
高性能という最良の選択
INFICONは、高い専門性が求められる業界の高度な真空プロセスに向けた計測技術、センサー

技術、およびプロセス制御の分野において、世界をリードする技術を提供しています。

特に、冷凍空調分野、半導体製造、自動車生産におけるガス漏れ検知に、INFICON製品が使用

されています。

INFICONは、お客様の業界の課題に精通し、要件に合った最適なソリューションをお客様と共に

に探す有能なパートナーとして、皆様のお役に立ちます。INFICONは、世界中の支社の専門家に

よる最高のサービスと最大限のサポートを提供します。アメリカ、ヨーロッパおよびアジアに最高

水準の製造設備を有しています。
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技術データ

ヘリウム/水素の最小検出可能リークレート

High flow 
Low flow

2 x 10-6 mbar l/s 
2 x 10-7 mbar l/s

ガス流量

High flow
Low flow

3000 sccm
300 sccm

応答時間 (High FlowおよびLow Flow) <1 s

イオンソース
2 x 長寿命イリジウムフィラメント、酸化イットリウム
コーティング

起動時間 150 s

測定可能ガス ヘリウム、水素

電力 280 VA

動作電圧
100 - 120 V (AC) 50/60 Hz 
230 V (AC) 50/60 Hz

メイン ヒューズ 2 x T6、3 A 250 V

インターフェース

USB
IO1000：RS232、自由に割り当て可能なデジタル

入出力、アナログ出力

BM1000：フィールドバスインターフェース
PROFIBUS、PROFINET、 DeviceNet、EtherNet/IP

アクセサリー

製品 カタログ番号

XL3000flex 520-200

スニファーライン

SL3000XL-3：長さ3 m 
SL3000XL-5：長さ5 m 
SL3000XL-10：長さ10 m 
SL3000XL-15：長さ15 m

521-011
521-012
521-013
521-014

カスタマースニファーライン用アダプター 521-015

SL3000XL用防油/防水チップ 521-016

防油/防水チップ用フィルター 521-017

スニファーチップ

ST 312XL、長さ120 mm、リジッド
FT 312XL、長さ120 mm、フレキシブル
ST 385XL、長さ385 mm、リジッド
FT 385XL、長さ385 mm、フレキシブル
FT 250XL、長さ250 mm、フレキシブル

521-018
521-019
521-020
521-021
521-022

SL3000XL専用フィルターカートリッジ (25個) 521-023

BM1000バスモジュール

PROFIBUS
PROFINET
DeviceNet
EtherNet/IP

560-315
560-316
560-317
560-318

IO1000 モジュール 560-310

水素100％外部校正器
(校正器のリークレートはフォーミングガス(95/5)リークレートに対応)

12322

ヘリウム外部校正器 12237

本社（営業部・技術部） 

〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1

かながわサイエンスパークR&D　D棟7F 

Tel：044-822-1111

Fax：044-812-0007

神奈川リペアサービスセンター

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区

二子6-14-1　YTTアネックスビル

Tel：044-812-5050

Fax：044-814-0303

中部リペアサービスセンター 

〒486-0918 愛知県春日井市 

如意申町 3-7-21 
Tel：0568-29-7611 

Fax：0568-29-7615 



XL3000flex
ヘリウム/水素専用
リークディテクター
最適なリーク検出を実現



XL3000flexは、冷凍・空調、自動車産業のための、高精度

で適応性をもつ、高速スニファーリークディテクターです。 

INFICONのHigh-Flow技術による3000sccmと堅牢な質量

分析計の結合により、長距離においても最高水準の測定

感度を保証します。これにより、不正確な操作がされた場

合や到達の困難な場所であっても、リークを確実に検出で

きます。また、業界標準に準拠した多様な通信インター

フェースと接続することにより、XL3000flexはロボットアプリ

ケーションへの使用にも適応します。

さらなる利点として、リークディテクターの高水準のシステ

ム可用性があります。INFICONの検知システムによる解

決策の徹底的な調査により、数千にも及ぶユニットが導入

されています。これらのユニットは、最も要求が多い生産

環境下おける数百万時間にも及ぶ稼働においても優れた

結果を示しています。INFICONは、生産工程における最大

限の確実性を保証します。

高感度の質量分析計はトレーサーガスの選択と測定条件

の最適化を可能にします。これにより、ランニングコストを

低減しながらも最大限の測定の確かさと優れた処理能力

を提供します。

XL3000flex
高速・高感度スニファー

測定可能な品質

INFICON XL3000flexと従来のリークディテクターの比較テ

ストを行っています。テストでは、パイプ接続部背面のリー

クを想定しています。

比較結果は、INFICON XL3000flexのリーク検出の優位性

を明確に示しています。微少なトレーサーガスであっても

確実に検出できます。
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主な利点

優れた確実性

不正確な操作がされた場

合であっても確実にリーク

を検知します。

- INFICON High-Flow技

術による3000sccm

高水準のシステム可用性

高感度の質量分析計シス

テムにより、トレーサーガス

濃度が高い生産境であって

も、センサー汚染による中

断時間は実質的に発生し

ません。

最高の生産信頼性

INFICONの高品質ステン

レス質量分析計は、新し

い品質基準を設定してい

ます。

- イオンソース3年間保証

ランニングコストの低減

ヘリウム濃度の低減や安

価なフォーミングガスの使

用を可能にします。

- 高感度のステンレス質量

分析計



300 SCCMによるLOW FLOW 

n

n

  最適化された300 sccmの流量により、リーク箇所

から漏れ出すトレーサーガスを正確に特定

  ボタン操作によるHigh FlowとLow Flowの切り替え

3000 SCCMによるHIGH FLOW 

n  従来の装置よりも50倍も高い独自の流量

n

n

n

到達が困難な場所におけるリーク検出

速く、そしてオペレーターへの依存が少ない

スニファーリーク検知

長距離であっても最高水準の測定感度

質量分析計システム

n

n

n

n

最小検出可能リークレート 2 × 10−7 mbar l/s 

センサー汚染による中断時間は実質的に発生なし

イオンソースの3年間保証

容易なヘリウムから水素への切り替えによりランニング

コストを削減



スニファープローブ

n リークレートは人間工学的に

設計されたスニファープロー

ブのディスプレイに表示

n スニファープロセスに集中

しながらリークレートを確認

可能

インターフェース

n

n

n

n

 ロボットアプリケーション等に向けた外部制御

容易な統計情報の収集

 高度な品質システムとの接続

 RS232、RS485、USBおよびフィールドバス

システム

ロボット対応
n 高度なPLCシステムへの接続やロボットへの

容易な統合を可能にする多様な通信インタ

フェース

n

n

高速ロボットに対応する 

最高水準の測定感度

INDUSTRY 4.0対応

タッチディスプレイ

n 簡単操作による評価と測定結果の保存

n

n

n

タッチディスプレイによる直感的なユーザー

インターフェース

最新のメニュー構造

USBスティックによるデータ書き出し




