
6％桁　GDM－8261￥87，800

特徴

●6偽桁：1，199，999カウント

●D⊂∨基本確度：0．0035％

●デュアル測定・表示

●測定機能：11種類の測定項目と10種類のアドバンス測定

●高分解能：100pA（D⊂電流）、1nA（A⊂電流）

●高速転送スピード：USB経由で最高2，400readings／S

●標準インターフェース：USB、RS－232⊂、デジタルl／0

●オプションインターフェース：GP－lB、LAN

●スキャナカード（オプション）：汎用×16、電流×2チャンネル

●P⊂ソフトウエア：DMMViewer

「‾ォプシヨン　スキャナカードGDM－S（1
オプションのスキャナカードを使用すると複数ポイントを簡単に

測定することができます。
汎用16チャンネルと電流測定2チャンネルがあり、全チャンネル

完全に絶縁されています（HLLo）。

≡月胴≡ �)�ﾈ-ﾈ+ﾘ,ﾓI�ﾈ�����R�最大チャンネル数 

DCV、ACV �)�ﾈ�蝿��ﾈ�｢�16 

DCI、ACI �)�ﾈ�蝿��ﾈ�｢�2 

2W抵抗 �)�ﾈ�蝿��ﾈ�｢�16 

4W抵抗 ��I�ﾈ��?ﾉ|ﾔ���ﾈ,h5ｨ985ц��ﾈ�｢�8 

ダイオード／導通テスト �)�ﾈ�蝿��ﾈ�｢�16 

周波数／周期 ��h��)�ﾈ�蝿��ﾈ�｢�16 

最大電圧・250V、電流チャンネルの最大電流・2A

G！璧ln！汀∈K
MadetoMeasure



デュアル測定表示で測定がより効率よくスピーディー！！
GDM－8261は、高精度のDC電圧確度（0．0035％）、デュアル測定、11種類の測定機能およびDMMで最も頻繁に測定される測定パラメータ

に適した10種類の高度な演算機能を持つ61ろ桁のデジタルマルチメーターです。

オプションで汎用16チャンネル＋電流2チャンネルのスキャナカードを用意し被測定物の複数ポイントを自動で切り替えて測定できるため、

短時間にテストポイントを測定でき製品評価や生産に便利です。

インターフェースは、高速データ収集が可能で使いやすいUSBや装置組み込みやテストアプリケーションのインターフェースとして使い慣

れているRS－232Cを標準で装備、オプションでGP－IB、LANにも対応でき計測システムに適しています。また、デジタルⅠ／0は判定出力が

あり生産治具などに対応できます。

（D測定機能選択キー ⑧スキャナーカードGDM－SC1（オプション）

②デュアル表示（デュアル測定時、第l、2表示とも測定値を表示）⑨オプションポート：GPlBボード（Opt．02）またはLANボード（Opt．03）

③4W用測定ターミナルと低電流（1．2A）測定ターミナル

④電圧、2W、抵抗、ダイオード測定ターミナル

⑤電流ターミナル：最大10A

⑥画面表示のオン／オフ：通信スピード優先時に表示オフ可能

（∋演算機能：MX＋B、1／X、％と統計（最大／最小／平均／標準偏差）

デュアル測定機能は、第1ディスプレイ（61る桁）と第2ディスプレイ（5％桁）

に測定値を表示することができます。

測定項目は様々な組み合わせが可能なため測定時間の短縮が可能です。

DCV、DCl、ACV、DCl、ACI、Hz、周期

⑩デジタルⅠ／0ポート：コンベア測定結果出力

⑪usBデバイスポート

⑫RS－232Cポート

リーディングレートは、ADC設定がFASTの時、6％桁で30readings／S、
4％桁で2，400readings／Sと高速です。

DC電圧、DC電流など11種類の基本測定に加え、dBm、dB、Max／MinJJラテイブ、ホールド、コンベア、演算測定（MX＋B、1／X、％、統計）と10種類の

アドバンス測定機能があります。

■基本測定とアドバンス機能の組み合わせ

蔓ACV／DCV �����ﾂ��4����4���%x�絋r���4��韵ﾈｯ｢�iTemp 

dBm　l　o ��【 � 

dB　　　■　　○ ��l　　　　【 � 

Max／Min！　○ ��ｲ�○ ��ｲ�○ 

リラテイブ喜　○ ��ｲ�○ ��x���ｲ�○ 

高一ルドlo ��ｲ�0　1　0 凵� 

コンベア　喜　　○ ��ｲ�○ ��ｲ�巳　　○ 

演算　l0　l　o 凵宦y○ 凵� 

☆ダイオード測定、導通テストは除く

t dBm

t dB

t Max／Min

■リラテイブ測定

■ホールド測定

■コンベア測定

■演算（Math）測定

電流測定レンジは、DC電流が100FLA～10A（6レンジ）、AC電流が1mA～10A

（5レンジ）と広範囲です。電流分解能は、DC電流；100LLAレンジで100pA

と微弱な電流の測定が可能です。

き　測定項目 綿ﾜX抦8ﾈ985r�：分解能 倩ｨ��ﾜY�X8ﾈ985x��8���Zｨ��Eﾂ�

DC電圧 �����C����ﾕb�0．1〟∨ ������C���b�1mV 

AC電圧 ��c����C����ﾕb�0．1〃∨ 鳴�ﾃsS��C���h�����ﾕb�

DC電流 �����C����x���100pA ����S������ﾆﾄ����

AC電流 ����C������ﾔ��1〟A ��c���S����������x���

電圧測定でdBm表示（OdBm＝1mW）

dBm基準値に対する差をdB表示

測定中の最大値と最少値を表示

基準値（測定または設定）との差を表示

しきい値（設定値）を測定値が超えたときのみ表示を更新

上下リミット値（設定）の範囲内／外をHigh、Pass、Lowで表示

デジタルⅠ／0へ結果（Pass、FalLHlgh、Low）を出力

測定値に対して4種類の演算結果を表示

●MX＋B　．測定値（×）に係数Mを掛け、オフセットBを加算（減算）します。

●1／X　　：測定値（X）の逆数

●％　　・Ⅰ（測定値一リファレンス）／リファレンスIxlOO［％］

●統計演算：測定値の標準偏差

測定結果（データ）を、2から最高9999までの保存ができます。

保存したデータは、分析のために個々に呼出すことができます。
内容は、個別データのほかに標準偏差、最大、最小、平均値が記憶／
呼出しができます。

GDM－8261は、最大5個まで設定を保存で電源オン時に指定した設定で起動

できます。

保存内容は、各種設定状態、測定項目、Ⅰ／0、およびレンジを保存できます。



特に指定がない場合、全ての仕様は1時間以上ウオーミングアップ後、ACのグランドが接地された状態でシングルディスプレイで、61を桁、ACフィルタ．SLOW、正弦波入力です。

l『確度：±（読み値の％＋レンジの％）【1］

ファンクション �,h��8ﾈ985x��8���ﾂ�と　分解能 ��x6X5�+ｾ;X��,ﾒ���X�y6H�2�㌢2浩讐三雲 �����?｢�#8���ﾓX���ﾂ�！2。濃5。。 �����孳7闇y�H���H�����8ﾈ�����

DC電圧 �����C����ﾕb�0．1〟∨ ���ﾘ*ﾓ(-ﾈ+ﾘ,ﾘ�#��t������0．0030＋0．0030 ���C��C��ｳ��C��3R�0．0050＋0．0035 ���C���X�ｳ��C���R�

1．000000V ��x����10MQまたは〉10GO選択 ���C���X�ｳ��C���B�0．0020＋0．0005 ���C��3X�ｳ��C���R�0．0005＋0．0001 

10．00000V ���x�b�11．11MQ±1％ ���C��#��ｳ��C���b�0．0030＋0．0007 ���C��C��ｳ��C���r�0．0005＋0．0001 

．100．0000V ���C�ﾕb�10．1MQ±1％ ���C��#��ｳ��C���h��ﾌ�����C��3X�ｳ��C���b����C��CX�ｳ��C���b�0．0005＋0．0001 

＝000．000V ��ﾕb�10．1MQ±1％ ���C��#��ｳ��C���b�0．0035＋0．0010 ���C��CX�ｳ��C�����0．0005＋0．0001 

DC電流　　　　≡100．0000〟A巳100pA 劍*ﾓ��C��Ub�0．010＋0．020 �������C�C��ｳ��C�#R�0．05＋0．025 ���C��(�ｳ��C��3��

1 ��c��C������ﾔ��1nA �*ﾓ��C�Uh��������ﾈ����C��x�ｳ��C��R����C�3��ｳ��C��R�0．05＋0．005 ���C��(�ｳ��C���R�

週些些叫喚＿ ≡100．0000mA ��T8ｾ����く0．07V ���C��X�ｳ��C����0．030＋0．020 派������C�X�ｳ��C�#��0．002＋0．0020 

0．目上A　】　　　　く0．7V �0．01＋0．004 ������C�3��ｳ��C��R�0．05＋0．005 ���C��(�ｳ��C���X�ﾈ�ﾈ�ﾃ���������2�

；1．000000A ��x��������������������*ﾓ��C�����C�X�ｳ��C��b�0．080＋0．010　1　0．10＋0．010 �0・005＋0・0010」 

49二些些9ぜ冬．＿ ��T8ｾ����く0．07V ���C��X�ｳ��C����������C�3��ｳ��C�#���h������C�X�ｳ��C�#���0．002＋0．0020 

100．0000mA ���Imｨ�4��く0．7V ���C���ｳ��C��H���������C�3��ｳ��C��R����C�X�ｳ��C��R�0．002＋0．0005－－－1 

1．000000A ��x���く0．8V ���C�X�ｳ��C��b�0．080＋0．010　1　0．10＋0．010 �0．005＋0．0010 

10．00000A ���x���く0．5V ���C�����C����■　0．120＋0．008　　j　　o．15＋0．008 �0．005＋0．0008 

抵抗［4］ J �����C������100〟Q ��ﾔ��0．0030＋0．030 ���C����ｳ��C��H���ｨ����C����ｳ��C��B����C�����ｳ��C���R�

1．000000kQ 鉄�ﾘ*ﾘ,"�1mA ���C��#��ｳ��C��R�0．008＋0．001 ���C����ｳ��C����0．0008＋0．0001 

10．00000日）HomQ �100〟A ���C��#��ｳ��C��R�0．008＋0．001 ���C����ｳ��C����0．0008＋0．0001 

≠100．0000㍍） ����ﾕ��10〟A ���C��#��ｳ��C��R�0．008＋0．001 ���C����ｳ��C����0．0008＋0．0001 

11．000000MQ ��,ﾂ�3．5〟A ���C��(�ｳ��C����0．008＋0．001 ���C����ｳ��C����0．0010＋0．0002 

10．00000Mくつ ����x�｢�350nA　　　　芦　　0．015＋0．001 �0．020＋0．001 ���C�C��ｳ��C����0．0030＋0．0004 

100．0000M；） ����*ﾘ,"�350nA／／10MO　　r　O．300＋0．010 �0．800＋0．010　】　0．800＋0．010 �0．1500＋0．0002 

真の実効値 AC電圧【5］ l 【 �����C����ﾕb�0．1〃V �4��ﾈ�#T��1．00十0．03 ���3���ｳ��C�B�1．00＋0．04 ���C����ｳ��C��B�

5Hz～10Hz �1　　0．35十0．03 ���C3X�ｳ��C�B�0．35＋0．04 ���C�3X�ｳ��C��B�

10Hz～20kHz ��������C�H�ｳ��3�2�0．05＋0．04 ���S�h�ｳ��S�H����+X����S��X�ｳ��S��B�

20kHz～50kHz ���C���ｳ��C�R�0．11＋0．05 ���C�(�ｳ��C�X��������������C����ｳ��C��R�

50kHz・〉100kHz ���CSX�ｳ��C���0．60＋0．08 ���Cc��ｳ��C���0．060十0．008 

100kHz～300kHz【9】 滴�C���ｳ��CS��4．00十0．50 �6x耳耳爾���H�3�����CS��0．20＋0．02 

喜1．000000V′・一 ；750．000V l l l l l ��x�h��������������4���T�����C���ｳ��C�"�1．00＋0．03 ���C���ｳ��C�2�0．100＋0．003 

～1mV　：　　5Hz一一10Hz �0．35＋0．02 ���C3X�ｳ��C�2�0．35＋0．03 ���C�3X�ｳ��C��2�

10Hz～20kHz ���C�H�ｳ��C�"�0．05＋0．03 ���C�h�ｳ��C�2�0．005＋0．003 

1　　20kHz～50kHz ��������C���ｳ��C�B�0．11＋0．05 ���C�(�ｳ��C�R�0．011＋0．005 

50kHz～100kHz【61　j　　o．55＋0．08 �0．60＋0．08 ���Cc��ｳ��C���1　0．060＋0．008　2 
1 100kHz～300kHz［9］ 滴�C���ｳ��CS��r 　　4．00十0．50 滴�C���ｳ��CS��0．20＋0．02 

真の実効値 AC電流［5］ E l l l l l ���c������ﾔ�｣����ﾂ�ﾂ��4���T�����ｨ����C���ｳ�ﾈ紕����C���ｳ��C�B�1．0＋0．04 ���C��ｳ��C��b�

5Hz～10Hz　　】　0．30＋0．04 �0．30＋0．04 ���C8�ｳ��C�B�0．035＋0．006 

10Hz～5kHz ���C���ｳ��C�B�0．10＋0．04 ���C��ｳ��C�H���h����C��X�ｳ��C��b�

5kHz～10kHz ���C(�ｳ��C#R�0．2＋0．25 ���C(�ｳ��C#X��������������C�8�ｳ��C��b�

10．00000mA ������3Hz～5Hz ���C��ｳ��C�h����������������C��ｳ��C�b����C��ｳ��C�h����������������C(�ｳ�����b�

5Hz～10Hz ���C3X�ｳ��C�b�1　　0．35＋0．06 ���C3X�ｳ��C�b�1　　0．1＋0．006 

10Hz一｝5kHz ���C�X�ｳ��C�b�■　　0．15＋0．06 ���C�X�ｳ��C�b�0．015十0．006 

5kHz～10kHz ���C3X�ｳ��Cr�：　0．35＋0．7 ���C3X�ｳ��Cr�1　0．03＋0．006 

100．0000mA �������3Hz～5Hz ���C��ｳ��C�B�1．0＋0．04 ���C��ｳ��C�B�0．1＋0．006 

5Hz～10Hz ���C8�ｳ��C�B�0．3＋0．04 ���C8�ｳ��C�B�0．035＋0．006 

10Hz～5kHz ���C��ｳ��C�B�0．1＋0．04 ���C��ｳ��C�B�0．015＋0．006 

5kHz～10kHz ���C(�ｳ��C#R�0．2＋0．25 ���C(�ｳ��C#R�0．03＋0．006 

1．000000A 岬ﾈ�d�����ﾈ����4���T�����C��ｳ��C�B�1．0＋0．04 ���C��ｳ��C�H����ﾂ�0．1＋0．006 

l l ��5Hz～10Hz ���C8�ｳ��C�B�0．3＋0．04 ���C8�ｳ��C�B�0．035十0．006 

10Hz－5kHz ���C��ｳ��C�B�0．1＋0．04 ��������C��ｳ��C�B�0．015＋0．006 

5kHz～10kHz ���C3X�ｳ��Cr�1　　0．35＋0．7 ������C3X�ｳ��Cx����ﾌ�������C�8�ｳ��C��b�

10．00000A ���x���3Hz～5Hz ���C��ｳ��C�b�1．1＋0．06 ���C���ｳ��C�b�ヒ　　0．1＋0．006 

5Hz～10Hz ���C3X�ｳ��C�b�0．35＋0．06 ���C3X�ｳ��C�b�L　　O．035＋0．006 

10Hz－5kHz ���C�X���C�b�0．15＋0．06 ���C�X�ｳ��C�b�0．015＋0．006 

5kHz～10kHz ���C3X�ｳ��Cr�0．35＋0．7 ���C3X�ｳ��Cr�0ニ03＋0．006 

周波数】周期［8］ ��c����C����ﾕh���v�sS��C���h�田��ﾂ�l �4�耳璽T��0．1 ���C��0．1 ���C��R�

l l 1 典��ﾈ�#����0．05 ���C�R�0．05 ���C��R�

10Hz～40Hz ���C�2�0．03 ���C�2���������＿＿些001 

40Hz～300kHz　l ���C��h��������������������C������C���0．001　　， 

導通テスト ������C���?｢�0．001日 ��ﾔ��0．002＋0．030　l　o．008＋0．030 �0．010＋0．030　r　O．001＋0．002 

ダイオードテスト【7】 �����C������b�1〟V　　l ��ﾔ�����������ﾂ�0．002＋0．010　1　0．008＋0．020 �1　0．010＋0．020　　■　　0．001＋0．002 

［1］1時間以上ウオーミングアップ後、6％桁、Slowレート、AD変換速度は、高精度。

［2］校正標準が基準です。

［3］DClOOOVレンジ、AC750Vレンジと10Aレンジを除く全レンジ20％オーバーレンジあり。

［4］4W抵抗測定または2W抵抗測定でREL機能を使用します。
2W抵抗測定でREL機能を使用しない場合、0．2く）の追加誤差を追加します。

［5］レンジの5％以上で正弦波入力の仕様です。。
レンジ入力の1％～5％と50kHz未満は、01％のレンジ追加誤差を追加します。

50kHz～10kHzでは、レンジの0．13％を追加します。

［6］750Vacレンジの周波数帯域は、100kHz以下に制限されます。

［7】確度仕様は、入力端子でのみ測定された電圧です。テスト電流1mA（代表値）。
ダイオード接合の電圧降下で変動が生じます。

ll温度（熟電対）［12日13］（ITS－90に基づく確度）・オートゼロオン

［8］100mV以上の入力時。10mV～100mVのとき、読み値誤差を10倍にします。

［9］1MHzで読み値の30％誤差（代表値）。

［10］100Hz以下で、ACフィルタがSLOWで正弦波入力のみ。

［11］ACステップの追加エラーの0．01％のための最大読み取りレート。

入力DCレベルが変動するとき、追加セットリング遅延が必要。

［12］プローブ誤差は含みません。

［13］確度は、模擬接点温度を基準。

［14］0℃～18℃、28cc～550C



『DC電圧

∑一∠］A／D変換

入力バイアス電流 30pA（Typical、25℃）

1000V（全レンジ）

■AC電圧

測定方式 ��y��,ﾈ��ﾏ�&ﾈ���8ﾈｸﾘx�｢�

クレストファクタ 俐Y�SX�c���7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ�｢�

入力インピーダンス ��s�ﾕ��ﾓ(�8��������b�

入力保護 都S�g&ﾗ8���88ﾈ985x�｢�

全レンジで最高400VまでのDCバイアス入力でAC成分を測定

■ACフィルタ特性

Slow Medium

20Hz′・■300kHz 200Hz～300kHz

測定方式　と4Wまたは2W測定＊

最大リード線 1000、1k¢レンジ，リード線1本につきレンジの10％

その他のレンジ；リード線1本につき1kO

保護：1000V（全レンジ）

＊・電流ソースのリファレンスは、LOセンス入力

■リーディングレートとACフィルタ帯域

■DC電流
シャント抵抗 100〃A、1mAレンジ

10mA、100mAレンジ

』AC電流

■周波数・周期

1電流入力保護ヒューズ

ヒューズタイプ

1．25A／250V（交換可）

12A／600V（内部）

l 測定項目　　　l ���8ﾈ�ｸ6r�ﾂ�表示桁 �8ｨ�ｸ6h4(984�8ﾈ�ｸ6r�

L　高精度　一　　高速 

r －CV、DCI、4W／2W抵抗 �6ﾆ��■　6％ 迭�30 

Medium 店�2�60 田���

Fast 滴�2�240 �#C���

竪slow �6％ �����

導通テスト、ダイオード 磐VF遊ﾒ�5％ �#���

Fast �������m9{ｨ���������������X�����X�������X�������x���X���X���X�x����������������3���

ACV、ACI【11］ �4薮r�61を ���C�8����司Yﾘ�c4���3��ｴ��｢�iMed山m 店邊�3．38（帯域幅：20Hz～300kHz） 

iFast 鼎��R�30（帯域幅：200Hz－300kHz） 

≡Slow 周波数、周期　　福一「 �6％ ���

5％ ����

rFast �4％ �����

■導通テスト

lビープ音のしきい蹄1000（2、10ステップl

■低周波数の追加誤差　　　±（読み値の％）

■クレストファクタの追加誤差（非正弦波）［10］
±（読み値の％）

［＊］．機能オンの時は、5秒毎に実行。DCV、DCI、4W／2W、TC、RTDのみ

「一般仕様

動作環境温度 �:鞐ﾈ孳7��s�����SX����C���,�,I�ｩ�齏ﾉ7ャ��8決屬�

保存温度 ��ﾃC�����s����

電源電圧 ����h���#�h��##�h��#C�h�ﾓ���8��CT���cd���3c����CC���

消費電力 俐Y�S#Ud��

外形寸法 �##�ﾖﾘ�富�ｨ�繝�ﾘ�蝿�ｨ��3#X�C�ﾖﾘ�禰�ｨ6�986�8ｸ��<ｸｴ饂�/�ｭﾈ-ﾈ+��

質量 冩�8�C�ｶr�

付属品 �4�486(4�7ﾘ6ｨ8X4�8ｸ��4H�ﾅ$���8h�ｸ5X�ｸ7ﾘ6ｨ8X4�8ｸ�｢�
テストリードGTL－117、電源コード、USBケーブル、CALキー 

119999カウントGDM－8251A

￥69，800

199999カウントGDM－8255A

￥75，000

代㊦⑬⑳⑳⑳
119999カウントGDM－8251A

199999カウントGDM－8255A

VFD表示、デュアル表示

測定機能A⊂V、D⊂V、A⊂l．DCL、4／2wireR、Hz、Beep、導通テスト、温度

デュアル表示：ACV＋Hz、DCV＋dB、ACV＋dB、dB十dBm、D⊂V＋D⊂l

機能・MAX／MIN、ホールド、リラテイブ／コンベア、dBm、Math、

ストアー／リコール、dB、トリガ

真の実効値表示二AC、A⊂＋D⊂

インターフェース．USB、R5－232C、デジタルl／0

オプション・16〔Hスキャナカード×2枚で最大32〔Hの計測が可能。（GDM－825SAのみ）

寸法・質量．220（W）×88（H）X325（D）mm、約2．6kg

付属品：クイックマニュアル、電源コード、USBケーブル、テストリードGTL117、CD－ROM、〔ALキー

一二二一一：；；J

ノ‘■　「　′′′

GDM－8246

￥59，800

￥72，000（＋GPは）

代㊦⑳⑳
50000カウント表示

測定機能：ACV、DCV、ACl、DCl、R、C、Hz、Beep、Diode、MAX／MIN、REL

AutoHoId、dBm

電流レンジ：ACl／D⊂l：500HA－20A、6レンジ

コンベア機能

デュアル表示：ACV＋Hz、D⊂V＋dBm、A⊂V＋dBm

真の実効値表示AC、AC＋DC
インターフェース．RS－232⊂（標準）、GP旧（オプション）

寸法251（W）X91（H）X291（D）mm

質量：約2．6kg

付属品取扱説明書、電源コード、テストリードGTL－117

オプションヤクセサリ 

GTLtlO8A 俣I�ﾈ�6X5�6x8ｨ�ｸ6��ト　￥5，000 

≧GTL－232 �%8�ﾃ#3$85��ｸ7X8ｸ����冶8�5���o�&ﾒ�￥2，000 

．GTL－248 冢���(5��ｸ7X8ｸ��o�&ﾒ�！￥14，800 

GDM－S⊂1 �5�4ﾈ886�4ｨ�ｸ6�������������38�3����

OptO2 �,du�自L87ｸ�ｸ6��￥29，800 

OptO3 裕�7ｸ�ｸ6��￥29，800 

G些日nFr∈K

株式会社インステックジャパン
〒101－0032　東京都千代田区岩本町卜3－3

Te103－5823－5656　FaxO3－5823－5655

WWWnStek．co．jp

E・mail：infb＠instek．⊂0．jp

GTL－117　￥2，500 GDM　　A　A 盃Dﾈ�S�������3����tDﾘ�����#���GTL－232　￥2，000 杯Dﾘ�U8�ﾃ���38�3����������|ﾘ耳�｢�
－8261／8255／8251／ GDM－8246用テストリード 各モデルの付属品と同じ ��S�#c��繝#SX�繝X���t�xﾎ��冽�I�ﾈ6X5�6x8ｨ�ｸ6����+r�RS－232⊂ケーブル クロスケーブル l 　kJ． ��d4�5�4ﾈ886�6���杯Dﾘ�ﾃ�#c��繝#ST�w��｢�

●製品保障について、保障期間以内に発生した故障は保証書に基づき無償となりますます。●機器
に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。●安全にお使いいただく
ために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。●当社の製品は、十分な知識のある方の監
督のもとで使用ください。●当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。
●表示価格には消費税が含まれておりません。

代理店： 

Japan・06・201lGDM8261CDM30BH


