


ワトローは世界のリーディングカンパニーです

ワトロー（Watlow®）は、電気ヒータ、温度センサ、温度コントローラ、電力コ
ントローラ、支援ソフトウェア等を完備した各種熱システムの設計、製造、
構築における業界のリーダーです。

ワトローの革新的な精神は、創立者のLouis Desloge Sr.が蒸気熱を電気ヒ
ータに置き換えた1922年から始まります。ワトローは、さまざまな用途の熱
システムの開発において他を圧倒する業界のリーダーとしての自負があり
ます。単一部品から高性能のシステムまで、成功に必要なものを当社のソリ
ューションが提供します。

ワトローが提供するものは次のとおりです。
▶ 優れた製品性能

▶ 400を超える世界的規模の技術資源。さまざまな産業に、カスタマイズと
標準の多様な熱ソリューションを提供できます。

▶ 新しいテクノロジーの研究・開発への専念

▶ 業界での90年を超える実績。難題となる熱システムの複雑さを理解して
解決できます。

▶ UL®、CE、NEMA、IECExなど多くの認証制度への準拠。詳細については、ワト
ローの担当者にお問い合わせください。

ワトローは可能にします。
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エンジニアリング分野での優れた伝統

ワトローは、90年を超える当社の歴史の全期間をDesloge家
が所有および管理してきました。3世代をかけて当社を業界
のリーダーに導き、4世代目は伝統の継承および維持向上
に努めています。

当社は、米国、メキシコ、ヨーロッパおよびアジアの製造施設と技術セン
ターの12カ所で、2,000名の従業員を雇用しています。世界16カ国に営業
所を開設し、グローバルな代理店網を築いています。

ワトローは、製造においてLEAN方針を採用し、かつ、無駄をなくしなが
ら、製品とサービスの効率化を実現しました。これにより、お客様に大き
な価値を提供できるようになりました。

“ワトローは、常に顧客への助力になら
なくてはなりません。当社は大きな技
術的課題に挑戦します。プロジェクト
に全力で取り組み、われわれの仲間で
ある人類の役に立つために、より多く
のことを学んでいきます。”
Peter Desloge
ワトローの会長兼最高経営責任者 
兼社長

Louis Desloge Sr. George Desloge Louis Desloge Jr. Peter Desloge
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お客様の用途を深く理解する

半導体加工
集積回路の製造において、ワトローの熱システムを用い、臨界界面の温度を正確に

調整します。プロセスチャンバー内では、当社の革新的技術によって、システムのサイ

クルタイムや温度の均一性などの重要なパラメータが有効に働くため、ウェハを迅

速、かつ、高品質に処理できます。

ワトローでは、さまざまな用途において製品をどのように実行するかに関する
知識と経験に基づいて当社の製品をカスタマイズします。ワトローの先進的な
ヒータ、センサ、コントローラの各製品がさまざまな産業において包括的な熱
ソリューションへと成長します。

食品サービス関連設備
ワトローは、世界中の飲食店設備におけるフライヤー、グリル、オーブン、食器洗浄

機、蒸し器および保温装置に対して熱ソリューションを提供します。ワトローの食品サ

ービス関連設備のソリューションを用いると、エネルギー効率のよい料理、維持管理

の削減、調理時間の短縮、一貫した信頼できる食品品質を実現できます。

エネルギープロセス
ワトローは、熱に関する専門知識を用いて処理装置の性能、寿命および安全性を向

上させ、同時に全体的コストを削減します。当社は、熱製品の提供に加え、二酸化炭

素回収・隔離（CCS）、増加石油回収（EOR）、原子力、接触分解・再生、天然ガス処理な

ど多くの用途に対して、工学設計サービスも提供します。
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ライフサイエンス
ライフサイエンス産業における50年の実績によって、ワトローは、医療の進歩や新し

い業界の要求事項に対応する洗練された熱ソリューションの設計・製造・支援におけ

るリーダーです。ワトローが設計した熱ソリューションによって、診断の精度や患者の

快適さが向上します。ワトローは、患者福祉機器、手術装置、臨床診断機器などにソ	

リューションを提供します。

w w w . w a t l o w . c o m

ディーゼルエミッション
ワトローの熱ソリューションは、ディーゼルエンジンと後処理システムの性能を最適化

します。ワトローと連携することで、燃料の経済性が増し、後処理システムの小型化と

低コスト化が進み、後処理システムの性能が向上します。

チャンバー／ファーネス／オーブン
ワトローのヒータ、センサ、コントローラの各製品は、高いコストや長い待機時間を伴

わずに、簡単にカスタマイズして、チャンバー／ファーネス／オーブンの市場が要求す

る厳格な仕様に適合することができます。ワトローのソリューションは、そのままの状

態ですぐに使えるだけでなく、モジュール化されているため、拡張可能であり、柔軟性

に富んでいます。ワトローは、熱に関するワンストップ購入、技術的専門知識、高く信頼

できるソリューションなど、この業界に多くの利益をもたらします。



ヒータ

センサ

コントローラ

5～18ページ

19～24ページ

25～31ページ

製品の先駆性

ワトローは技術革新を基調とし、日々の作業を介してこの伝

統を維持向上します。現在当社は450件を超える特許を保有

し、従業員はその強みを活かして画期的な製品とカスタマイ

ズしたサービスを提供するよう奨励されています。

ワトローは、卓越した操作性に基づく、製品に先駆性のある企業です。

最高の状態を維持するには、知力、創造性、責任を身に付ける必要が

あることを理解しています。ワトローと連携することで、製品をいち早く

市場に出すために必要な競争力がもたらされます。顧客と協業すること

で、競合する他社の提案をはるかに凌ぐソリューションを積極的に開発

します。

1924 Watlow logo
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ワトローは御注文から直ぐに納入可能なさまざまな既製の高性能なヒータ製
品を提供します。
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ワトローはスエージング加工による初のカートリッジヒータを設計・
製造し、ヒータ業界に革命をもたらしました。

高品質な素材と厳しい製造管理により、ワトローのカートリッジ／差
し込みヒータは優れた熱伝導と温度の均一性、高温下での耐酸化・
耐蝕性に優れ長い製品寿命を実現します。ワトローがカスタムデザ
イン、納期厳守、品質および技術支援を提供することでお客様が利益
を得ます。

FIREROD®
カートリッジヒータ

MULTICELL™  
チューブラヒータ

製品  材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

FIRERODカートリ
ッジヒータ

Alloy 800 1400 760 400 62

ステンレス鋼 1000 538 400 62

高温用FIREROD Alloy 800 1800 982 100 15.5

メトリックFIREROD
カートリッジヒータ Alloy 800 1400 760 330 50

MULTICELLチュー
ブラヒータ Alloy 600/800 2050 1120 30 4.6

•	 分析機器
•	 半導体装置
•	 モールド型および熱板
加熱

用途
•	 バーンイン試験システム
•	 食品サービス関連設備
•	 ホットプレート

•	 シールバー
•	 医療機器
•	 航空宇宙装置

カートリッジ／差し込みヒータ
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シングルエンドおよびダブルエンドのチューブラヒータは、事実上浸
漬ヒータと空気加熱用途全体に役立ちます。これらはさまざまな取り
付けおよび端末オプションがあるため、工業用
途に理想的です。ワトロー製チューブラヒー
タは、最高240V までのUL®およびCSA認
定品です。

特定用途向けのワット密度のご提案については、ワトロー担当者にご相談ください。この表の値は、最
大値であり、すべての用途に適合するものではありません。

FIREBAR®フラットチューブラヒータ

WATROD™丸型
チューブラヒータ

製品  材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

WATROD

Alloy 840 1600 870 45 6.9

ステンレス鋼 1200 650 60 9.3

鋼 750 400 45 6.9

Alloy 800 350 175 60 9.3

Alloy 600 1800 982 45 6.9

高温チューブラ
ヒータ Alloy 600 1800 982 45 6.9

MULTICOIL
Alloy 840 1400 760 45 6.9

304ステンレス鋼 1200 650 45 6.9

316ステンレス鋼 1200 650 45 6.9

溝用チューブラ
ヒータ

304ステンレス鋼 1200 650 60 9.3

Alloy 800 1600 870 60 9.3

FIREBAR
Alloy 800 1400 760 60 9.3

304ステンレス鋼 1200 650 60 9.3

FINBARフィン付
きヒータ 304ステンレス鋼 1200 650 50 7.7

MULTICOIL™ヒータ

•	 炉および窯
•	 溶融塩バス
•	 食品サービス関連設備
•	 半導体装置

用途
•	 金型鋳造装置
•	 融解金属保持
•	 流動床
•	 ボイラー

•	 放射加熱
•	 プロセス空気加熱
•	 乾燥および加温

チューブラヒータ
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フレキシブルヒータ

•	 医療機器
•	 凍結防止
•	 電池加熱
•	 食品サービス関連設備

用途
•	 HVAC（空調）
•	 分析機器
•	 航空宇宙装置
•	 輸送設備

•	 半導体装置
•	 柔軟な形状または設計を必
要とする任意な用途

ワトローのフレキシブルヒータは、薄く湾曲可能で、ほぼすべての用
途に適合するように形成されています。効率や信頼性を損なわずに、
考えられる最も複雑な形、デザイン、曲線およびパイプにも熱を加え
ることができます。

製品 材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

巻線 シリコンラバー 500 260 40 6.2

エッチング箔 シリコンラバー 500 260 80 12.4

合成 シリコンラバー 500 260 5 0.8

STRETCH-TO-
LENGTH シリコンラバー 392 200 2 0.31

ガスライン シリコンラバー 392 200 2.5 0.4

ポンプライン シリコンラバー 392 200 1.25 0.19

ポリイミド ポリイミド 392 200 70 10.9

ポリイミド
ヒータ

シリコンラバー	
ヒータ

モジュラガス・ポン
プラインヒータ
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イマージョンヒータ

•	 	油田およびガス田装置
•	 	開放タンクおよび熱処理
バス

•	 	繊維乾燥
•	 	食品調理

•	 	熱伝達および潤滑油シス
テム

•	 	半導体処理装置
•	 	精密洗浄装置
•	 	発電システム

•	 	排出制御装置
•	 	超臨界流体加熱
•	 	インラインウォーターボ	
イラ

•	 	実験室設備

ワトローのイマージョンヒータは、主に水や油、溶剤、処理溶液、溶解
材料などの液体、また空気やガスに直接浸すために設計さ
れています。液体中またはプロセス内で、すべての熱を
生成することにより、これらのヒータのエネルギー
効率は事実上100%です。UL®およびCSA認定品
も提供可能です。

製品  材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

スクリュープラ
グイマージョン
ヒータ

Alloy 800 1600 870 120 18.6

ステンレス鋼 1200 650 120 18.6

鋼 750 400 120 18.6

投げ込みヒータ 

Alloy 800 1600 870 60 9.3

チタン 1400 760 43 6.7

鋼 750 400 23 3.6

316ステンレス鋼 1200 650 60 9.3

ANSIフランジ
浸漬ヒータ

Alloy 800 1600 870 100 15.5

ステンレス鋼 1200 650 100 15.5

鋼 750 400 100 15.5

フランジ浸漬ヒ
ータ

Alloy 800 1600 870 100 15.5

304ステンレス鋼 1200 650 100 15.5

鋼 750 400 30 4.7

FIREROD
浸漬ヒータ Alloy 800 212 100 300 46.5

WATROD ANSI
フランジヒータ

FIRERODイマー	
ジョンヒータ

用途

スクリュープラグ
イマージョンヒータ
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•	 	溶媒置換
•	 	バイオマス抽出
•	 	冷凍システム
•	 	エポキシ樹脂成分
•	 	精油所および石油化学
プラント

用途
•	 	化学プラントおよび工業
用ガスプラント

•	 HVACダクト加熱
•	 	開放タンクおよび熱処
理バス

•	 	半導体処理装置

•	 	精密洗浄装置
•	 	水質浄化システム
•	 	超臨界流体加熱
•	 	インライン水ボイラ
•	 	サンプル予熱
•	侵襲性化学物質

ワトローの循環ヒータは、最少の時間と労力で電気加熱装置を設置
するために、既製品を提供します。これを実現するには、ヒータエレ
メント、容器、断熱、端子カバー、取り付け金具、注入口の接続と排出
口の接続を組み合わせて1つの組立品を完成します。これらのヒータ
は、高純度ガスや不活性ガス、半導体業界やエレクトロニクス業界で
使われる超臨界流体や脱イオン化水などの液体、また一般的な流体
やガス加熱アプリケーションなどの用途に理想的です。

製品  材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

STARFLOW 
サーキュレーション
ヒータ

316Lステンレ
ス鋼 1000 537 30 4.6

WATRODサーキュ
レーションヒータ
およびFIREBARサ
ーキュレーション
ヒータ

Alloy 800 1600 870 120 18.6

ステンレス鋼 1200 650 120 18.6

鋼 750 400 120 18.6

Alloy 840 350 175 120 18.6

STARFLOW™
サーキュレー	
ションヒータWATRODサーキュレーション

ヒータおよびFIREBARサー	
キュレーションヒータ

サーキュレーションヒータ
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•	 	自動臨床分析装置
•	 	医療用注射

•	 	水分乾燥装置
•	 	水質浄化システム

用途

ワトローの革新的な流体加熱ヒータは温度と粘度変化を減少させ
一貫した結果を提示します。

ワトローのシリンジヒータは医療用注射アプリケーションの必要性
を受けて開発されました。特別設計は、機器停止時間を削減し、シス
テムの信頼性を高める長期動作寿命と共に液体加熱と薬品搬送シ
ステムの解決方法を提供します。

ワトローの独自設計のFREEFLEX®ヒータは、チューブ類の効果的な温
度制御を行うために、ヒータエレメントをチューブ内に収納
し、チューブ周囲にセンサを取り付けます。	FREEFLEXヒータ
は多くのアプリケーションにある加熱貯水システムの必要
性を取り除きます。

製品  材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

FREEFLEX加熱
チューブ ポリマー 212 100 10 1.5

シリンジヒータ ポリカーボネー
ト・ラミネート 185 85 2 0.3

FREEFLEX®
ヒータ

シリンジ
ヒータ

流体加熱ヒータ



12
ペ
ー
ジ

 - 
W

at
lo

w

エアヒータ

•	 	乾燥オーブン
•	 	加圧滅菌器
•	 HVAC（空調）
•	 	熱処理

用途
•	 	結露防止
•	 	収縮トンネル
•	 	保育器
•	 	インク乾燥

•	 	制御パネルおよびエレクトロニクス
•	 	食品サービス加温機器
•	 	凍結防止
•	 	ダクト加熱、空間加熱および空気加熱

ワトローは、中温から低温用途での性能と用途の広さを提供する、プロ
セスエアヒータの製品ラインを開発しました。この丈夫でかつ信頼で
きる産業用ヒータは、効率的に熱を伝えます。

製品 材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

ダクトヒータ Alloy 840 1200 650 45 7.0

375フィン付きス
トリップヒータ アルミめっき鋼 1100 595 33 5.1

FINBARフィン付
きヒータ 304ステンレス鋼 1200 650 50 7.7

FIRERODカート
リッジヒータ Alloy 800 1400 760 400 62

シリコンラバー
外装ヒータ シリコンラバー 500 260 10 1.6

WATROD外装 
ヒータ アルミめっき鋼 390 200 15 2.3

375フィン付きストリップ
ヒータ

ダクトヒータ

シリコンラバー外装ヒータ

WATROD外装ヒータ
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高温ヒータ

MULTICELL 
差し込みヒータ

•	 	高定温成形
•	 	加熱板
•	 	スーパープラスチック成形
•	 	拡散接合

用途
•	 	揮発性有機化合物の環	
境低減

•	 	真空用途

ワトローは、高温加熱技術の開発分野をリードし、多様なサイ
ズ、幅広いプロセス・アプリケーションに適合します。ワトローの
MULTICELL、FIREROD、高温チューブラヒータおよびセラミックファイバ
ーヒータは超速ランプ機能、緻密な温度均一性、区分された加熱およ
び高温を提供します。ヒータは大小のアプリケーションに適合し、あら
ゆる環境状況に応じて採寸・設計されております。

製品 材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

MULTICELL差し
込みヒータ Alloy 800 2050 1120 30 4.6

高温FIREROD Alloy 800 1600 871 100 15.5

高温チューブラ
ヒータ Alloy 600 1800 982 45 6.9

セラミックファイ
バーヒータ

セラミックファイ
バー 2200 1204 30 4.6

高温チューブラ

セラミック	
ファイバーヒータ

高温FIREROD 
カートリッジヒータ

•	 	熱可塑プラスチック
•	 	高温オーブンおよび
高温炉

•	 	放射加熱
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特殊ヒータ

コイル／ケーブ
ルヒータ

•	 	ワイヤおよびダイボンデ
ィング

•	 	集積回路チップ試験
•	 	質量分析
•	 	医療装置

用途
•	 	食品サービス用温蔵庫
•	 	ロードダンプ抵抗器
•	 	空気加熱
•	 	ホットメタル成形

•	 	食品サービス加工装置
•	 	シーリングとカッティング
•	 	プラスチック射出成形ノズル

ワトローの特殊ヒータは、高性能、高速応答、均一性を要求する熱ア
プリケーション用に設計されています。

ワトローの特殊ヒータは、異なる工法が求められるさまざまなアプリ
ケーションに対応する柔軟設計です。この柔軟性によって、ヒータを、
アプリケーションごとに多様な形とサイズで設定できます。

製品  材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

ULTRAMIC 
先端セラミックヒ
ータ

窒化アルミニウム 1112 600 1000 155

厚膜伝導ヒータ 430ステンレス鋼 1025 550 75 11.6

コイル／ケーブ 
ルヒータ

304ステンレス鋼
またはAlloy 600 1200 650 30 4.6

ULTRAMIC®高度	
セラミックヒータ

厚膜伝導ヒータ
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ストリップ／クランプオンヒータ

•	 金型および鋳型
•	 	タンク加熱およびプラテ
ン加熱

•	 	熱成形
•	 	包装装置および密封装置

用途
•	 	オーブン
•	 	食品サービス加温機器
•	 	加硫プレス
•	 	保育器
•	 	加圧滅菌器

•	 	凍結・湿気防止
•	 	プラスチック加工

ワトローのストリップ／クランプオンヒータは、多くの用途に向けた
汎用的なソリューションです。これらは固体表面にボルトで留めるか、
または固定して、凍結予防や湿気予防、食品加温やその他の用途に
使用できます。

製品 材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

無機絶縁ストリ
ップヒータ 304ステンレス鋼 1400 760 140 21.7

375ストリップ 
ヒータ アルミめっき鋼 1100 595 100 15.5

FIREBARクラン
プオンヒータ

Alloy 800 1400 760 120 18.6

304ステンレス鋼 1200 650 120 18.6

厚膜伝導ヒータ 430ステンレス鋼 1025 550 75 11.6

FIREBARクランプオンヒータ

375ストリップヒータ

無機絶縁ストリップ
ヒータ
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•	 	ホットランナノズル
•	 	ホットランナ金型

•	押出し機
•	ブローフィルム型

用途用途
•	 	分析機器
•	 	押出し機

•	円筒加熱用途 •	 	ブローフィルム型
•	 	プラスチック射出成形

•	射出成形機

ワトローの無機質絶縁（MI）バンドヒータは、ワトロー独自の無機質絶
縁を組み込んだ高性能のヒータです。この材質は、従来のヒータに用
いたマイカおよびハードセラミックの絶縁体よりはるかに高い熱伝
導性を示します。

製品 材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

無機絶縁バン
ドヒータ ステンレス鋼 1400 760 100 15.5

ワトローは、プラスチック業界や分析業界などさまざまな産業向けに
コンパクトなノズルヒータの完全な製品ラインを提供しています。す
べてのヒータにユニークな能力を備え、各ノズルヒータは特定用途
の要件を満たすよう設計されています。高性能が要求される用途で
も、高温または高いワット密度が要求される用途でも、ワトローでご
希望の用途に応じたヒータをお選びください。

製品  材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

無機質絶縁 
ノズルヒータ ステンレス鋼 1400 760 230 35.6

プレコイル 
ケーブルノズルヒ
ータ

ステンレス鋼 1200 650 152 23.5

無機質絶縁バン
ドヒータ

無機質絶縁 
ノズルヒータ

プレコイルケーブル 
ノズルヒータ

バンド／バレルヒータ ノズルヒータ
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•	 	熱成形
•	 	食品サービス加温機器
•	 	塗料・エポキシ硬化
•	 	熱処理

用途
•	 	チューブ窯
•	 	焼き戻し・焼き鈍し工程
•	 	小スポット加熱
•	 	回転ドラム・ローラ

•	 	熱収縮・硬化ワイヤ	
被覆

•	 	積層ホイール
•	 	高温炉

ワトローの多様なラジアントヒータの製品ラインは、放射熱を必要と
するほぼすべての用途にソリューションを提供します。ワトローは、耐
汚染のパネルヒータから丈夫なチューブラ素子と高温セラミックファ
イバーパネルまで、幅広いニーズに対応します。

製品  材質
最高使用 

温度 最大ワット密度

°F °C W/in2 W/cm2

RAYMAXパネル
ヒータ

ステンレス鋼また
はアルミめっき鋼 2200 1204 30 4.7

無機質絶縁
（MI）バンド・
ストリップエミ
ッタ

ステンレス鋼 1300 700 30 4.7

RAYMAX®パネル
ヒータ

RAYMAXパネル
ヒータ

ラジアントヒータ
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サーモスタットおよび付属品

STサーモスタット

ワトローは熱システムの全部品を設計・製造しています。これにより、
ワトローはお客様の装置に最適な熱ソリューションを提案・開発し、
お届けすることができます。

製品 説明

EHGシリーズ
プロセス温度の調整に使用するヒータの電源コードに統合され
た、コンパクトな温度調整器、熱電対センサおよびパワースイッ
チング装置を含みます。

EHG SL10シリーズ
EHG CLシリーズ

ヒータ、調整可能なセットポイント温度コントローラ、高／低温
度警報、パワースイッチング装置および電源コードシステムにお
ける高温安全性限界を統合します。

ST10およびST207
フレキシブルヒータに使用するプレセットサーモスタットは、ヒ
ータに取り付けて使用するか、またはプロセス制御に使用する
個別の装置として使用できます。

バルブおよびキャピ
ラリー

重要でない用途において温度をプレセットされた範囲内に調整
し、ヒータのオン／オフの繰り返しを循環させます。

保護管 プロセス流体に直接浸して、サーモスタットバルブや他のセンサ
を保護します。

EHG SL10シリーズ

•	 	凍結防止
•	 	航空宇宙複合材修理

用途
•	 	加温機器および食品サー
ビス関連設備

•	 	ガス供給ライン

EHG®シリーズ
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ワトローには、さまざまな市場（食品関連設備、半導体、医療、石油化学、プラス	
チック、ディーゼルエンジン、航空宇宙など）の温度センサソリューションに関する設	

計・開発に数十年の実績があります。
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•	 プラスチック射出成形機
•	 	半導体加工
•	 医療機器

用途
•	 	航空宇宙産業
•	 	梱包装置
•	 	テストスタンド

•	 	化学処理プラント

90年以上にわたり、ワトローは、お客様の温度検知のニーズを満たす
ために熱電対を製造、研究、開発しています。ワトローは、一般用途、
無機絶縁、卑金属、高温、表面温度、マルチポイントなど豊富に品揃え
した熱電対の中から選んで製造します。

マルチポイント
熱電対

MICROCOIL™
熱電対

高周波熱電対

熱電対

製品 説明
温度 外径

°F °C インチ mm

MICROCOIL 表面温度測定 最高
1292 

最高
700 

0.125 3.2

RF熱電対 高周波エネルギーの中で表
面温度を測定します。

最高
932 

最高
500 

0.19 5

真表面熱電対 周囲の気流から影響を受けな
い熱電対平面温度センサ。

最高
400 

最高
200 該当せず 該当せず

マルチポイント さまざまな場所で正確な温度
を測定します。

最高
2200 

最高
1200 

0.125、	
0.1875ま
たは0.25 

3.2、4.8ま
たは6
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熱電対（続き）

•	 	食品サービス加工装置
•	 	エンジンタービン燃焼排
ガス

用途
•	 	熱処理および金属加工

EXACTSENSE®
熱電対

卑金属
熱電対

高温／プラチナ熱電対

一般用途
熱電対

製品 説明
温度 外径

°F °C インチ mm

一般用途
グラスファイバーとPFA絶縁
リード線は工業用汎用商品
に使用します。

最高900 最高
480

0.125、	
0.1875ま
たは0.25

3.2、4.8 
または6.3

無機質絶縁 速い応答性、耐久性、高温
使用を実現します。

最高
2200 

最高
1200 

0.020
～0.5 0.50～13

EXACTSENSE®
1つのパッケージに、丈夫な
熱電対技術と信号処理を結
合しています。

-40
～2012 

-40
～1100 

0.083
～0.188 2.1～4.8

卑金属
線径の大きな卑金属素線を
セラミック保護チューブと共
に提供します。

最高
2300 

最高
1260 該当せず 該当せず 

高温／プラ
チナ

高温に耐えることができ
ます。

最高
3050 

最高
1677 

0.125
～0.250 3.2～6.3
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ワトローは、RTD、サーミスタおよび過酷な環境における難しい用途
向けのENVIROSEAL™ HD温度センサなど、抵抗温度センサの全製品
ラインを製造します。

製品 説明
温度

精度
°F °C

RTD
広い測定領域にわたって
高精度で再現性に優れて
います。

-328～	
1200 

-200～	
650

DIN Class A ± 0.06% at 
32°F (0°C) DIN Class B± 
0.12% at 32°F (0°C)

サーミスタ 小さな温度変化にも非常
に敏感です。 -75～500 -60～	

260

±1% at 77°F (25°C) to 
±15% at 32°F (0°C)

ENVIROSEAL 
HDセンサ

難しい用途および苛酷な
環境に適しています。 -40～392 -40～	

200
上記のRTDとサーミス
タの精度と同じ

ENVIROSEAL™
HDセンサ

RTD

サーミスタ

1914年以来、ワトローのSERV-RITE®ワイヤは、高性能と高信頼性で知
られています。

製品 説明

熱電対と延長ワイヤ キャリブレーションタイプと絶縁材は幅広い在庫を取り揃えてい
ます。

RTDワイヤ さまざまな太さ2線、3線と4線式のニッケルまたはスズメッキの銅
導体構造

SERV-RITE®ワイヤ

•	 	空調と冷凍サービス
•	 	炉サービス
•	 	繊維生産
•	 	食品サービス加工装置

•	 	航空宇宙産業
•	 	複合部品製造	
•	 	自動車
•	 	低温貯蔵用途

用途 用途
•	 	医療研究
•	 	プラスチック加工
•	 	石油化学処理
•	 	マイクロエレクトロニクス

•	 	ガラス、セラミックおよ
びレンガ製造

•	 	電力プラント
•	 	食品サービス加工装置

•	 	空気、ガスおよび液体の各
温度の測定

•	 	実験室
•	 	医療機器
•	 	金属加工

抵抗温度センサ ワイヤ

RTDワイヤ
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XACTPAK®無機絶縁ケーブル

サーモウェル フィッティング

コネクタ

XACTPAK®無機絶縁ケーブルは、幅広く難題アプリケーションの問題
解決に理想的に適合します。外側のシースは酸化や他の厳しい環境
から熱電対を保護し、無機絶縁は優れた高温絶縁耐力を提供しま
す。

製品 説明

XACTPAK無機絶縁
ケーブル

XACTPAKケーブルは、耐火性、高圧定格で、 耐熱衝撃性があり、気
密性、防湿、成形可能かつ溶接可能で、耐腐食性があり高温定格
されています。

ワトローは、お客様のさまざまなセンサ要件に適応するために多くの
付属品を提供しています。

製品 説明

フィッティング
固定式、調整可能式、調整不可能式のコンプレッションフィッティン
グや、差し込みスタイルなど、さまざまなセンサ取り付け部品を提
供できます。

サーモウェル これらの肉厚のサーモウェルは、高圧、高速度、および腐食性の環
境に対処できるほど丈夫です。

保護チューブ
金属保護チューブは、速く正確な読み取りのための高熱伝導性に
適しています。セラミック製チューブは、変形、腐食、摩耗および酸化
に対する耐性があります。

コネクタ
標準、ワンタッチタイプ、高温、3ポール、ミニチュアコネクタなど、
さまざまなコネクタを提供できます。すべてのワトローコネクタは
ASTM E1129要件を満たしており、カラーコードに対応しています。

接続ヘッドおよびブ
ロック

ワトローでは標準の鋳鉄またはアルミニウム、防爆およびポリプロ
ピレンヘッドを用意しています。ターミナル・ブロックは、接続ヘッド
の補足に利用できます。

送信器

ワトローのセンサ用トランスミッターは、停止時間とコストを削減す
る正確な測定と改良された信頼性を提供します。二線式のシグナ
ルコンディショナは、表面実装とデジタル技術を使用して製造され
ています。

トランスミッター

•	 	原子力研究／原子炉
•	 	溶鉱炉／真空炉
•	 	接触改質装置
•	 	ディーゼルエンジン

•	 	プラグ、ジャックおよびミニ
コネクタ

用途
用途•	 	食品サービス加工装置

•	 	ガラスおよびセラミック
•	 	熱処理
•	 	ジェットエンジン／ロケットエ
ンジン

•	 	広範囲のアナログ送信器	
•	 	ヘッドおよびコネクタブロ
ック

•	 	発電所／蒸気発
生器

•	 	精油所および石油
処理

•	 	保護チューブおよび	
サーモウェル

付属品無機絶縁ケーブル 
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ワトローは、さまざまな製品試験機能を提供して、ワトローが開発お
よび生産した製品が最も厳しい業界標準に適合するかどうかを検証
します。
ワトローは、顧客用途における最適なセンサ性能について適切な試
験を確実に完了するための機能の開発に継続的に投資します。以下
は、ワトローの現時点での試験機能を示します。

ラボサービス

応答時間
振動
高温
低温
張力、圧縮
湿度

より性能が高く、より高寿命、より正確で、より厳しい環境に耐える世
界レベルの製品に対する今日の需要によって、業界標準に対する証
明された順守への要求が増加しました。ワトローは、校正ラボがISO 
17025の公認を受けることで、これらの要求を満たしています。Watlow
の品質保証では、最終センサが、ASTM Standard E 230の規定に従っ
て、初期の校正許容範囲に適合し、一貫した信頼性のある高品質の
製品であるかどうかを検証します。

サービス 説明 仕様
エンドツー
エンドキャ
リブレーシ
ョン

共通接合点の測定試験を利用して、熱電対ワイヤの両端
を比較します。これは、均一性を検証するための要件です。

ASTM E207、E220、
E230

絶縁破壊
試験 各種ヒータの絶縁破壊試験。 ASTM D149

ヘリウムリー
ク試験

金属シースケーブルにおいてシースの完全性および特別
に設計した圧力室において1000psi（70 kg/cm2）に対するセンサ
を検証します。

ASTM E235

X線検査 大きさを確定し、割れ目、隙間、含有物および切れ目を検
知・評価します。技術員はSNT-TC-1Aの資格を有しています。 ASTM E94、E142

金属組織学
的検査

金属の構成要素および構造を明らかにします。用意した被
検査物の平均粒子サイズと構造を確定して文書化するた
めに顕微鏡写真も使用できます。

ASTM E3、E112、E235

締固め密度
試験

金属シースケーブルにおいて絶縁材の締固め度を確定し
ます。 ASTM D2771

ドリフト試験 長期安定度とドリフト特性を確定します。 ASTM E601、E644

熱サイクル
試験

温度範囲を介して繰り返されるサイクルに対して個々のセ
ンサを試験します。 ASTM E235

絶縁抵抗 各種ヒータの絶縁抵抗試験。 ASTM E780、E235、
E644

微小硬度
強度、機械加工性、もろさ、延性および耐摩耗性の予測因
子として、貫通に対する材料の抵抗（硬度）を測定するため
に用いるシースまたは導体の硬度を確認します。

Vicker’s

提供する認証試験

品質保証ラボ

• ASTM E207
• ASTM E220

• ASTM E230
• ASTM E644
• AMS 2750

寿命試験
サイクルとドリフト
ワイヤ被覆摩耗試験
マイクロビッカース
絶縁破壊試験
お客様の用途向けにカスタマイズした試験 
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ワトローの温度調整製品は、米国にあるワトローの完全統合施設において設計・
製造されています。これにより、競合他社に類例のない優れたサポートとサービス

を顧客に保証します。
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EHGシリーズ
熱ソリューション

EZ-ZONE®コントローラは、コントロール、セーフティリミット、パワー
スイッチング、通信、データロギングなど関連機能を統合することで、
設計時間と構築時間が短縮し、より省スペース化し、システムを複雑
にする事なく、全体的なコストが低減します。

これらのコントローラは選定時にループ、リミットおよびさまざまな出
力をそれぞれ追加して使用できます。	コントローラに貼付されるラべ
リングに記載された仕様および機能は、同シリーズ間での互換性を
有します。この柔軟性とこれらの製品を用いたモジュール方式によっ
て、ラーニング機能、設計、ドキュメント化、スタートアップ、トレーニン
グが各用途で活用され、仕様の変更にも確実に即応できます。

その他の機能として、通信プロトコルオプション、TRU-TUNE®+適応
型コントロール、タイマーとカウンタのアプリケーションブロック、内
蔵データロギング、ユーザがカスタマイズ可能なメニュー、SENSOR 
GUARDセンサバックアップ、AUTO CLONEコンフィギュレーションリスト
ア、NEMA 4X/IP66、クラスI、Div. 2および無料コンフィギュレーションソ
フトウェアが含まれます。

製品
コントロー
ルループ／

リミット
取り付け プロファ

イリング
最大
出力 通信プロトコル

EZ-ZONE RM 152/192 DINレール あり 15A

Standard Bus, EtherNet/
IP®, DeviceNet™, 
PROFIBUS DP, Modbus® 
TCP, Modbus® RTU

EZ-ZONE ST 1/1 DINレール あり 75A

EZ-ZONE PM 2/1

1⁄32、1⁄16、
1⁄8、1⁄4 DIN
フロントパ
ネル

あり 15A

EZ-ZONE PM
エクスプレス 1/1

1⁄32、1⁄16 
DIN

フロントパ
ネル

なし 15A Standard Bus

EHG SL10シリ
ーズ 1/1

インライ
ン／

サブパネル
なし 10A Modbus® RTU

EHGシリーズ 1/0 インライン なし 10A 該当せず

EHG SL10シリーズ
多機能コントローラ

EZ-ZONE® RM
統合コントローラ

EZ-ZONE ST
統合ソリッドステ
ートコントローラ

EZ-ZONE PM
パネルマウントコント
ローラ

•	 	食品サービス関連設備
•	 	半導体加工

用途
•	 	プラスチック加工
•	 	分析機器

•	 	一般設備

統合多機能コントローラ
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ワトローの温度・プロセスコントローラは、シングルおよび複数のコン
トロールループが必要な用途に、使いやすく正確で信頼できるソリュ
ーションを提供します。

温度・プロセスコントローラには、ひとつまたは複数のセンサ入力に
加え、コントロールとアラーム用にひとつまたは複数のさまざまな出
力が含まれます。

機能として、通信プロトコルオプション、補助アナログ入力、自動チュ
ーニング、TRU-TUNE®＋適応型コントロール、カスケード制御、ランプと
ソークのプロファイリング、ユーザがカスタマイズ可能なメニュー、バ
ーストファイア出力調整、ヒータ／負荷のエラー検知、NEMA 4X（IP65、	
IP66）および無償コンフィギュレーションソフトウェアが含まれます。

製品
コントロー
ルループ／

リミット
取り付け プロファ

イリング
最大
出力 通信プロトコル

EZ-ZONE RM 152/192 DINレール あり 15A
Standard Bus, EtherNet/
IP®, DeviceNet™, 
PROFIBUS DP, Modbus® 
TCP, Modbus® RTU

EZ-ZONE ST 1/1 DINレール あり 75A

EZ-ZONE PM 2/1
1/32、1/16、1/8、	
1/4 DINフロン
トパネル

あり 15A

EZ-ZONE PMエ
クスプレス 1/1

1/32、1/16 DIN
フロントパ
ネル

なし 15A Standard Bus

F4シリーズラン
ピング 2/0

1/4 DINフロン
トパネル あり 2A Modbus® RTU

F4シリーズプロ
セス 1/0

1/4 DINフロン
トパネル なし 2A Modbus® RTU

CVシリーズ 1/0 DINレール、フ
ロントパネル なし 8A 該当せず

CFシリーズ 1/0

DINレール、
フロントパ
ネル、サブパ
ネル

なし 8A 該当せず

EHG SL10シリ
ーズ 1/1 インライン／

サブパネル なし 10A Modbus® RTU

EHGシリーズ 1/0 インライン なし 10A 該当せず

CVシリーズ

CFシリーズ

CFシリーズ 
ポット

EZ-ZONE ST

EZ-ZONE RM

•	 	食品サービス関連設備
•	 	一般プロセス制御
•	 	チャンバー工業炉、オーブン

用途
•	 	プラスチックおよび繊維
加工

•	 	加熱または冷却制御

•	 	加熱、換気および空調
（HVAC）
•	 	石油およびガス処理

温度・プロセスコントローラ
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ワトローのシングルおよび多チャンネルリミットは、ひとつまたは複数
の温度モニタリング向けに費用対効果の高いソリューションを提供し
ます。リミットは、熱システム保護が必要な箇所でプロセスの値を監
視し、通常の運転時には接点出力を閉じ、温度が安全な範囲外にあ
る時にはプロセスまたは装置をシャットダウンするために接点を開き
ます。

センサオプションには、熱電対、プロセス、RTDおよびサーマルスイッ
チが含まれます。リミット設定は、ユーザが調整でき、固定にすること
もできます。他の機能として、センサ断線保護、他の自動化と統合する
ための追加の入出力ならびにUL®およびCSA認証があります。リミット
は、セーフティリミットの用途において性能に関するFM認証を受けて
います。

製品 チャンネル 取り付け 温度
リミット 通信プロトコル

EZ-ZONE RM高
密度リミット 192 DINレール あり

Standard Bus, EtherNet/IP®, 
DeviceNet™, PROFIBUS 
DP, Modbus® TCP, 
Modbus® RTU

EZ-ZONE RM高
密度スキャナ 256 DINレール 該当せず

EZ-ZONE PMリ
ミット 1

1/32、1/16、1/8、1/4 
DINフロントパ

ネル
あり

EZ-ZONE PMエク
スプレスリミット 1

1/32、1/16、DINフ
ロントパネル あり Standard Bus

LVシリーズ 1 DINレール
フロントパネル あり 該当せず

LFシリーズ 1 DINレール
フロントパネル あり 該当せず

TLM-8 8 DINレール、
サブパネル あり 該当せず

EZ-ZONE PMリミット

EZ-ZONE RMリミット

LVシリーズリミット

•	 	高低セーフティリミット
制御

用途
•	 	環境チャンバー
•	 	工業炉、オーブン

•	 	ボイラ
•	 	食品サービス関連設備

リミットおよびスキャナ
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ワトローのソリッドステートパワースイッチングデバイスは、PID温度
コントローラにより要求された急速なスイッチングを補い、最適なシ
ステム性能とサービス寿命の提供を助けます。これらは、単相および
三相電源が可能で、特徴のあるタッチセーフ構造、入力表示器、ゼロ
クロスとフェーズアングルのファイアオプション、	定格18～1,000アン
ペアまでの、CEとUL® 508を含む機関の認証が特徴です。さまざまなコ
ンフィギュレーションが、200,000アンペアの短絡電流レート（SCCR）、
拡張システム、ヒータ診断能力、ヒータベークアウト、統合ヒートシン
ク、内蔵ヒューズ、RoHS規制およびシリアル通信を提供します。

ワトローのDIN-A-MITE®およびE-SAFE® IIパワースイッチングデバイス
は、便利なDINレール・取り付けパッケージを提供し、 水銀置換リレー
の優れた交換品です。

加えて、EZ-ZONE STは、統合された温度およびプロセスコントローラ
を、オプションの制限温度内外および安全シャットダウンコンタクタと
共に提供します。

E-SAFE® II
ハイブリッド電
源スイッチ

ソリッドステートリレー

DIN-A-MITE®
パワーコントローラ

POWER SERIES™
ソリッドステー
トコントローラ

•	 	半導体加工
•	 	プラスチック加工
•	 	熱処理

用途
•	 	乾燥用オーブン
•	 	食品サービス関連設備
•	 	照明設備

•	 	ガラス加工
•	 	石油およびガス処理

パワースイッチングデバイス

製品 最大
出力

出力
発火

フェーズ 
コンフィギュ
レーション

機関認証

E-SAFE II 35A ゼロクロス 1、2または3 UL®、C-UL®、CE、	
W.E.E.E.、RoHS 

CZRシリーズ 42A ゼロクロス 1 UL®、CSA、CE、SCCR

EZ-ZONE ST 75A ゼロクロス、フ
ェーズアングル 1

UL®、CSA、CE、	
RoHS、	W.E.E.E.、FM、	
SCCR

ソリッドステートリ
レー 75A ゼロクロス 1 UL®、CSA

DIN-A-MITE 
80A ゼロクロス、フ

ェーズアングル 1または3 UL® 508、C-UL®、	
CE、SCCR

100A ゼロクロス 1

パワーシリーズ 250A ゼロクロス、フ
ェーズアングル 1または3 UL®、C-UL®、CE、	

SCCR

QPAC 1000A ゼロクロス、フ
ェーズアングル 1または3 UL®、C-UL®、SCCR
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ワトローは、機械	やシステムにおいて、ユーザが使いやすく、信頼で
き、かつ手頃なインターフェイスを実現するためにオペレータ・イン
ターフェイスを提供します。

シルバーシリーズのタッチスクリーン・オペレータ・インターフェイス・
ターミナル（OIT）は、さまざまなサイズを使用でき、データロギング、パ
スワードセキュリティおよび多言語の機能をサポートします。

EZ-ZONE RUIリモートユーザ・インターフェイスは、浅いパネル奥行
き、IP66、プログラミング可能なEZKeyを備え、通信プロトコルオプショ
ンをサポートして、EZ-ZONE製品のネットワークから、他の自動化装置
またはコンピュータソフトウェアまで接続することができます。

ワトローのコントローラと対になった、これらのオペレータ・インター
フェイスは、お客様の工業プロセスまたは機械制御用途の完璧なソ
リューションです。

ワトローの表示器は、温度の表示ならびに流量、圧力および相対湿
度などの他のプロセス変数の表示に理想的です。これらには、明るい
4文字のLEDディスプレイ、ユーザ選択可能な温度ユニット、センサ断
線保護、UL®、CE、NEMA 4X（IP65およびIP66）、RoHS指令を含む機関認
定およびマルチ取り付けオプションが含まれます。

製品 説明 通信プロトコル ディスプレイの
高さ

EMシルバーシリーズ
丈夫なタッチスクリー
ン・オペレータ・インタ
ーフェイス・ターミナル

イーサネット、	
Modbus® RTU、	
Modbus® TCP

対角線で4.3、7ま
たは10.2インチ

EZ-ZONE RUIおよびゲ
ートウェイ

リモートユーザ・インタ
ーフェイスと通信機器

標準バス、イーサ
ネット／IP™、	
DeviceNet™、	
PROFIBUS DP、	
Modbus® TCP、	
Modbus® RTU

上限:  0.40インチ 
（10 mm） 

下限: 0.24インチ 
(6 mm)

製品 取り付け ディスプレイの高さ

EZ-ZONE PM
1⁄32、1⁄16、1⁄8、1⁄4 DINフロント
パネル

0.41インチ （11 mm）～ 
1.60インチ （41 mm）

EZ-ZONE RUIおよびゲート
ウェイ

1/16 DIN 上限:  0.40インチ （10 mm） 
下限:  0.24インチ (6 mm)

TMシリーズ DINレール、フロントパネル 0.28インチ （7.11 mm）

EZ-ZONE RUIおよび
ゲートウェイEMシルバーシリーズ

オペレータ・インターフ
ェイス・ターミナル

EZ-ZONE PM
パネルマウント
コントローラ

•	 	食品サービス関連設備
•	 	プラスチック加工

•	 	工業処理
用途用途

•	 	産業用機械
•	 	チャンバー工業炉、オーブン

•	 	機械制御

オペレータ・インターフェイス インジケーター
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ワトローは、時刻を刻印した重要なプロセスデータの収集用に
Windows®ベースのソフトウェアおよび組み込みソリューションを提供
します。	データロガーによる様々なデータは装置運用における手助
けとなります。

ワトローのソフトウェア製品は、コントローラとその他の自動化装置に、ビ
ルトインの製品インターフェイスよりもパワフルでフレキシブルなユーザ用
インターフェイスを提供します。コンフィギュレーションソフトウェアは、あ
るコントローラのコンフィギュレーションを別のコントローラに設定、保存
およびコピーすることを簡略化します。ヒューマンマシン・インターフェイス
（HMI）ソフトウェアは、データ記録、トレンディング、レシピ管理、警告モニタ
リングや、ワトローコントローラのマシンやシステム向けのカスタマイズさ
れたユーザ・インターフェイスを作成するにあたって、使いやすく理想的	
です。

製品 説明

EZ-ZONE RM データ記録能力付きのマルチループコントロ
ーラ

EMシルバーシリ
ーズ

強固なタッチスクリーン・オペレータ・インター
フェイス・ターミナル

SpecView HMIソフ
トウェア

ワトローコントローラ用ヒューマンマシン・イン
ターフェイス

WATVIEW ワトローコントローラ用ヒューマンマシン・イン
ターフェイス

製品 説明

EHG SL10 
シリーズ

EHG SL10プロセスコントローラを構成および監視
するソフトウェア

EZware-5000 OITシルバーシリーズを構成するソフトウェア

EZ-ZONE 
コンフィギュレータ EZ-ZONE製品を構成するソフトウェア

EZ-ZONE GSD 
エディタ

EZ-ZONE製品のPROFIBUS GSDファイルを作成する
ソフトウェア

EZ-ZONE LabVIEW™ ド
ライバ

標準バスを介してLabVIEW™とEZ-ZONE製品がや
り取りするための仮想計測器（VIs）／ドライバ

SpecView HMIソフト
ウェア

ワトローコントローラ用ヒューマンマシン・インタ
ーフェイス

WATVIEW ワトローコントローラ用ヒューマンマシン・インタ
ーフェイス

EMシルバーシリーズ
オペレータ・インターフ
ェイス・ターミナル

EZ-ZONE RM
統合コントローラ

•	 	プロセスデータの収集を必要とする産業用アプリケーション •	 	データロギング
•	 	トレンディング

用途 用途
•	 	警告モニタリング
•	 	ユーザ・インターフェイス
の作成

•	 	レシピ管理

データロガー ソフトウェア
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製品 説明

EZ-ZONE RUIおよびゲート
ウェイ

リモートユーザ・インターフェイスと通信ゲートウェイ -  
EZ-ZONE RMおよびSTコントローラ用

シリアルコンバータ シリアルネットワーク間をブリッジするデバイス

ヒューズおよびヒューズ取
付具 過電流から回路を保護します。

変流器 負荷電流を検出および測定します。

パネルマウントアダプタプ
レート

旧型の大型コントローラを最新の小型モデルに置き換え
る	為のフェイスプレート

Arc抑制とEMIフィルタ コントローラ出力を保護し、ノイズ放射を削減します。

電源 直流電源を必要とするコントローラ用UL®クラス2電源

ワトローは、お客様のアプリケーションの安全性を保証しながらワトロー製
品の有用性および柔軟性の改善に役立つ、通信ゲートウェイからヒューズ
まで、幅広い付属品のセレクションを提供します。

シリアルコンバータ

パネルマウントア
ダプタプレート

EZ-ZONE RUIおよび
ゲートウェイ

ヒューズ

電源

•	 	十分な通信を必要とする制
御プロセス

•	 	ソリッドステート電源保護	

用途
•	 	複数のデバイスを必要とす
るアプリケーションまたは
プロセス

•	 	既存の制御パネルの変更
を必要とするプロセス

付属品
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安全性は、従業員を始めとして当社製造の製品・システムの運用まで、当社組織のあらゆる側面に
組み込まれています。当社の部品、システムおよび施設の多くが業界のさまざまな規制を順守し
て安全性を確保したことで、当社製品の安全使用およびお客様のアプリケーションへの安心・安
全な組み込みが保証されたことをワトローは何より誇りに思います。

当社は、以下の機関（ただし、これらの機関だけに限定されない）への順守に努めています。ワトロ
ーの製品またはサービスに対する具体的な認証については、現地の当社担当者にお問い合わせ
ください。

ワトロー製品の中には、一部の順守指令への適合が保証されない場合があります。詳細
については、現地の当社担当者にお問い合わせください。

ASME

British Standards                
（英国規格)

CE

CSA

Ex

IECEx

Inmetro

w w w . w a t l o w . c o m

技術順守および機関認証

British Standards
®

ISO

Korea Gas Safety Corporation 

（韓国ガス安全公社）

SEMI®国際規格

Sira認証

Standards Australia                                     

（オーストラリア規格）

UL®
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ワトローでは品質というものを、お客様の期待どおりの、または
その期待を上回る単一製品や完全な熱システムを生産するこ
とと捉えています。当社の製品は、お客様の多くが入荷製品の
検査を必要としない在庫販売（ship-to-stock）を求めていること
から品質よく製造していると考えています。当社がプロセスの
各段階を1つ1つ管理していることをお客様は承知しているよう
です。

このようなお客様からの信頼は、以下の品質計画を強力に実施
した結果です。

• 当社全体の世界規模の品質システム監査を必要と
する機関認証に関する広範なリストを取得する。

• 創造性と生産性の大幅な向上を目指して当社を機
能チームと戦略的な事業部門に編成する。

• 企業の目標と価値、参加的管理およびLean方法論
の使用についてチームメンバーを教育する。

• 稼働を改善するための権限を機能チームに与え、無
駄を排除してサイクルタイムを向上させる。

• 以下の4つの鍵となる実施目標に向けた進捗状況を
図表化するために数値化を徹底する。

   ▶ 品質 ▶ コスト

   ▶ サービス ▶ 技術革新

• プロセス基準を策定して、高品質製品の生産と納期順
守を確保する。

高品質・高性能製品
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専門家による技術サポートとグローバル用途のサポート

的確に質問してお客様の問
題を解決する
品質のよくない原材料ならびに管理が不十
分なプロセスおよび基準に加え、当社のよう
な供給業者が的確な質問をしないと、製品は
失敗する可能性が高くなります。お客様のアプ
リケーションが温度、ワット密度要件、温度感
知、制御システムおよびプロセス環境とどのよ
うに関連するかについて理解することが重要
です。当社はお客様のプロジェクト専用の技
術サポートを提供し、アプリケーションの性能
を最適化します。

お客様に信頼されたワトローは、問題の複雑
さを問わず、的確に質問して問題を正確に把
握し、その問題を迅速かつ費用効果よく解決
し、アプリケーションと製品のライフサイクル
ニーズに応えていきます。

お客様のためのワンストップ
熱ソリューションプロバイダ 
単一の熱製品を販売する通常の供給業者と
は異なり、ワトローは専門知識を駆使して、完
全な熱ソリューションを設計、提案、作成およ
び提供し、お客様の正確なニーズに応えます。
単一の供給源として供給業者を選択すること
は、お客様の熱システムのニーズのすべてに
関し、専門家による設計サービス、製品サービ
スおよび技術サービスに、お客様がワンストッ
プでアクセスできることを意味します。

部分組立品による完全な 
ソリューションの提供  
部分組立品の取り付けは簡単であり、例えば、
ヒータ、センサおよびコントローラの複雑な統
合開発にリード線付き特殊コネクタを取り付
けるようなものです。ワトローは、機能が完備
した完全な熱部分組立品をモジュール型に
転換して、お客様のアプリケーションやプロセ
スと統合するためのプロセス全体をお客様と
連携します。

拡張可能なモデルおよびプ
ロトタイプを用いる工学的
専門知識
当社のエンジニアは、最先端の三次元モデリ
ングツールを用いて、コンセプトをカスタム設
計のモデルに具体化できます。これにより、特
定のアプリケーション要件に合うまで複数の
プロトタイプを試験する必要がなくなりまし
た。ワトローは最新の計算機技法と有限要素
解析（FEA）モデリング技法を利用して、生産開
始前にシステム性能を測定します。設計の修
正を簡単にモデルに組み込むことができるた
め、リードタイムとコストを大幅に削減して、新
しい製品を開発できます。

高品質・高性能製品
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