
エアリークテスタの使用環境を周辺機器で整備すること
により性能や耐久性を向上することができます。
是非、ご相談ください。

周辺機器

機種 Model：SX-100D 精度 Sensitivity：±0.15% of F.S. (LFレンジ時 LF Range  0.3% of F.S.)

機種 Model：SX-34   精度 Sensitivity：±1.0% of F.S. (LFレンジ時  LF Range  2.0% of F.S.)

長さ Length：1.5m  

長さ Length：3.0m

該当機種
Supported Models

FL-600/ FL-601
FL-610/ FL-611

φ70mm

φ90mm

φ120mm

φ130mm

正圧制御用　for Positive Pressure Control 

負圧制御用　for Negative Pressure Control

 

テスタ専用であることを示す型番であり、標準のAPUとは加圧特性が異なります。
It is a model number indicating that it is exclusively used for testers and the pressurization characteristic is different from the standard APU.

 電空レギュレータ　　Electric Pneumatic Regulator

再現性が非常に高い電空レギュレータです（再現性 0.1％）。
APUを取り付けることにより、マスタデータの再現性が向上し、測定精度
の向上や測定時間短縮を更に推し進めることができます。
本体内蔵のセンサと外部センサにより、配管内部での圧損や応答遅れを
補正しながら高速制御を行います。

Electric pneumatic regulator with excellent repeatability (repeatability 0.1%).
The repeatability of the master data improves by installing APU in which 
further improves the measurement accuracy and promotes reduction of 
the measurement time.
High-speed control is performed while correcting the pressure loss 
inside the piping and response delay using an in-built sensor of the main 
unit and an external sensor.
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❶ 形　状
Size

❷ 圧力制御範囲
Pressure Control Range

❹ リークテスタ専用 APU
For Leak Tester APU

❺ センサ機種・精度
Sensor Models・Sensitivity

❻ APU制御用ケーブル
APU Control Cables

❸ 圧力レンジ (kPa)
Pressure Range (kPa)

記　号 
Model

FL-600、FL-601 FL-610、FL-611
70W

V

L

M

H

90W
V

L

M

H

UL

120W
V

L

M

UL

130W
V

L

UL

70W
VB

LD, LE

MC

HC

90W
VB

LD, LE

MC

HC

LC

120W
VB

LD, LE

MC

LC

LFLFLF

130W
VB

LD, LE

LC

備　　考
Note

ケーブルを接続することによりエアリークテスタが自動制御します。
Air leak tester is automatically controlled when the cable is connected.

エアリークテスタの (APU SIGNAL)と APU( IN  PUT )を接続するためのケーブルです。
Cable to connect (APU SIGNAL) and APU (INPUT) of the air leak tester.

■  型 式　Model APU-❶❷-(❸)-❹-❺-❻

● FL-601の H1、H2レンジでは使用できません。　Can not be used in the range H1・H2 of FL-601.
● FL-611の HD、HEレンジでは使用できません。　Can not be used in the range HD・HE of FL-611.
※ 外形寸法図はホームページからダウンロードできます。　The external dimension drawing can be downloaded from the webpage of Fukuda.

APU-90W
110× 70× H206 (mm)

SX-100D (差圧センサ )
（Differential Pressure）

SX-34 (直圧センサ )
（Gauge　Pressure）

● 外部センサ
External sensors



1.5 

3 

1.5 m

3.0 m 
❶ 制御用ケーブル

Control Cables

CBU-600❶-❷

FE-20-❶-X006

❶ 圧力レンジ
Pressure Range

❷ 制御用ケーブル
Control Cables

❶ 圧力レンジ
Pressure Range

❷ 制御用ケーブル
Control Cables

 排気バイパスユニット　　Exhaust Bypass Unit

 加圧・排気バイパスユニット　　Pressurization and Exhaust Bypass Unit

 フローマスタ　　Flow Master

加圧されたワーク内のエアは、リークテスタ内を通り外部に排気され
ます。ワーク内部に水・油などが入っていると、排気エアを通じてリー
クテスタ内に異物が入り込み、故障やトラブルの原因となります。排気
バイパスユニットを使用することで、テスタ内を通ることなくワーク
内の排気を行います。

加圧流量を増大させ、大容量ワーク等の加圧時間の短縮と圧の安定に
効果があります。排気バイパスユニットの機能もついています。

複数のワーク (測定部 )を測るためのユニットです。

実漏れ測定やワーク容積測定
などの条件選定時、精度確認
など日常点検に使用します。

Pressurized air inside the work passes through the leak tester and is 
exhausted outside. When water or oil is contained inside the work, foreign 
substances may enter in the leak tester through the exhausted air causing 
defects and failures to the tester. Application of the exhaust bypass unit will 
allow exhaust of air inside the work without passing the tester.

Effective to reduce the pressurization time and stabilize the pressure 
to works with characteristics such as large volume by increasing the 
pressurized fl ow rate. It also obtains functions of exhaust bypass unit.

Switching unit to measure a plurality of works (measuring point).

Used when selecting conditions such 
as actual leak measurement and work 
volume measurement as well as for daily 
inspections such as accuracy check.

142.5× 82× 113H (mm)
ボールバルブ含まず
A ball valve is not included. 

200× 82× 75H (mm)

142.5× 82× H113 (mm)
ボールバルブ含まず
A ball valve is not included. 

記 号　Model

記 号  Model 記 号  Model 記 号  Model

記 号  Model

記 号  Model

記 号　Model

V

C

1.5 

3 

❶ 使用テスタ
Used Tester

100 ❷ 排気弁の有無
With/ Without evacuation Valve

0
1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

❹ ケーブルの指定
Cable Indication

1
2
3
4

❸ 排気弁の指定
Evacuation Valve 
Indication

C

1.5 

3 

備　考　Note

圧力レンジ  Pressure Range

備　考　Remarks

備　考　Remarks

記 号　Model ケーブル長さ  Cable Length

内　容　Content 内　容　Content

ケーブル　Cable

内　容　Content

備　考　Note

 -90 ～   -5  kPa

 10 ～ 700  kPa

  ケーブル長さ　Cable Length：1.5 m

  ケーブル長さ　Cable Length：3.0 m

 

切換バルブ連動A、B使用時　When interlocked switching valve A and B are used

テスタ1台で切換ユニット1台使用時　When 1 switching unit is used by 1 tester 
テスタ1台で切換ユニット2台使用時　When 2 switching units are used by 1 tester 
エアパイロット弁はすべてノーマルクローズ弁　Air pilot valve: all normal closed type
外部排気弁として使用するとき　When used as external evacuation valve

FL-600 series
無し　Without Valve
有り　With Valve

ケーブル無　No cable

1.5m

5m

1.5m×2

5m×2

1.5m + CBUケーブル付　　1.5m +with CBU cable

1.5m + EBUケーブル付　　1.5m +with EBU cable
単独指定ケーブル　Specified single cable
排気バイパス仕様ケーブル　Evacuation bypass specification cable

切換バルブ連動A Interlock with switching valve A
切換バルブ連動B Interlock with switching valve B
単独指定動作 Single operation Indication
排気バイパス仕様 Evacuation bypass specification

 
10 ～ 700 kPa

  ケーブル長さ　Cable Length：1.5 m

  ケーブル長さ　Cable Length：3.0 m

■  型 式　Model

■  型 式　Model

■  型 式　Model

■  型 式　Model

EBU-600❶-❷

ESV❶-❷-❸-❹

型 式　Model

FFM-100-❶-❷

仕　様　Specifications

 ❶ 指定圧力 (kPa) Test Pressure Range (kPa)

 ❷ 指定流量 (mL/min) Flow Rate Range (mL/min)

● 圧力と流量は営業担当とご相談の上、ご指定ください。
Please consult with the sales representative of Fukuda to specify the pressure and fl ow rate.

M10 P1

88mm

 切換バルブユニット　　Switching Valve Unit

700 kPa～ 1.5 MPaFE-20

EBU-600

● 圧力レンジ：－90～ 700 kPa　 　Pressure Range: －90～ 700 kPa 



 USBメモリ　　USB Memory

 レギュレータ　　Regulator

 エアタンク　　Air Tank

 圧力スイッチ　　Pressure Switch

 プリンタ　　Printer

グループ設定や測定結果を記録できます。
リークテスタの処理能力と USBメモリの書き込み速度
について、評価確認済みの製品です。（フクダ推奨品）

グループ No．、 判定、測定結果などを印刷できます。

供給圧用レギュレータをご用意しています。
エアリークテスタは、駆動圧 300～ 400kPaでご使用ください。

元圧安定用タンクです。
安定した圧を供給することで、再現性が向上します。供給圧力の変動や圧力
不足は、測定結果に影響する場合があります。

Used for recording group settings and measurement results. The 
process performance of the leak tester and USB memory writing 
speed of this product are evaluated and confi rmed. (Product 
recommended by Fukuda)

Used for printing out group numbers, judgment, measurement 
results, etc.

Regulators for supply pressure are available.
Please use the air leak tester with the driving pressure of 300 to 
400kPa.

A tank for stabilizing the source pressure. It supplies stable pressure 
to improve the repeatability. Fluctuation and insuffi ciency of the 
supply pressure may affect test results.

型 式　Model

PS01

PS02

PS03

仕　様　Specifications 圧力設定範囲　Pressure Range 精 度　Sensitivity

負圧用圧力スイッチ　Negative pressure switch

正圧用圧力スイッチ　Positive pressure switch

正圧用圧力スイッチ　Positive pressure switch

 -101～ 0 kPa

 0～ 100 kPa

 0～ 0.97 MPa

±3% F.S.

18× 15× 7 (mm)

■  型 式　Model　   SD1-31SJ

型 式　Model

D8-901
仕　様　Specifications

インターフェイス  Interface    USB 2.0/ 1.1　2GB

レギュレータ
Regulator ダイヤルレギュレータ

Dial Air Regulator

供
エ

レギュ

型 式　Model

型 式　Model

KR-101
KR-204

KT-201-20L
KT-201-38L

仕　様　Specifications

仕　様　Specifications L (mm) タンク径  diameter (mm)

大流量元圧用ダイヤルレギュレータ Dial Air Regulator for high pressure

真空レギュレータ Vacuum Regulator

ワーク 2L 以下　Works up to 2L

ワーク 2L 以上　Works at least 2L

696

846

φ206

φ256

L

ワーク内圧を確認    Check the pressure of work

リークテスタ
Leak Tester

リークテスタ
Leak Tester

普通減圧弁
Ordinary Reducing Valve 

普通減圧弁
Ordinary Reducing Valve 

APU-90W

APU圧力センサ
APU Pressure Sensor

ワーク
Work

ワーク
Work

加圧バイパス(CBU-600)
Charge Pressure Bypass 

排気バイパス(EBU-600)
Exhaust Bypass

リモコンダイヤルレギュレータ
Remote Control Dial Regulator

A.P.SUP

エアタンク
Air Tank

エアタンク
Air Tank

精密減圧弁
Precision Pressure Reducing Valve

精密減圧弁
Precision Pressure 
Reducing Valve

普通減圧弁
Ordinary Reducing
 Valve 

元圧
Source 
Pressure

元圧
Source 
PressureA.P.SUP

AIR SUPPLY

WORK

A.P.SUP

AIR SUPPLY

WORK

AIR OUT        AIR IN

EXH            A.P.SUP

AIR IN        AIR OUT

EXH            A.P.SUP

38L

●APUを使用した際のワーク容積 2L以上の推奨回路
Recommended circuit for work volume of 2L or more when APU is used

● 減圧弁を使用 (排気バイパス )した際の接続回路
Circuit connection when reducing valve is used (exhaust bypass)

 手動較正器　　Calibrator

感度確認、ワーク容積測定が行えます。
トレサビリティの証明書の発行ができます。
取付継手 (R1/4)付

Used for sensitivity check and work volume measurement.
Traceability certifi cation can be issued with this product.
Provided with an attachment joint (R1/4)

R1/4

R1/8

Rc1/8

L

型 式　Model

CAL-0.1-A
CAL-1.0-A
CAL-5.0-A

仕　様　Specifications L (mm)

0.1mL F.S. 　取付継手付  With fitting

1.0mL F.S. 　取付継手付  With fitting

5.0mL F.S. 　取付継手付  With fitting

57.6

68.9

93.0

● FL-610・FL-611で使用可能です。 　It can be used by FL-610・FL-611. 

● 最高使用圧力：1MPa 　 　Maximum working pressure: 1MPa
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