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マルティ・ミニ・モニターⓇ

GTP ブリティン番号

８ (8-11)

ジェット燃料汚染テスター
ASTM D2276 及び D3830/IP-216 に準拠

メンブレンに「ホワイト・スポット」が
できません。
従来のテスターでは、汚染された試料が
高い圧で注入されると、ジェット流によ
ってメンブレンの中心に「ホワイト・ス
ポ ッ ト（WHITE SPOT）」 が で き ま す。
右の写真がその状態を示しています。

↓

ホワイト・スポット

改良ノズル付き三方弁
新しいテスターは
この「ホワイト・スポット」の成形を防ぎます。
当マーク２テスターでは、プラスティック・モニターに試料
を注入するノズル先端に４つの穴を設けました。
こうすることで、フロー・レートに影響を及ぼすことなく、
メンブレンの面全体にわたって試料をより均一に分散させる
ことが可能になりました。

図A

キット・セット

（セット中のモニタ・ハウジングは
ミニ・モニター用です。）

新型ケース採用：試料採取部品を
組んだまゝでも収納可能。
キット番号 GTP-172 Mk2
ミニ・モニター・テスト・キット：
（重さがケース込みで 2kg 弱）
①持ち運び用ケース
②モニター・ハウジング及びヴァルヴ・アセ
ンブリー
③ボンディング／グラウンディング・ホース
・アセンブリー
④ GTP-5 サンプリング・キット
⑤ GTP-2099 ピンセット

ミニ・モニターと
マルティ・ミニモニターの相違点
モニター・ハウジングの頭部にあるサンプリング接続口の形態が
異なります（詳細次頁）。 これは施設の試料採取口に採用されて
いる様々な接続方法に対応するためのものです。このため、セッ
トの内容が若干異なりますが、接続口に関わる部品以外は全て同
じ構成です。
サンプリング接続口の種類については、頁３をご覧下さい。

⑥ GTP-2074-1 色見本ブックレット
⑦ GTP-1985-6 プラスティック・モニター６ヶ
（メンブレン入り）
⑧ GTP-1267 ミニ・ポリ袋 15 袋（試料採取済
みメンブレン保管用）
（注）上記キット内②と③のみでもお求

め頂けます。その場合のキット番
号は GTP-172H です。
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型式番号

GTP-172 Mk2 ミニ・モニター・キット
GTP-1172 Mk2 マルティ・ミニ・モニター・キット

図 B ミニ・モニターとマルティ・ミニ・モニターの相違
図 B-1 ミニ・モニター型

図 B-2 マルティ・ミニモニター型

アクチュエーター付き

QD カプラー付き

→

→

下図 C をご覧下さい。

接続する相手が QD カプラーの場合にのみ使用します。
QD ＝クイック・ディスコネクト

図 C マルティ・ミニモニター・ダブル・エンド・アダプター使用説明

→

マルティ・ミニモニター
ハウジング／ホールダー
にはどちら側も接続可能

←

図 C-1 ダブル・エンド・アダプター

↓

↓

ジェット・テスト QD に接続

QD カプラーに接続

向きを逆にして差し替える

←

（注）＊
ジェット・テスト QD

図 C-2 ジェット・テスト QD に接続

↓

→

↓

（注）＊＊
QD カプラー

図 C-3 QD カプラーに接続

（注）＊
： ジェット・テスト QD については、ブリティン 14 をご覧下さい。
（注）＊＊ ： 当キットに含まれる QD カプラーは部品番号 GTP-992-4F です。これ以外の QD カプラーをご要求の場合は
ブリティン３をご覧下さい。
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サンプリング・コネクション選択一覧表
ダブル・エンド
アダプター

接続相手の内容と写真例

選択コード
オプション

ギャモン、ミリポアー、スナップ・タイト等
各社のクイック・カプラーに合います。

Ａ

ギャモン社製のジェット・テスト QD のロン

（部品番号 :

GTP-988）
オプション

グ・タイプに合います。

ギャモン、ミリポアー、スナップ・タイト等
各社のクイック・カプラーに合います。

B

ギャモン社製ジェット・テスト QD のショー

（部品番号 :

GTP-988-1）
オプション

ト・タイプ又は AH タイプに合います。

フライト・リフュエリング社製のサンプリン
グ・アダプター、4127335 及び 4127365 の
モデルに合います。
（温度調節型）

C

（部品番号 :

GTP-1170A）
フライト・リフュエリング社製の 4127320、

オプション

4127345 及び 4127350 モデルのサンプリング
・アダプターに合います。

D

（部品番号 :

GTP-1170B）

オプション

E

（部品番号 :

GTP-988-2）

シェル国際型
［注］Ａ・サール社、スタンホープ・セタ社及
びホルベック・リーバ社からも同様の口
金が出ています。
ギャモン社製ジェット・テスト QD のロング
・タイプに合います。

ギャモン社製ジェット・テスト QD のショー
ト・タイプ又は AH タイプに合います。

ダブル・エンド・アダプターのみを部品としてご要求の場合は、上記オプションに
それぞれ対応する括弧内の部品番号をお使い下さい。
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ASTM D2276 ／ IP-216 に登録されたフィ
ールド・テスト用のプラスティック・モニ
ターをお使い下さい。
キットとは別にお求めの場合は１箱 48 組
入りとなります。部品番号は GTP-1985。

ミニ・モニター又はマルティ・ミニ・モニター構成部品
部品番号

部

GTP-172H Mk2

ミニ・モニター・ハウジング・アセンブリー
（フラッシング・ヴァルヴ付き又はなし）

又は
GTP-1172H Mk2
オプション
GTP-1250-1
GTP-302C
GTP-301
GTP-1110
GTP-1985
GTP-165
GTP-992-4F
GTP-150
GTP-144
GTP-2099
ー
GTP-1074-1
GTP-1267
ー
GTP-303-1

品

名

マルティ・ミニモニター・ハウジング・アセンブリー
（フラッシング・ヴァルヴ付き又はなし）
ダブル・エンド・アダプター（マルティ・ミニモニターのみ）
バイパス・クイック・ディスコネクト（QD）
バイパス・ティー及びチェック・ヴァルヴ
バイパス・ホース・アセンブリー
ボンディング／グラウンディング・ホース・アセンブリー
プラスティック・モニター（６ヶ）
シリンジ
QD カプラー
ダスト・プラグ
サンプリング・プローブ
ピンセット
テフロン・テープ
色見本ブック
ミニ・バッグ（50 袋）
取扱説明書
持ち運び用ケース

特別仕様部品

フレキシブル延長チューブ
部品番号 GTP-5808

ウォーター・ディテクター・パッド用 SUS 製ホールダー
部品番号
部品番号

GTP-3326 25mm パッド用（米陸軍向け）
GTP-3850 37mm パッド用（米空軍向け）
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米空軍向けの設計ですが、モニター・ハウ
ジングを直接接続しにくい場所にサンプリ
ング点がある場合、どなたにもお使い頂け
ます。モニター・ハウジングとサンプリン
グ点をつなぐチューブです．
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