公式推薦商品

Dolphin-AIR
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安心の保証サービス

基本保証 � 年

測定器側の原因による不具合発生に対応します。

お客様に貢献し、成長する。

ヤマイチ株式会社

開口部接続ダクト

ビニールダクトφ���

▼設置面
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Do l phin 2

小型気密測定器

開口部接続ダクト

▼設置面 ビニールダクトφ���用
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ファン接続ダクト

メンテナンス � 年保証 +���,��� 円（税込み）

保証期間内の検査ドックの実施、適宜バージョンアップ、および代替品の貸与。
検査ドック：� 年満了時＋� 年満了時の � 回分（� 年満了時以降から有償）

ご注文・資料請求・その他ご質問は下記までお問い合わせください。
TEL ���-���-���� FAX ���-���-����
ADDRESS 富山県富山市野口 ���

公式サイト

日本のスキマ、無くします！

詳しくは動画にて

URL https://h�s.jp/dolphin/
E-MAIL dolphin@h�s.jp

���� 年 � 月版

高 気 密 時 代 に、 必 携 の 一 台 で す。

A house with high airtightness is a good house.

Dolphin will support your wonderful home building.

商品スペック一覧

新型
小型気密測定器

新型気密測定器に求められた、

圧倒的スペックと使いやすさを実現。

今まで測定が出来なかった C 値 �.� までの自動測定が可能に！

～圧倒的な使いやすさでユーザーをサポート～
業界初！スマートフォンと Dolphin� がつながる

DOLAIR-YA��
※�

お手持ちのスマートフォンとコントローラーを Wi-Fi で接続し、

これによりスマートフォンを見ながら空気漏れチェックを行うことで
作業効率がアップします。

従来機と比べて非常にコンパクト設計なので、

�. 高い安全性

一人で持ち運び、測定を行うことができます！

ビニール製のダクトに対応！
従来不可能だった本体床置きでの測定を可能に。
床の損傷リスクを低減できます。

�. かんたん操作

簡単タッチパネル操作・見やすい大きな画面で
初心者でもらくらくの測定。

コンパクトでありながら

気密測定をもっと身近に！

別売りの整流筒φ��� を追加可能

C 値 �.� まで計測可能。
※�

新築住宅

新築住宅

超高気密住宅

Dolphin� だから選ばれる６つの理由

�. 軽量かつコンパクト

最もコンパクトでありながら、

従来機よりも高性能な一台です

測定状況をモニタリングできるようになりました。

DOL���-YA��

※�

�. 進化するソフト

�. らくらく報告書作成
�. 充実した測定方法

あらゆる現場に最適な気密測定を行うことができます。

新築住宅、既築住宅

新築住宅、既築住宅

社外検査

社外検査

高気密住宅～一般住宅

�.� - �.�

超高気密住宅～一般住宅

�.� - �.� / �.� - �.�

・ファン接続ダクトφ���

・ファン接続ダクトφ���

・測定ファンφ���

・インバーターボックス
・圧力チューブ類
・温度センサー

�.�kg/���×���×��� ㎜

・測定ファンφ���

・開口部接続ダクトφ���

・タッチ式コントローラー
・インバーターボックス
・圧力チューブ類
・温度センサー

・コントローラー用ケーブル類
・ビニールダクトφ��� 用
・収納搬送プラダン箱

��.�kg/���×���×��� ㎜

※�「従来機」とは旧モデルの「Dolphin シリーズ」と比較した場合を指す。
２種類となります。

あらゆる現場に対応可能！

・ファン接続ダクトφ���

・収納搬送プラダン箱

(kg/L×W×H mm)

２種類の整流筒を使い分けることで

・整流筒φ��

・ビニールダクトφ��� 用

自動測定と手動測定を現場に合わせて選択可能！

※�

別売りの整流筒φ�� を追加可能

・整流筒φ���

・コントローラー用ケーブル類

エクセル形式の報告書として記録。

幅広い現場に対応。

※�

中型ファンと整流筒×２のセット。

・整流筒φ��

・タッチ式コントローラー

セット内容

�.� - �.�

この一台で新築から既築まで

DOLFULL-YA��

・整流筒φ��

・開口部接続ダクトφ���

より使いやすく進化し続けます。

測定したデータは USB メモリに

�.� - �.�
・測定ファンφ���

USB メモリを利用したアップデートを実施。

超高気密住宅～高気密住宅

DOL���-YA��

※� 仮想延床面積が ��� ㎡の場合の数値です。

・整流筒φ���

・測定ファンφ���

・ファン接続ダクトφ���

・開口部接続ダクトφ���

・開口部接続ダクトφ���

・タッチ式コントローラー

・タッチ式コントローラー

・インバーターボックス

・インバーターボックス

・圧力チューブ類
・温度センサー

・コントローラー用ケーブル類
・ビニールダクトφ��� 用

・温度センサー

・コントローラー用ケーブル類
・ビニールダクトφ��� 用

・収納搬送プラダン箱

・収納搬送プラダン箱

��.�kg/���×���×��� ㎜

※� 整流筒φ��,φ��� をお求めのお客様はご連絡ください。

・圧力チューブ類

��.�kg/���×���×��� ㎜
��.�kg/���×���×��� ㎜

※�Dolphin-Pro-Full に付属する整流筒はφ�� とφ��� の

