




特長 検出原理

仕様

アプリケーション

液面を直接検出できフッ素樹脂（PFA）でフルカバー

接液部に金属パーツは使用しておりません

光学液面センサユニット全体を耐薬品・耐油性に優れたフッ
素樹脂でカバーしていますので、液体が付着しにくく、安心
して使用できます。

リード線はもちろん、接液部は全てフッ素樹脂で構成されて
おりますので安心してご使用できます。

長寿命
機構部分を持っていませんので、耐久性に優れます。

測定液面任意設定
ケーブルの固定位置を変えることで、任意に測定液面を設定
することが可能です。

水中使用可能
上限レベルだけでなく下限レベルでも検出でき、上限下限の
両方をセンサ一本で検出することが可能です。（2点式）

超小型
センサ一本に多数の光学素子を搭載することが可能であり、
アンプユニットを必要としないため、場所をとらず省スペー
ス化になります。

超小型　　φ６

耐薬品性　　PFA

ローコスト

検出部が空気中にある時はフッ素樹脂と空気の屈折率

の差が大きいため、発光素子から放射された光は全反

射して元の方向（受光素子）へ戻ります。

これに対し、液中にある時はフッ素樹脂と液体の屈折

率の差が小さくなるため、光はほとんど液中に放射さ

れ受光素子へ戻りません。この特性を利用して、液体

の有無を検出します。

空気中 液体中

１ｍｍ以下（水の場合）

- 1 5℃～ 7 5℃

1～ 5点

標準１ｍ（MAX10m）

フッ素樹脂（PFA）：接液部

DC5V～（他カスタムにて作製致します）

NPNオープンコレクタ

作動油のレベル検出

O I Lの注入確認
洗浄液の有無

薬液タンクのレベル検出

廃液タンクの満杯検出

バッテリー液の検出

純水のレベル検出

試験管内の液体のレベル検出

C OP - 0 1 , - 0 2 , - 0 5

テフロン保護
液面検出センサ

COP-01・02・05

オールフッ素樹脂で薬品でも確実に検出。

1本で上限、下限の両方を検出。（COP-02）

　　　　　　1本で５点を検出。（COP-05）

回路内蔵で、アンプユニット不要。





検出原理

アプリケーション例

液面を直接検出できフッ素樹脂でフルカバー

接液部に金属パーツは使用しておりません

検出部全体を耐薬品・耐油性に優れたフッ素樹脂でカバーし
ていますので、液体が付着しにくく、安心して使用できます

リード線はもちろん、接液部は全てフッ素樹脂で構成されて
おりますので安心してご使用できます。

長寿命
機構部分を持っていませんので、耐久性に優れます。

界面検出可能
油と水の混ざった液体で、油と水の境界が検出できます。

漏れ検知可能
液体と接触するだけでが検出するので漏れ検知ができます。

超小型　　φ２

耐薬品性　フッ素樹脂

界面測定　油水

- 1 5 ℃～ 9 5 ℃（検出部）

1 点

フッ素樹脂（ETFE）：接液部

DC12V（他カスタムにて作製致します）

NPNオープンコレクタ

T O P S - 1 0 0 1

テフロン保護
液面検出センサ

TOPS
オールフッ素樹脂で薬品でも確実に検出。

　　　　　　　先端での検知。

　　　　　　油と水の界面測定可能。

仕 様 油水の界面検知

薬液の溢れ、漏れ検知

洗浄液の有無

薬液タンクのレベル検出

廃液タンクの満杯検出

バッテリー液の検出

純水のレベル検出

試験管内の液体のレベル検出

特　長

取付自在
ケーブル自体が検出機能を備えているので、リード線を設置
するのと同じ感覚で取付けられます。

超小型
センサは電線サイズですので、曲がったパイプ中でも簡単に
通り、引き回しは自由自在。

シールド線
（導体）

導電性フッ素

導電性フッ素

芯線（導体）

フッ素樹脂
（絶縁体）

液体（比誘電率約5～80）

1ｍｍ以下（水道水）

アンプ-センサ：１ｍ アンプ-出力：１ｍ

検出液体が電極に接触することで電極先

端とグランド間の静電容量が変化します。

この静電容量変化を液体の検知として気

的に出力します。液体の通電を検知する

方式は異なるため、使用用途が広がります。
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オールフッ素樹脂で薬品でも確実に検出。

電線構造により、高度な耐衝撃性。

専用回路で長寿命。

特長 検出原理

仕様

アプリケーション

概略寸法

液面を直接検出できフッ素樹脂（ETFE）でフルカバー

接液部に金属パーツは使用しておりません

電極材質に導電性フッ素樹脂を採用し、その他の部分もフッ
素樹脂を使用しておりますので、耐薬品性に優れ、液体が付
着しにくく、安心して使用できます。

リード線はもちろん、接液部は全てフッ素樹脂で構成されて
おりますので安心してご使用できます。

長寿命
機構部分を持っていませんので、耐久性に優れます。

測定液面任意設定
プローブの固定位置を変えることで、任意に測定液面を設定
することが可能です。

取付自在
ケーブル型プローブが検出機能を備えているので、リード線
を設置するのと同じ感覚で取付けられます。

超小型
プローブは電線サイズですので、曲がったパイプ中でも簡単
に通り、引き回しは自由自在。また、コントローラはDINレ
ール対応なので取り付けも容易です。

超小型耐薬品性 耐衝撃性 DINレール対応

検出部（フッ素電極間）が空気中にある時はフッ素電

極間に電流は流れません。これに対し、液中にある時

はフッ素電極間に液体（導電性）が接触するため、液

体を介して電極間の導通を検知し、、液体の有無を検

知します。

1.5ｍｍ以下（水道水）
センサ部：0℃～80℃　本体部：0℃～50℃　

１

フッ素樹脂（ETFE）

洗浄液の有無

薬液タンクのレベル検出

廃液タンクの満杯検出

バッテリー液の検出

試験管内の液体のレベル検出

CELFLZ

導電性液体

シールド線
（導体）

導電性フッ素

導電性フッ素

芯線（導体）

フッ素樹脂
（絶縁体）
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         TEL053-428-8808　FAX053-428-8807
         http://home.att.ne.jp/blue/charu/

NPNｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ　Max100mA

DC12V～24V

テフロン保護
液面検出センサ

CELFLZ
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《　配線　》
茶：DC１２～２４V
青：GND
黒：出力
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テフロン保護
液面検出センサ

CEL

オールフッ素樹脂で薬品でも確実に検出。

電線構造により、高度な耐衝撃性。

電極駆動ハイブリッドICの使用で長寿命。

特長 検出原理

仕様

アプリケーション

オプション

液面を直接検出できフッ素樹脂（ETFE）でフルカバー

接液部に金属パーツは使用しておりません

電極材質に導電性フッ素樹脂を採用し、その他の部分もフッ
素樹脂を使用しておりますので、耐薬品性に優れ、液体が付
着しにくく、安心して使用できます。

リード線はもちろん、接液部は全てフッ素樹脂で構成されて
おりますので安心してご使用できます。

長寿命
機構部分を持っていませんので、耐久性に優れます。

測定液面任意設定
ケーブルの固定位置を変えることで、任意に測定液面を設定
することが可能です。

取付自在
ケーブル自体が検出機能を備えているので、リード線を設置
するのと同じ感覚で取付けられます。

超小型
センサは電線サイズですので、曲がったパイプ中でも簡単に
通り、引き回しは自由自在。また、専用ハイブリッドICを使
えば、アンプ回路スペースも極小です。

超小型

耐薬品性

耐衝撃性

カスタム可能

検出部（フッ素電極間）が空気中にある時はフッ素電

極間に電流は流れません。これに対し、液中にある時

はフッ素電極間に液体（導電性）が接触するため、液

体を介して電極間の導通を検知し、、液体の有無を検

知します。

1.5ｍｍ以下（水道水）

－25℃～85℃

標準１ｍ（MAX10m）

１

フッ素樹脂（ETFE）

洗浄液の有無

薬液タンクのレベル検出

廃液タンクの満杯検出

バッテリー液の検出

試験管内の液体のレベル検出
CEL

導電性液体

　電極駆動専用ハイブリッ

ドICにより、回路スペース

を１０分の１以下に抑える

ばかりか、電極の寿命を飛

躍的に延ばします。

シールド線
（導体）

導電性フッ素

導電性フッ素

芯線（導体）

フッ素樹脂
（絶縁体）

NPNｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ　Max50mA

DC12V～24V（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞIC）








