
Pocket-size conductivity and temperature recorder

Non-opening infrared communication
Flashing LED light for activation check 
USB connection to PC (via interface unit)
Powered by commercial AA batteries

Compact, high accuracy, and easy infrared communication

Data logging: approx. 30 days at 1 min int.
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DEFI-TDEFIシリーズ 小型メモリ水温計

センサ仕様

データ保存 / 転送仕様

電源/外形等

測定項目

型式 DEFI-T

使用センサ

測定範囲

分解能

精度

応答速度

通信形態

データ転送方式/
転送時間

メモリタイプ

収録データサイズ

Ａ/Ｄ コンバータ

観測モード

観測インターバル

電源

消費電流

主材質

重量

耐圧性能

URL http://www.jfe-advantech.co.jp/
海洋・河川事業部

本社工場
（神戸地区）

東京本社
TEL.03-5825-5577　　FAX.03-5825-5591

東北支店
TEL.022-711-7535　　FAX.022-711-7534

北海道営業所
TEL.011-661-7141　　FAX.011-661-7142

TEL.078-997-8686　　FAX.078-997-8609

〒063-8607

〒980-0811

〒111-0051

〒651-2242

東京都台東区蔵前2-17-4 （JFE蔵前ﾋﾞﾙ 2F）

神戸市西区井吹台東町7-2-3

仙台市青葉区一番町1-3-1（ﾆｯｾｲ仙台ﾋﾞﾙ 2F）

札幌市西区発寒10条13丁目1-1 （JFE条鋼㈱内）

水温

サーミスタ

±0.01 ℃ (0~35 ℃)

インタフェースユニットと赤外線通信

RS-232C 準拠、 115,200 bps
転送時間 約 20 分 (フルデータ転送時)

内蔵フラッシュメモリ 8 MＢ

最大約85万データ

16 ビット

連続モード

1 秒～59 秒、 1 分～60 分

-3～45 ℃

0.001 ℃

12 秒（90%応答標準値）

単4形アルカリ乾電池

計測時 約35 mA

筐体: チタン2種 / 光学窓: ポリカーボネート

空中重量 98 g、 水中重量 63 g (電池を含む)

2,000 ｍ水深相当

（実寸）

インタフェースユニット仕様 （DEFIシリーズ共用）

通信形態

型式

電源

使用温度範囲

主材質

寸法

重量

PCとUSB接続 (Ver2.0 準拠） / 測器と赤外線通信

DEFI-IF

USBバスパワー

110 mm×80 mm×66 mm (ケーブルを除く)

-3～45 ℃ (ただし結露しないこと)

ABS樹脂、 アクリル樹脂

225 g

※ 観測設定とデータ抽出には、インタフェースユニットが必要です。

※カタログの仕様は、予告なく変更する場合がございます。

寸法 　20 mm×110 mmΦ

JC-DEFIT-01A

PCへ接続 (USB)

赤外線通信

※ All specifications on this brochure are subject to change without notice.

to PC (USB)

Infrared (IR)
Communication

DEFI2-CT

3-48 Takahata cho, Nishinomiya, Hyogo 663-8202

JFE Kuramae Bldg. 2F, 2-17-4 Kuramae, Taito ku, Tokyo 111-0051

Head Office

Tokyo Head Office

TEL. +81-798-66-1783

TEL. +81-3-5825-5589

FAX. +81-798-66-1654

FAX. +81-3-5825-5591

URL: http://www.jfe-advantech.co.jp/

Pocket-size conductivity and temperature recorder

Sensor Specifications

Parameter

Model

Principle

Range

Accuracy

Response time※3 

Depth rating

DEFI2-CT

Temperature

Thermistor

±0.05 ℃  ※1
-3 to 45 ℃

10 s （63%）

200 ｍ depth equivalent

Conductivity

Electrode

2 to 70 mS cm-1

±0.05 mS cm-1     ※2

 ※1 from 3 to 31 ℃  ※2 from 20 to 50 mS cm-1

1 s （63%）

Logger Specifications 
Communication Infrared to Interface Unit

Output / 
transfer time

Memory medium

No. of samples

Ａ/Ｄ converter

Measuring mode

Measuring interval

RS-232C, 115200 bps /
Approx. 22 minutes (fully recorded)

Internally installed flash memory 8 MB

Approx. 500000 samples 

16 bit

Continuous

1 to 59 s, 1 to 60 min

Power / Dimensions
Power Source

Consumption

Material

Weight

Dimensions

AA Alkaline battery

Approx. 80 mA (while logging)

Body: Titanium (grade 2)

Window: Polycarbonate

195 g in air  /  88 g in water

Φ26 mm×200 mm

DEFI Series

Interface Unit Specifications

Communication

Model

Power

Operation

Material

Dimensions

Weight

USB to PC (Ver2.0） / Infrared to instrument

DEFI2-IF

USB bus power

W110 mm × H68 mm × D80 mm (without cable)

-3 to 45 ℃ (no condensation)

ABS resin,  Acrylic resin

225 g

* Interface Unit is required for communication.

temperature

** Previous model (DEFI-IF) unit need to be modified for DEFI2-CT. Please con- 

     tact us for more information.

※3 at 25 °C, typical




