘ��6V8*ﾘｦﾙ7��(�ﾓ��9?��8�CW(�Fﾒ�

速　度　切　換　方　式 ���ﾞﾈ�9lｨ,ﾈ8ﾘ�ｸ4�8ｨ5�486(6�,�.h.�6H���悪y_ｸ��

入　　力　　方　　式 都x�ﾈ�ﾈ5�7H�ﾈ6x�ｨ6X48984��

入　　力　　抵　　抗 牝ﾕ�自.�*ﾘｹivY�ﾘﾘhﾋ�.�(���,ﾈ,h*ｳ��ｵ�決岑�"�

最　大　入　力　電　圧 妊3S��b�

測　定　レ　ン　ジ ����S#��SS��S����S#���SS��ﾕh��6ﾘ����X�����*ﾓ�)&��悪x�H�df�#X�S��S(�SX�S���S#��SS��S����S#��ﾕh��6ﾗ��X�����*ﾓ��&��悪x�"�
（切換確度　フルスケールの±2％以下） 

感　　度　　調　　整 ��ｩ.�8ﾈ985yn)�����)¥�)Eﾂ�

位　　置　　調　　整 �7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ���ﾓ#�ﾖﾘ�ｩ>�D8�8,ﾈ見'X,侏饉i�X�)Eﾂ�

確　　　　　　　　　度 �7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ,ﾈ�ﾓ(�8潔>��儖�+ﾉ�ﾉ�ｸｷ�-�W9���/�ｭﾈ-��｢�

周　波　数　応　答 妊8��S���S#�ﾖﾗ��ﾅ�,X�ﾓ���8����ｮ顏��"�

コモンモード除去比 塔fD(�妊8�ｨ�ScfD(���3S���ｨ��ﾜXﾘ(ｫI7��"�

校　　正　　電　　圧 ��ｩ.�8ﾈ985x,ﾈ�ﾓ)Gｸ,ﾉ6Dｨ唏/�7�6ﾈ8ｹlｨ,ﾈ5�8�486�5�486(6��番T�8�T�h�T4�ﾈ�ｨ,�.h.�?ﾉ|ﾙ�ﾘﾘh,i�悪x*h,H�8���)Eﾂ�

ヒ一夕コントロトール �7�6ﾈ8ｹlｨ,ﾈ�)¥�.�(,�.h.偃�:�+)��,��*h,IY����x.��ﾉ7�,�-�-ｩNI~�+X+ﾘ齷:�5(986x8ﾘ�ｸ8ｸ��ч>����

定　　格　　電　　源 ��6ﾄ�h�ﾓ���8-ﾈ+ﾘ,ﾓ��X�S#���S##��S#C�h,ﾈ*(+�.ｨ*倡y.��(����S��Sc���"�

消　　費　　電　　力 冩�3Ud��

外　　形　　寸　　法 冩�33��富�ｨ�S�祷�禰�ｨ�S����蝿�ｦﾖﾒ�

重　　　　　　　　　宝 冩�X�CVｶr�

WTR751型標準仕様

項目　　　　　　型名 埠H��(����x��Vﾂ�

要　　　素　　　数 �"�

記　　　霊泉　　　幅 鼎�ﾖﾘ7H8ｸ5�5�(8ｸ*ﾘｴﾉ�����%5�#ST��鼎�ﾘ�｢�

記　　録　　方　　式 �7��ｸ6x��*ｸ��8ﾘ�ｸ8�4x6(5x,�.h.�+ﾉ�ﾈｴﾉ�_ｸ��｢�

記録紙送　り　速度 �(�CX�SX�S#X�SS�ﾖﾘ��6V8,ﾃI&��悪x*ﾘｦﾙ7��(�ﾓ(�8�����ﾈ,�4�7h5h8x98,SX顗効醜*�.��"�

入　　力　　方　　式 �7H8ﾘ�ｸ6X48984��

入　　力　　抵　　抗 �(�CVﾕh��6ﾘ,ﾈ8ﾈ985x,S���ｵ��
レンジの数値に比例して増加く最高2MQ〉 

最　大　入　力　電　圧 妊3#S�b�

テ則　定　レ　ン　ジ �(�CX�SX�S���S#X�S����S#S��SS��ﾕh��6ﾒ�

1・2．5・5・10・25・50V／cnlおよびOFFの15段切換 

感　　度　　調　　整 ��ｩ.�8ﾈ985xｭI�����)¥��

位　　置　　調　　整 �7H8ｸ5�5��X8ｹ>�D8�8,ﾈ見'X,��ﾙ.�)Eﾂ�

確　　　　　　　　度 �7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ,ﾈ�ﾓ(�8潔>��儖�+ﾉ�ﾉ�ｸ�YW9���/�ｭﾈ-��｢�

周　波　数　応　答 妊8��S���X�S#�ﾖﾗ��ﾅ�,H�ﾈ�ﾓ���8*ﾓ��ｮ顏��"�

コモンモード除去比 塔fD(���ﾄD8�ｨ�ScfD(���3S���ｨ��ﾜXﾘ(ｫI7��"�

校　　正　　電　　圧 ��ｩ.�8ﾈ985x,ﾉ�I&ﾈ,ﾈ�ﾓ)Gｸ,ﾉ6H�8/�7�6ﾈ8ｹlｨ5�486(6���ﾞﾈ,X�8���)Eﾂ�

イ　ベ　ント　マ　「　力 �6H�|ﾘ487�986x7ﾘ�ｸ4ｨ��7��ｸ6x��*ｸ�(7�6ﾈ8ｹlｨ咬gH5�486(6���ﾞﾈ*�.h-�､�I%ｸ��,ﾉ%ｩxﾘ,�.h.斡ﾘ.ﾘﾞﾂ�

定　　格　　車　　三原 ��6ﾄ�h�ﾓ���8-ﾈ+ﾘ,ﾘ������S��X�S�#��S#���3##��S#3��S#C�h*(+�.ｨ*倡y.��(��*ﾓS��Sc���"�

消　　費　　電　　力 冩�C�d��

外　　形　　寸　　法 冩�3S(�富�ｨ�S#C��禰6s�Sh�蝿�ｦﾖﾒ�

重　　　　　　　　　量 冩���ｶr�

※おことわりなしに仕様の一部を変更することがありますのでご了承ください。

標準付属品
品名　　　　　　　　　　　型名 ��WTR7引 ��品名　　　　　　　　　　　　型名 ��WTR751 

取　扱　　説　　明　　書 ��ﾅ2�1部 ��プラスドライバ（3mm） ��1本 

電　　源　　コ　　ー　　ド ��gｲ� ��マイナスドライバ（2mm） ��1本 

入　　力　　ケ　ー　ブ　ル． ��gｲ�2本 ��ヒ　　ュ　ー　ズ（lA） ��gｲ�1本 

ペ　　ン　　ス　　パ　　ナ ��gｲ�1本 ��記　録　紙（本体に収納） ��ｪｨ��5�#SH�｢�1巷（SP255A） 

セットドライバ（3mm） ��1本 ��ビ　ニ　ー　ル　カ　ノ（－ ��hr�1枚 
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WTR700シリ「ズ

OEM用ガルバルータ・記録紙送り機構

ガルパ〟一夕付

ガルバノメータの特性を充分にいかすには、ガルバノメー

タに合った駆動用増幅器が必要です。弊社製駆動用増幅基

板を組合せ活用すれば、その特性を最大限にいかすことが

できます。

最大振幅 鼎�ﾖﾘ��4ｸ8ｸ6�6ﾘ8��ｸ5齏(5ｨ985�.h.ツH�SVﾖﾘ,ﾈ見'X,�,H�｢�

電流感度 �#��ﾔ���#�ﾖﾘ��4ｸ8ｸ6�6ﾘ8��ｸ5齏(5ｨ985�.h.ツH�SVﾖﾘ,ﾈ見'X,�,H�｢�

ト　ル　ク ���C�����h��G匁V6ﾘ��&�B�

固有振動数 鼎$����ﾓ$��

抵抗内部 �����鵁�#3#����ﾓ���8�ｨ*ﾙ?�鵁�#�c�����ﾓ���8�｢�

直　線　性 ��ﾓ(�8潔>��

ペ　ン　長 田Vﾖﾒ�

方　式 外形寸法 �7���fﾘ�+ﾉ�ﾈ��*ｸ��8ﾘ�ｸ8�4x6(5y_ｸ�,�.h.��｢�

約63（W卜46（D）・85（H）mm 

重　　　量 冩���C霧r�

●WR771A型 

軋…竿頭一　　　　　国妃「 
告蜜∴ノ〆瀾温魔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・冨 

㌻∵※※㌻料1㌧ 、儀こも～′欝◆ン′誹、 憐－●、．、を 十 　や葬学で∨筆書． 　藁、、、 

チャネル数 �1チャネル 

己　録　幅 鼎�ﾖﾘ��7H8ｸ5�5��ｸ8ｲ�

記録紙 送り速度 刄g2・5・10・25・50mm／sec〈6段切換〉 

定格電源 僖C7・2V±10％1・3A（max）ステッビングモータ用 DC16V±10％√　30mA　ドライブ回路用 

DC・AC12V　　O・5A（max）ヒータ～ペン用 

外形寸法 剿�86（Wト207（Dト97（H）mm±2mm 

重　　　量 剿�2kg 

●WR751型 

望群れ 鳩 ′肇憲二 刪黶D，ミ譲還憂麟　腰：』＿：j 
劉 

チャネル数 �2チャネル（電動マーカ付） 

己　録　幅 鼎�ﾖﾘ7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ��(6�886ﾈ8ｲ�

己　錦　紙 �(�SX�SX�S#X�SS�ﾖﾘ��6V8��I&��悪x�"�

送り速度 ���)�ﾈ8(�ｸ5��8ｷI5ﾘ,�.h.��ｩ�ﾈ4�7h5h8x93X顗*�.��

モ　ー　タ �2速シンクロナスモータ・く電圧〉AClOOV・〈電流〉02A（max） 

ヒ一夕乍ン 凵@　　　　　　　　ノrL 〈ペン長〉65mm・〈電Ti〉12V（AC・DC）・〈電流〉0，5A（max） 

外形寸法 剿�155（W）・227（Dト115（H）mm 

重　　　量 剿�5kg 

オプション

※記載のオ70ション価格は該当製品と同時発注価格で、お客様二所有

の機器にオプションを付加する場合は別途に必要代金を加算させて

頂きます。

記　号 �4ｸ��w���ｴ���霻�項　　　　目 劍廁ｦ�����｢�

B－13 埠E#ss���Ss����標準記録紙送り速度の拓 剴���ﾃ����

B－14 電動イベントマーカ増設 剴�X�3����

B－15 ビニールパック 剴��C����

B－3 8－4 8－5 B－6 B－7 B－8 B－11 8－12 埠E#sVﾂ�電動イベントマーカ増設 剴�X�ﾃ����

記 録 紙 送 り 速 度 ���CX�S��SX�S��ﾖﾘ�ﾈ��6V2�����C����

5・10・50・100mm／sec �10．000 

3・6・30・60mm／min �10，000 

12・24・120・240mm／m ����10，000 

15・30・150・300mm／m ����10．000 

記録紙巻取装置〈TR751〉 剴C��ﾃ����

ラックマウント用アングル 剴X�ﾃ����

く昭和57年4月30日現在〉

●ミニライタ

●記銀紙

●ガルパノメータ

●記鋸劇桝（加バ〟一夕付）

型　　名 ����ｦ�����｢�規　　　　　　格 

SP254 �����ｪｨ�｣H�ﾃ����20m巻紙・肌TR771A・781A用 

SP266 �����ｪｨ�#x�CS���40m巻紙・WTR771A・781A用 

SP255A �����ｪｨ�｣�h�ﾃ����40m巻紙・WTR751用 

※弊社・一己録紙は厳重な晶篭検査を子】っています。弊社の検査漬以外の－一己

録紙をご使用され測定＝問題が発生した場合、弊社ては測定の結果に

封圧を負いかねますロ必ず・弊社のん録紙をご使用ください。
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WTR700シリ「ズ

外形寸法（単位mm）く公差±3mm〉

WTR771A・781A型標準仕様

l l dヽ 仇 

肛溺 

隠三毯◎◎◎0許◎ 
33 

巨三三≡＝
WTR751型

0 90 � ����ﾒ��ｲ�

○　○ 劍�ｲ�

○ 凵� 

0 ��ｲ���ｸ�ｲ�

．8・◎ 劍�ﾘ-��
ト一一二一一一一一一一一一」l 

352 劔 

●このカタログの記載事項（仕様・価格等）は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

■お問合せは下記へ

本社営業部　　　℡（03）491－0511（代）

〒141東京都品川区西品川3－19－6

東京営業所　　　℡（03）491－05日（代）

〒l山　東京都品川区西品川3－1916

北海道営巣所　℡（011）71卜395t（代）

〒ODl札幌市北区北六条西6－卜14粟井ビル

東北営＊所　　℡（0222）96－3405（代）

〒983仙台市卸町16－15卸町セントラルビル

茨城営業所　　℡（0298）24－2571（代）

〒300茨城県土浦市富士崎l14－22菊池dレ

関東営♯所　　℡（0485）25－2381（代）

〒360熊谷市桜木町1－106古沢ヒル

多摩営業所　　℡（0423）25－5050（代）

〒柑5東京都国分寺市両町21日4トミーヒル

■このカタログの記載内容は1982年4月現在のものです。

神奈川営♯所　℡（045）434－柑81（代）

〒222横浜市港北区菊名6－13－43松原ビル

中部営業所　　℡（052）703－3011（代）

〒465名古屋市名東区一社230東名グランドヒル

関西営業所　　　℡（06）305－13引（代）

〒532大阪市淀川区西中島4－74　ムネカタビル

西部営業所　　℡（082）29卜4180（代）

〒733広島市中区広瀬北町3　川メゾン広瀬

九州営業所　　℡（092）474－2441（代）

〒812福岡市博多区博多駅東l－9－11福岡大和出し

藤沢事業所
レコーダ事業部　℡（0466）81・22日（代）

〒251藤　沢　市　藤　沢　3　8　9　2



〆●＝　≡：二

電気切換によるペーパースピードと熟ペンの

自動コントロールでぐんと使い易くなりました

圏操作パネル上のロータリースイッチによる紙送り速度切換

寵ペン速度に比例した電力で熟ペンを加熱（実用新案出願中）

鬼±12Vの直流電源で直接駆動可能（専用電池BOXも

用意しました）

祖ロングライフとハイスクビリティを考慮した設計

WTR771（10mV／cm）

WTR78I（0．5mV／cm）

NEW MODEL

専用電池BOX

PB771



『仕　様

◎ミニライク

項　目　　　　型　名 埠E(��ss��WTR　78ト 

記　　　録　　　紙 �*h�鑄�偖ﾈ��5H�ｸ7ﾘ8ｸ�｢�

記　録　紙　寸　法 �xﾏイ�uｳ��倩iYﾓS�ﾘ�ｩ+x+3#�ﾘ�鼎�ﾙ�Y5X�(�｢�

送　　り　　速　　度 鉄��3#X�3���CX�3(�CX�3��Xuｨ��6T2�

送　　り　　精　　度 ��ﾓ��CX�2�

記　　録　　方　　式 �8ﾘ�ｸ8�4x6(5x,�.h.�+ﾉ�ﾈ��*ｲ�

速　度　切　換　方　式 ���ﾞﾉlｨ�8,ﾈ8ﾘ�ｸ5�8ｨ�ｸ5�486(6�,�.h.�6Hｴ9�悪y_ｸ��

入　　刀　　形　　式 �7H8ﾘ�ｸ6X48984���)��ﾈ自?ﾉ|ﾙ%ｸ��ｭI��3S��dD8�｢�

入　　力　　抵　　抗 ��ﾘﾊ�ｩ.��仍ivY�ﾘﾘhﾋ�.�(���,ﾈ,h*ｳ��ｶ闌�ｨ��+ｸ.ｨ決､��xﾌ�,�+X�｢�

最　　大　　感　　度 ���ﾕh��;���0，5mV／m 

渕」：在　レ　ン　ジ ����C#��CS��C����C#���CS���C�����Fﾕh���ｶﾒ�����H������0，5，1．2，5，10．20，50，100，200mV／cm，∨／m 

G　　A　　】　　N 傴�8ﾈ985yn)�����)¥��

Z　　　E　　　R　　O �7H8ｸ5�5��ｸ8ｹ>�D8�8,ﾈ見'X,��ﾙ.�)Eﾂ�

直　　　線　　　性 �7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ,ﾈ�ﾓ(�8決屬�

周　波　数　特　性 �#�''&��ﾅ�,S����S������ﾇ8��,X�ﾓ���2�

安　　　定　　　性 ��鳧ｭI9h.永H,ﾙ6Hﾋ�6H�8�ﾓ���8,ﾉ¥�:駟H,ﾘ�鈷孳7��ﾓ����,ﾉ¥�ｸ,���+X,I~ｹ5��:�,ﾘ�ﾓ��C&蛉決屬�

雑　　　　　　　　音 �?ﾉ|ﾙ%ｸ��%ｩxﾘ�9�H,S��C&ﾘ決屬�

較　　正　　電　　圧 番T�8�4�h�D4�ﾈ��,ﾈ5�8�486�5�4(��5ﾈ6�,�.h.��ｳ#��ﾕF��ｩ9h,ﾉ6H�8/�?ﾃx���ﾘﾘh,i�悪x*h,DVﾔB�

ヒ一夕コントロール �7�6ﾈ8ｹlｨ,ﾈ�)¥�.�(,�.h.偃�:�+)��,��*h,H7�98,ﾉ�ﾉ7�,亰韜yNI~�+X+ﾘ齷:�5(986x8ﾘ�ｸ8ｸﾙ�ﾔﾉ>����

ノトンテリー使用 ��ﾓ�%h,ﾈ��,H��5ﾈ6X8ｨ�ｸ,�.h.俶yw��)Eﾈ��$�+Y]�|��ｩ&�,h,�.�7H8ﾘ�ｸ6X48984韆yw�,ﾘ,H*ｸ-ﾈ+�/��｢�
充電器内蔵の専用日、ソテリーポ、ソクスあり（PB771） 

所　　要　　電　　源 ��8�3����3����C#���3##��C#3��3#C�h,ﾈ*H+�*(,(.ｨ*�/�轌.���S�iH,ﾓc���

消　　費　　電　　力 冩�9(ｮﾅ買39�ｸｶﾂ�

重　　　　　　　　量 冩�X�CVｶr�

外　　形　　寸　　法 �33H�兀ﾘ�｣#����ﾈﾗ8�｣����俘(+8�ｦﾒ�

オプション仕様 ���H7ﾘ���ｸ��4ｨ�i6I:颯ﾘ��*ｸ7ﾘ�ｸ4ｨ､�I�ｩ5�%ｩxﾘ,�.h.�:鞐ﾈ��7ﾘ耳,(ｭHｧS��CYV(決�2�
2．送りスピード：標準の大石 

◎電池ボックス

義白＼幾重…　型名 �+(vｨﾔH式��ｨ蔘�v�+(��,H+(���������������(��svﾂ�

内　　蔵　　電　　池 冕y¥(�僮'�6I'(��(ﾌ"�

定　　格　r電　　圧 ��ﾓ�(�����｢�

定　　格　　容　　量 滴�CT������#�鳬:�h�｢�

定　格　放　電　々　流 �##Vﾔ����h�ｨ��������������������������������������������������������������������ﾂ�

最大連続放電々流 灯��

充放電可能匡司教 �3����決�2�

使　用　可　能　時　間 埠E#ss��Cs��,h.�����ﾜY�X��N�����h鳧ｭB�
平均消費15時間 

過充電保護匡＝浴 �7H8ｸ�6H�9�H,�,�.�,h齷:�4�,偖ｹ6H*�.(鉅+8.ｩ:��,�8�987i5�9H,YUﾈ麌+8.ｨ-ﾈ+r�

充電時AC消費電力 番���CS�d��

過放電保護回路 �6I')%ｸ��6H�8*���h決岑,h,�.�,h齷:�4�,兩ｩ6H/�.(鉅+Y:��,�8�987h��9H,YUﾈ麌+8.ｨ-ﾈ+r�

充　　電　　時　　間 ��ｩ6I]ｸﾎﾈ��ч:鞐ﾈ鳧-ﾈ,X�6H+X,Io�h鳧ｭB�

充　電　所　要　電　源 ��8�3����3����3#���3##��C#3��3#C�h��S��3c���

重　　　　　　　　量 冩�壱��

外　　形　　寸　　法 �33H�册��ｨ��#����ﾈﾗ8�ｨ���(�俘(+8�ｨ��ﾒ�

◎価　格

十 �� ��

価　　　　　格（円） ��s��3����185．000 ��#��3����4，000（10蕃） 度�3S������ﾔｨ�｢�

彗笠澄ま⊇∋則書聖コ盲斯
本　　　社

東京営業所
〒141東京都品川　区西　品　川　3　－】9－　6　℡東　京（03）492－1292㈹

関西営業所　〒661尼　崎　市　南　塚　口　町　2　－　28　－1℡大　阪（06）429－6861㈹

名　古　屋

出　張　所
〒465　名古屋市名東区猪高町大字上牡字鋳物師洞209　℡名古屋（052）771－6657

広島出張所　〒733　広　島　市　摸　川　町1－　5　－　23　℡広　島（0822）91－4180

恵沢工場　〒251蕗　沢　市　諮・沢　3　　8　　9　　2　℡恵　沢（0466）81－2211 W　75　6　5000



WTR771、781＆PB771型

比類のないインクレス
ポータブルレコーダ

WTR771型（10mV／cm）

WTR781型（0．5mV／cm）

専用電池BOX

PB771型

田記銀が出来るテスター、小型軽量しかも高借換性を追求

田ペン速度に比例した自動コントロールによるヒート式直線書き

田DCプラッシュレスモータによる紙送り電子切換えワンタッチ方式

田±12Vの直流電源で直接駆動可能（専用電池BOXあり）

田多様性を考慮した設計（OEM仕様可能）　－

CAT∴Nb．77朋1 衷●声一一



■仕　　様（－TE：NTATIVE）

◎ミニライタ

項目　　　別名 埠E#ss��WTR781 

記　　録　　糸氏 亅IDﾘ鑄�偖ﾈ��5H�ｸ7ﾘ8ｸ��5(78�ｸ�)Eﾈ�｢�

記　録紙　寸　法 冲ﾈﾏイ�ﾖﾘ�倩iYﾓS�ﾖﾘ�ｩ+x+3#�ﾘ�鼎�ﾙ�Y5X�(�｢�

記録紙送り速度 鉄��3#X�3���3X�3(�CX�3�ﾖﾘ��6V2�

記録紙送り精度 �7���CX�2�

記　釣ヒ　‾方　式 �8ﾘ�ｸ8�4x6(5x,�.h.�7��ｸ6x�+ﾉ�ﾈ��*ｲ�

速度切換方式 ���ﾞﾉlｨ�8,ﾈ8ﾘ�ｸ5�8ｨ�ｸ5�486(6�,�.h.�6H���悪y_ｸ��

入　力　形　式 �7H8ﾘ�ｸ6X4(��984���)��ﾈ自?ﾉ|ﾙ%ｸ��ｭI��3S��dD8�｢�

入　力　抵　抗 ��ﾕ�耳耳自.��仍ivY�ﾘﾘhﾋ�.�(���,ﾈ,h*ｳ��ｵ�決岑��+ｸ.ｨ決､��xﾌ�,�+X�｢�

最　大　感　度 ���ﾕh��6ﾒ�0．5mV／cm 

測　定　レ　ン　ジ ����3#��3S��3����3#���3S���3�����6ﾕh��6ﾒ�0．5，1，2，5，10，20，50，100，200，mV／cm 
×1　　　メ100　　　　14段切換 ��������������������������&��悪r�

感　度　調　整 丿X8ﾈ985xｭI�����)¥��

位　置　調　整 �7H8ｸ5�5��ｸ8ｹ>�D8�8,ﾈ見'X,��ﾙ.�)Eﾂ�

直　　線　　性 �7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ,ﾉ7�(�8決屬�

周　波　数特性 �#�ﾖﾕ��ﾅ�,TD8��S������ｮ顏�,X�ﾓ���2�

安　　定　　性 ��鳧ｭI9h.�-ﾈ+ﾘ,ﾙ6Hﾋ�6H�97����8,ﾉ¥�:�-ﾈ+ﾘ,ﾘ�鈷孳7��ﾓ���8,ﾉ¥�ｸ,���+X,I~ｹ5��:�,ﾘ�ﾓ��C&ﾖﾘ決屬�

雑　　　　　　音 ��ﾉ|ﾙ%ｸ��%ｩxﾘ�9�H,S��C&ﾖﾘ決屬�

較　正　電　圧 番T�8�4�h�44�ﾈ�8,ﾈ5�8�486�5�486(6�,�.h.��ｳ#�ﾖﾙ�ｩ9h,ﾉ6H�8/�?ﾉ|ﾙ�ﾘﾘh,i�悪x*h,H�8���)Eﾂ�

ヒータコントロール �7�6ﾈ8ｹlｨ,ﾈ�)¥�.�(,�.h.偃�:�+)��,��*h,H7�98,ﾉ�ﾉ7�,亰韜yNI~�+X+ﾘ齷:�5(986x8ﾘ�ｸ8ｸ��ч>����

バッテリー使用 ��ﾓ�%h,ﾈ6�6(6X8ｨ�ｸ,�.h.俶yw��)Eﾈ��+ﾘ+�+Y]��ﾉ�ｩ&�,h,�.�7H8ﾘ�ｸ6X4(��984�yw�,ﾘ,X*ｸ-ﾈ+�/��｢�
充電器内蔵の専用バッテリーあり（PB771） 

所　要　電　源 ��6ﾄ�7����8-ﾈ+ﾘ,ﾓ����3#���3##��3#3��3#C�h,ﾈ*(,8.ｨ*倡y.��

消　費　電　力 冩��xｮﾈ+(蕀�｣3�ﾇﾈｪ餔ｨ蔗�

重　　　　　　里 冩�X�CVｶr�

外　形　寸　法 �33IYﾘ��#����ﾈﾗ8�｣����俘(+8�ｦﾖﾘ�冩��｢�

オプション仕様 ���87ﾘ�ｸ4ｨ���������i6I:颯ﾘ��*ｸ7ﾘ�ｸ4ｨ､�I�ｩ5�%ｩxﾘ,�.h.�:鞐ﾈ��7ﾘ�ｸ4隴HｧS��CYV(決�2�
2，記録紙送り速度：標準の1／10 

◎電池ボックス
項目　　　哩」名 儕B771 

内　蔵　電　池 剿ｧ閉式鍔蓄電池2個 

定　格　電　圧 凵}12（V） 

定　格　容　量 �4，5Ah（20時間率） 

定格放電々流 �225mA（20時間率） 

最大連続放電々流 �9A 

充放電可能回数 �300回以上 

使用可能時間 儻TR771，781とも穀大消費　6時間　　平均消費　15時間 

過充電保護回路 剌[電完了状態になると自動的に充電が停止され同時にランプ点灯で表示されます 

充電時AC消費電力 儁AX，50VA 

過放電保護回路 剴d池端子電圧が11V以下になるとn動的に放電を停止し同時にランプ消灯で表示きれます 

充　電 倬ｸ��ｭB�過放電保護回路動作時まで充電して約6時間 

充電所要電源 僊ClOO，110，200，220，230，240V50，60Hz 

重　　　　　　量 剿�8kg 

外　形　寸　法 �334（幅）200（奥行）92（高さ）mm（約） 

』価　　格

型　　　　　　名 埠E#ss��WTR781 ��#ss��SP254（20m巻） �5�#ch�鼎�ﾘｪｨ�｢�

価　　　　　格（円） ��s��3����185，000 ��#��3����4，000／10巻 度�3S������ｪ｢�

l

彗笠渥辺測書聖コ盲斯
本　　　社

東京営業所
〒141東京都品川　区西品川　3　－19－　6　℡東　京（03）492－1292㈹

関西営業所　〒661尼　崎　市　南：坂　口　町　2　－　28　－1℡大　阪（06）429－6861㈹

名　古　屋

輿　張　所
〒465　名古屋市名東区緒高町大字上社字鋳物師洞鯛　℡名古屋（052）771－6657

広島山坂rノ，写‾禦．忘　轟　音r　襟　川　町1　－　5　－　23　℡広　島（0822）刑－11的

藤沢工場　〒251慧　沢　巾　意　訳　3　さ　9　2　8井　沢（0466）81－221ミ ーl


