
カウンタ
機能/仕様一覧セレクション

＊規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp/）の「規格認証/適合」をご覧ください。 

分類
汎用電子カウンタ トータル/タイムカウンタ

プリセットカウンタ/タコメータ タコメータ プリセットカウンタ/タコメータ トータルカウンタ/
タイムカウンタ

動作
モード

機能

・1段/2段プリセットカウンタ
・トータルプリセットカウンタ
・バッチカウンタ
・デュアルカウンタ
・ツインカウンタ

・タコメータ

・1段/2段プリセットカウンタ
・トータルプリセットカウンタ
・バッチカウンタ
・デュアルカウンタ
・ツインカウンタ

・形H7GP-C
トータルカウンタ
・形H7GP-T
タイムカウンタ

タコメータ機能 ●（-AW、-AUのみ） ● ●（-AW□のみ） ―

形式 形H7CC-A 形H7CC-R 形H7BX 形H7GP

商品名称 電子カウンタ デジタルタコメータ 電子カウンタ トータルカウンタ/
タイムカウンタ

外観／前面サイズ（mm）

特長

・白色表示で視認性向上、カラーユニバーサルデザインを採用
・6桁すべて上下キーを配置、設定時の操作回数軽減。各キーが
点灯する操作ガイドでわかりやすい操作を実現
・寿命を想定し事前に交換時期をお知らせ

・明るく、見やすいネガLCD
表示。

・見やすさとIP66耐油形
相当の耐水性、耐油性を実現
・DIN48×24サイズの
トータルカウンタ/
タイムカウンタ

取りつけ

表面 ● ● ― ―

盤面
（パネル埋込み） ● ● ● ●

DIN
レール ● ● ― ―

プリント基板 ― ― ― ―

サイズ
（mm）

前面（W×H） 48×48 48×48 72×72 48×24
奥行き（D）（全長） 65～84.1 65～84.1 106、113 84.55

種類 プリセットカウンタ/
タコメータ タコメータ プリセットカウンタ/

タコメータ
トータルカウンタ/
タイムカウンタ

計数速度

表示
文字色 白/緑（ネガLCD） 白/緑（ネガLCD） 赤/緑（ネガLCD） ネガLCD

（赤色LEDバックライト付き）

桁数 6桁 6桁 6桁 6桁

設定スイッチ 桁キー 桁キー 桁キー ―

プリスケール ● ● ● ―

端子構造 端子台タイプ、ソケットタイプ
（8ピン、11ピン） ソケットタイプ（11ピン） 端子台タイプ 端子台タイプ

前面防水 ● ● ● ●
取得規格 ＊ CE、UL、CSA CE、UL、CSA CE、UL、CSA CE、UL、CSA
標準価格（￥） 17,100～25,500 21,000、31,000 39,000、46,500 14,000、17,400

DIN48×48 DIN48×48
DIN72×72

DIN48×24

タコメータ機能のみ：

30 5k
Hz Hz

10k
Hz

30 10k
Hz Hz

5k
Hz

※形H7CC-R11W□のみ

タコメータ機能のみ：

30 5k
Hz Hz

10k
Hz

30 5k
Hz Hz

99999.9h
時間単位

99h59min59s
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カウンタ 商品セレクション

トータル/タイムカウンタ 用途対応カウンタ
トータルカウンタ/
タイムカウンタ トータルカウンタ タイムカウンタ デジタルタコメータ マルチカウンタ/タイマ

・トータルカウンタ
・タイムカウンタ ・トータルカウンタ ・タイムカウンタ ・デジタルタコメータ

・プリセットカウンタ
・タイムカウンタ
・トータルカウンタ
・トータルタイムカウンタ
・積算タイマ

― ― ― ● ―

形H7HP 形H7EC-N 形H7ET-N 形H7ER-N 形H8BM-R
トータルカウンタ/
タイムカウンタ 小形トータルカウンタ 小形タイムカウンタ 小形タコメータ マルチカウンタ/タイマ

・見やすさとIP66耐油形
相当の耐水性、耐油性を実現
・DIN72×36サイズの
トータルカウンタ/
タイムカウンタ

・見やすさと使いやすさを向上
した小型トータルカウンタ

・見やすさと使いやすさを向上
した小型タイムカウンタ

・見やすさと使いやすさを向上
した小型デジタルタコメータ

・9台のカウンタ（タイマ）を内
蔵。
・機械の使用回数・時間を計り、
メンテナンス時期を予報

― ― ― ― ―

● ● ● ● ●

― ― ― ― ―

― ●
（オンボードタイプのみ）

●
（オンボードタイプのみ） ― ―

72×36 44.8×22.4、48×24 44.8×22.4、48×24 48×24 75×75
70.35 21.1～55.5 21.1～55.5 53.5～55.5 85.7

トータルカウンタ/
タイムカウンタ トータルカウンタ タイムカウンタ デジタルタコメータ

マルチカウンタ/タイマ
※9台のカウンタ（タイマ）を内
蔵

ネガLCD
（赤色LEDバックライト付き）

モノクロLCD
※バックライト付きタイプ有り

モノクロLCD
※緑色LEDバックライト付き

モノクロLCD
※緑色LEDバックライト付き モノクロLCD

6桁、8桁 8桁 7桁 4桁、5桁 6桁

― ― ― ― 操作キー

― ― ― ― ―

端子台タイプ 端子台タイプ、
オンボードタイプ

端子台タイプ、
オンボードタイプ 端子台タイプ 端子台タイプ

● ● ● ● ●
CE、UL、CSA CE、UL、CSA、LR CE、UL、CSA、LR CE、UL、CSA、LR CE、UL、CSA
19,700～25,000 5,900～7,900 7,500～9,850 7,900～10,000 73,000、77,000

DIN72×36 DIN48×24 DIN48×24 DIN48×24 DIN72×72

30 5k
Hz Hz

時間単位

99h59min59s

99999.9h 1k
Hz

20 30
Hz Hz

999999.9h
時間単位

999h59min59s

9999h59.9min

3999d23.9h

1k 10k
Hz Hz

30 500
Hz Hz




