
CO2 濃度が“見える”くらし！CO2 濃度が“見える”くらし！

※ご購入前のご質問もお気軽にお問い合わせください。 ※受付時間は朝 9時～夜 5時半まで（土日祭日を除く）企画販売元：C.H.C. システム TOKYO, JAPAN

CO2モニター

公共施設・屋外用

■マーベル 301
寸法：幅 560×高さ 410×奥行き 50mm

家庭・事務所・農業ハウス用

■マーベル 001 ／
マーベル 003（データロガー機能付）
※測定データの記録・分析が可能
寸法：幅 137×高さ 99×奥行き 28mm

長時間続くと
健康被害が予想されます

赤LED

黄 LED

緑 LED

一般的に眠気がおこります
不快感やにおいを感じる場合も

好ましいレベルです
健康的な通常の屋外レベル

二酸化炭素濃度を計測して、
CO2レベルをお知らせします。

二酸化炭素に関する基準
ビル衛生管理法
（病院その他施設含む）

学校環境衛生基準

1000ppm以下 1500ppm以下

データロ ガー
内蔵型も新登場！
データロ ガー
内蔵型も新登場！

メーカー希望価格 ¥20,000（税別）■ マーベル001　家庭・事務所・農業ハウス用

メーカー希望価格 ¥30,000（税別）■ マーベル003　 （データロガー内蔵型）

メーカー希望価格 ¥170,000（税別）■ マーベル301　公共施設等・屋外用

快適な環境のために室内のCO2濃度をチェックし記録できます
（データロガー機能付有）

上記、標準仕様に加えて、計測したCO2 濃度・温度・湿度のデータの記録・分析
を可能にしたデータロガー内蔵モデル。記録周期を 1～60分間で設定が可能。
（専用ソフトウェア付き）

● 販売代理店

表 　 　示
設 置 方法
表示パネル
電 　 　源
使 用 条件
測 定 範囲
L E D 表示
ア ラ ー ム
寸 　 　 法

表 　　示

設置方法

表示パネル

電　　源

測定範囲

寸　　法

CO2 濃度 ppm・温度℃・湿度％
卓上用（背面スタンド）壁掛け可能
大画面セミワイド 3.9 インチ（85×50 mm）・バックライト付き
DC5V USBケーブル仕様⇒Mini USB側面接続・ACアダプター付属
温度：0～50 ℃・湿度：95 ％RH以下
0～3000 ppm
緑：＜800 ppm・黄：800～1200 ppm・赤：＞1200 ppm
AL2以上で鳴動、AL2を下回れば鳴動停止。消音機能あり
幅 137 mm×高さ 99 mm×厚み 28 mm  重量 195 g

CO2 濃度 ppm・温度℃・湿度％

壁設置（裏面フック付き）

高輝度 LEDディスプレー・節電モード付き

DC16Vコンバーター⇒コンセントプラグ側面接続・ACアダプター付属

0～3000 ppm

幅 560 mm×高さ 410 mm×厚み 50 mm  重量 5 kg

リレー・PC接続なし

濃度が“見える”くらし！濃度が“見える”くらし！濃度が“見える”くらし！
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