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グローバル経済が脱炭素化された
未来に移行するにつれて、正確で信
頼性の高い測定が、これまで以上
に重要になるでしょう。  赤外線非
接触温度測定、燃焼効率、および環
境汚染物質排出向けのモニターと
アナライザーは、脱炭素化の3つの
柱である、エネルギー効率、よりク
リーンな燃料、および炭素回収の
鍵となります。 
AMETEK Land は、70年以上に渡っ
て、エネルギー集約型の重工業が
熱効率を改善し、製品の品質を高
め、排出を制御するのに役立つソリ
ューションを提供してきました。
当社の専門家のアドバイスと革新
的なテクノロジーは、プロセス効率
と製品品質の改善に役立ち、これら
の新しいアプリケーションの課題と
今後の課題に対応できる、信頼性
の高い実証済みのソリューションを
提供します。

サーマルイメージングはその一例
です。産業で高精度の温度測定に
広く使用されているサーマルイメー
ジングは、今日、炉のモニタリング
と最適化のためのソリューションと
してますます多く使用されるように
なり、プロセス効率の改善に貢献し
ています。
脱炭素化技術が進歩し拡大するに
したがって、産業アプリケーション
と測定方法を理解している当社の
専門家たちが、ますます競争が激し
くなる規制の厳しい環境で、信頼性
と生産性を高める新しいソリューシ
ョンを見つけるのに優位な立場を
保つのに貢献しています。
このパンフレットでは、エネルギー
部門および金属、ガラス、炭化水素
処理やセメントなど、その他の重工
業における排出削減の課題を克服
するための AMETEK Land のソリュ
ーションをご紹介します。

当社の製品は、エネルギー効率の
向上、エネルギー供給の脱炭素化、
二酸化炭素の回収などのアプリケ
ーションをサポートすることで、こ
れらの産業が化石燃料からバイオ
エネルギー、水素、および電化への
移行をうまく管理するのに役立ち
ます。

エネルギー効率 代替燃料 二酸化炭素の 
回収

こちらをご覧ください：WWW.AMETEK-LAND.COM/INDUSTRIAL-DECARBONISATION

CO2
脱炭素化の道の次のステップに進みましょう
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脱炭素化の傾向は、産業オペレーターの働き方を変えることになり、エンドユーザー、テクノロジーライセンサー、および機器メ
ーカーは、プロセス効率の段階的かつ根本的な改善を継続的に追求することが必要になります。 
多くの重工業プロセスにおいて、エネルギー効率を高めることが深刻な課題となっています。主な目的は、エネルギーの使用を最
小限に抑え、燃料効率を最大限に高め、最適な品質を実現し、排出を削減し、廃熱源を回収して再利用することです。

多くの業務では、わずかな動作変更だ
けが必要となります。たとえば、機器をス
タンバイ状態のままにするかわりに、電
源を切ることで、時間の経過に伴うエネ
ルギー使用量を大幅に削減することが
できます。
しかし、プロセス媒体、周囲の環境、また
はその両方に起因する、多くの産業プロ
セスの非常に積極的な性質のため、燃
焼の最適化や熱処理など、その他のエ

ネルギー削減費措置の実現が困難にな
る場合があります。
これらの測定、特に燃料資源や品質の
変更が反応と使用可能なエネルギーに
影響を及ぼす可能性のある燃焼の最適
化においては、正確な測定が要求され
ます。  
 
さらに、高仕様の製品に対する需要が
高まり続けることは、品質目標が終わり

のないレースになることを意味します。
必要な基準を満たさない製品は拒否、
スクラップ化、または再加工が必要とな
り、いずれも二倍の排出量になる可能
性があります。

課題 ポータブルおよび固定式排出モニタリ
ング装置と併用する、AMETEK Land の
高解像度サーマルイメージング技術
は、燃焼の最適化に役立ち、燃料消費
の削減や窒素酸化物（NOx）などの規
制排出量の順守などの利点を提供し
ます。
制御された燃焼により、製品のスルー
プットと品質を最大限に高めるための
プロセスパラメータの青写真を得るこ
とができます。

「適切な初回」アプローチは、品質を
保証し、環境への影響を最低限に抑え
るために不可欠です。AMETEK Landは、
極めて過酷な環境でも測定できる機器
により、単一の測定ポイントからおよそ
300万ピクセルの高解像度放射サーマ
ルイメージングまでの完全な測定ソリ
ューションを提供します。

これらのソリューションは、鉄鋼、アルミ
ニウム、ガラス、セメント、電力、HPIなど
のさまざまな産業における重要なプロ
セスパラメータ、熱処理の最適化、最大
効率の実現や持続可能性の改善に関
する重要な洞察を提供します。

ソリューション

鉄鋼

セメント 電力 HPI

アルミニウム ガラス

エネルギー効率増加

産業の脱炭素化パンフレット
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推奨されるソリューション
固定式スポット 
非接触パイロメーター 携帯式非接触サーモメーター 固定式サーマルイメージャー＆ラインスキャナー 熱調査 燃焼効率 

モニター
携帯式 
ガスアナライザー

アプリケーション
SPOT FG GOLD CUP CYCLOPS L MWIR-B-640 NIR-B-2K NIR-B-640 (EX) LWIR-640 SDS-640 LSP-HD 炉内の熱調査 FGA LANCOM 4

金属再加熱炉 
 製品温度測定

 燃焼および放射率のモニタリング

金属 EAF/BOF タッピング 
  プロセスの後半に、包有物や関連する除去を減らすためのス

ラグ検出

金属熱間圧延機と CAL/CGL 焼きなまし炉 
  均一な機械特性を保証するためのコイルの端から端までの温度プロ

ファイル

ガラス炉 – 再生式と復熱式
 製品/耐火温度の測定

 電気 – （製品/耐火温度の測定）

 ハイブリッド（水素／バイオ燃料） – 燃焼の最適化

エチレンクラッカー/水蒸気メタン改質装置 
 管壁/金属温度測定

直火加熱炉 
 燃焼の最適化

火力発電ボイラー/火力ヒーター 
 炭化水素およびバイオマス燃料を用いた燃焼アプリケーションの燃
焼最適化

  酸腐食を防ぐためにオペレーターが最低安全動作温度で稼動させ
られるようにするための酸露点温度測定

  従来のアプリケーションとバイオマス燃焼アプリケーション向けのス
ラグモニタリングとボイラーの最適化

  過度の汚染を生じることなく、燃料/空気の比率を最適化するための
煙道ガス測定（CO、O2、NOx)

セメントおよび鉱物パイロ処理 
 燃焼の最適化 – 天然ガス/炭化燃料

 製品の品質改善

 資産の完全性のモニタリング

Reflecting Hemisphere“Gold Cup”

Fibre Optic

HOT SURFACE

GOLD CUPTHE ULTIMATE  REFERENCE PYROMETER 
FOR REFORMER TUBESAMETEK LAND HAS BEEN MANUFACTURING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947.  

WE ARE SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION 

MONITORING WITH APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND GLASS 

MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 

As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 

AMETEK sales and service team.

Various non-contact infrared methods are used to measure reformer tube 

temperatures. However, these measurements rely on the accurate determination 

of tube surface emissivity, and require a method of compensating for reflections 

from the hotter surrounding furnace environment. Depending on how the furnace 

is fired, you may experience interference to these measurements caused by “dirty” 

furnace atmospheres.

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

MEASURING THE TEMPERATURE OF 

REFORMER TUBE SURFACES

OUR SOLUTION IS THE GOLD CUP PYROMETER

The AMETEK Land “Gold Cup Thermometer” is the only instrument that can 

provide a repeatable, reliable reference temperature. It cancels out all the inherent 

errors typically found within other infrared thermometer devices. This instrument 

consists of a gold cup hemispherical reflector. This Gold cup reflector produces a 

measurement area, which is emissivity independent when placed upon the surface, 

making it ideal for unknown emissivity tubes.

The Gold Cup has a narrow protective edge suitable for 

tube contact. This edge prevents reflected radiation from 

the hotter surroundings from entering the cavity formed 

between the tube and the gold cup (see diagram).  

 

The gold reflective hemisphere integrates the emitted and 

reflected radiation producing black body conditions. This 

enhanced energy now escapes through a small aperture 

in the back of the hemisphere where it is measured by the 

thermometer module’s InGaAs detector. 

The thermometer module then transmits the temperature portable 

signal to the display unit. The battery powered 

display unit also powers the thermometer. The range of 

the thermometer is 300 - 1300 °C (572 - 2372 oF).

HOW DOES IT WORK?
Gold Cup ProbeZT9558

© Land Instruments International, 2014

User Guide

Issue 101 August 2014
Publication Nº ZT9558-UGLanguage: English

エネルギー効率増加

産業の脱炭素化パンフレット
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天然ガスやディーゼルなどの標準化さ
れた炭化水素燃料は、頻繁に変わる
可能性のある、廃棄物固形燃料（RDF）
やバイオマスなどの代替エネルギーよ
りも管理がはるかに容易です。これら

の資源のサプライチェーンが成熟する
につれて、これらの資源の一貫性が改
善される可能性はあるものの、これら
の燃料を用いる燃焼を最適化すること
は、品質、効率および排出量の目標に

到達しなければならないオペレーター
にとって、大きな試練となる可能性が
あります。

サーマルイメージングは、バイオマスや
廃棄物資源の燃焼から生じる、炭素量
の多い火炎をモニタリングし、最適化す
るのに理想的です。中赤外線画像は、

燃焼ガスを透視することができ、燃焼
を最適化し、スラグと堆積を監視し、耐
火物の損傷の早期警告サインを明らか
にするための豊富なデータソースを提

供し、最大の稼働時間を維持するため
の予防的な修理を可能にします。

課題 ソリューション

推奨されるソリューション
固定式スポット 
非接触パイロメーター 携帯式非接触サーモメーター 固定式サーマルイメージャー＆ラインスキャナー 一酸化炭素検知器

アプリケーション
SPOT GOLD CUP CYCLOPS L MWIR-B-640 NIR-B-2K NIR-B-640 (EX) HOTSPOTIR  SILOWATCH MILLWATCH

直火加熱炉（水素）： 
 管壁の温度測定

バイオマスボイラー： 
 燃焼の最適化

バイオマス供給チェーンの保護： 
 輸送中および保管中のバイオマスの事故発火の早期警告

燃やされたバイオマスと廃棄物 
 燃焼の最適化

アルミニウム 
 反射炉

エネルギー供給脱炭素化

産業の脱炭素化パンフレット

Reflecting Hemisphere“Gold Cup”

Fibre Optic

HOT SURFACE

GOLD CUPTHE ULTIMATE  REFERENCE PYROMETER 
FOR REFORMER TUBESAMETEK LAND HAS BEEN MANUFACTURING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947.  

WE ARE SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION 

MONITORING WITH APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND GLASS 

MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 

As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 

AMETEK sales and service team.

Various non-contact infrared methods are used to measure reformer tube 

temperatures. However, these measurements rely on the accurate determination 

of tube surface emissivity, and require a method of compensating for reflections 

from the hotter surrounding furnace environment. Depending on how the furnace 

is fired, you may experience interference to these measurements caused by “dirty” 

furnace atmospheres.

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

MEASURING THE TEMPERATURE OF 

REFORMER TUBE SURFACES

OUR SOLUTION IS THE GOLD CUP PYROMETER

The AMETEK Land “Gold Cup Thermometer” is the only instrument that can 

provide a repeatable, reliable reference temperature. It cancels out all the inherent 

errors typically found within other infrared thermometer devices. This instrument 

consists of a gold cup hemispherical reflector. This Gold cup reflector produces a 

measurement area, which is emissivity independent when placed upon the surface, 

making it ideal for unknown emissivity tubes.

The Gold Cup has a narrow protective edge suitable for 

tube contact. This edge prevents reflected radiation from 

the hotter surroundings from entering the cavity formed 

between the tube and the gold cup (see diagram).  

 

The gold reflective hemisphere integrates the emitted and 

reflected radiation producing black body conditions. This 

enhanced energy now escapes through a small aperture 

in the back of the hemisphere where it is measured by the 

thermometer module’s InGaAs detector. 

The thermometer module then transmits the temperature portable 

signal to the display unit. The battery powered 

display unit also powers the thermometer. The range of 

the thermometer is 300 - 1300 °C (572 - 2372 oF).

HOW DOES IT WORK?
Gold Cup ProbeZT9558
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化石燃料をバイオ燃料や廃棄物固形燃料に置き換えるか、または電化によって、CO2排出を削減し、さらには排除すること
もできます。いくつかの市場ではすでに一般的な、この傾向は、ネットゼロカーボンの目標が求められるにしたがって、加速
してゆくでしょう。
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二酸化炭素の回収は、石油およびガス
アプリケーションによく見られる、実績
のある技術を用いたプロセスです。しか
し、これは高純度のCO2供給を必要とす
る、エネルギー集約型のアミン分離プ
ロセスに依存しています。その他の重
工業プロセスは、この要件の経済的側
面や、CO2 ストリームの汚染や低濃度に
よる技術的問題のため、困難に直面し
ています。
CO2経済が発展し、成熟するにつれて、

新たな測定ポイントが生じることにな
りますが、AMETEK Land が精度と信頼
性を保証するのに必要な専門知識をす
ぐに提供できます。

課題
サーマルイメージングでは、不適切なプロセス操作を示す可能性のある、ホットスポットの初期警告を与えるために、吸収塔と
容器の外側のスキンをモニタリングできます。これは資産の完全性と稼働時間を維持するのに役立ちます。

ソリューション
推奨されるソリューション
固定式サーマルイメージャー＆ラインスキャナー

アプリケーション
LWIR-640

アミン分離塔/船舶監視
 ホットスポットのモニタリング

CO2

二酸化炭素回収

産業の脱炭素化パンフレット

二酸化炭素（CO2）は、炭化水素の燃料から生じる排出物として、またはセメント製造などの、CO2を生成するプロセスそ
のものから、回収することができます。多くの場合、たとえば、アミンの分離などのように、既存の技術を採用することで
これを実行できますが、現在、さまざまな新しいプロセスと技術が開発されています。 
使用する手法によらず、成功は炭素回収に必要な追加のエネルギーとコストを最小化することと、回収プロセスで使用
する材料の持続可能性にかかっています。
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FG
ガラス工業のプロセス制御を改善するた
めに特別に設計された、出力4〜20mA
の、シンプルな光ファイバー、2線、ループ
電源温度計。 
正確な高分解能の、信頼性の高い温度
測定を提供する FGは、柔軟な設計でガ
ラス製品プロセス全体のスポット測定に
最適です。

SPOT
さまざまな動作波長、温度範囲、およびプロセ
ス要件に対応する、固定式非接触赤外線スポ
ット温度測定用のフル機能の高性能高温計の
ファミリー。
一人で簡単に取り付けられるよう設計され
た、SPOT 高温計は、アプリケーションのプロセ
スを最適化し、製品の高い品質を維持するた
めの正確な測定を提供します。

Reflecting Hemisphere“Gold Cup”

Fibre Optic

HOT SURFACE

GOLD CUPTHE ULTIMATE  REFERENCE PYROMETER 
FOR REFORMER TUBESAMETEK LAND HAS BEEN MANUFACTURING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947.  

WE ARE SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION 

MONITORING WITH APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND GLASS 

MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 

As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 

AMETEK sales and service team.

Various non-contact infrared methods are used to measure reformer tube 

temperatures. However, these measurements rely on the accurate determination 

of tube surface emissivity, and require a method of compensating for reflections 

from the hotter surrounding furnace environment. Depending on how the furnace 

is fired, you may experience interference to these measurements caused by “dirty” 

furnace atmospheres.
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MEASURING THE TEMPERATURE OF 

REFORMER TUBE SURFACES

OUR SOLUTION IS THE GOLD CUP PYROMETER

The AMETEK Land “Gold Cup Thermometer” is the only instrument that can 

provide a repeatable, reliable reference temperature. It cancels out all the inherent 

errors typically found within other infrared thermometer devices. This instrument 

consists of a gold cup hemispherical reflector. This Gold cup reflector produces a 

measurement area, which is emissivity independent when placed upon the surface, 

making it ideal for unknown emissivity tubes.

The Gold Cup has a narrow protective edge suitable for 

tube contact. This edge prevents reflected radiation from 

the hotter surroundings from entering the cavity formed 

between the tube and the gold cup (see diagram).  

 

The gold reflective hemisphere integrates the emitted and 

reflected radiation producing black body conditions. This 

enhanced energy now escapes through a small aperture 

in the back of the hemisphere where it is measured by the 

thermometer module’s InGaAs detector. 

The thermometer module then transmits the temperature portable 

signal to the display unit. The battery powered 

display unit also powers the thermometer. The range of 

the thermometer is 300 - 1300 °C (572 - 2372 oF).

HOW DOES IT WORK?
Gold Cup ProbeZT9558
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GOLD CUP
改質装置の管の表面温度を測定するた
めに特別に設計されたユニークな基準
高温計。
改質装置の管の、再現性のある信頼性
の高い温度を提供できる唯一の装置で
ある Gold Cup は、他の赤外線デバイス
に影響を及ぼす固有のエラーを排除し
ます。これは、他の測定装置を点検し修
正するのに最適です。

SILOWATCH
初期段階での石炭およびバイオマス保管用
サイロ内での自然発火を検出して警告する
ために特別に開発された最新の一酸化炭素
検知器
Silowatch は、サイロのヘッドスペースからサン
プルガスを抽出し、COレベルを継続的にモニ
タリングして、突然の一酸化炭素の蓄積に素早
く反応し、より深刻な状況になるのを防ぐため
の行動を取れるようにすることで機能します。

MILLWATCH
石炭およびバイオマス用の粉砕機内での自
然発火の初期警告を出すために設計され
た、最新の一酸化炭素検出器
Millwatch は、ミルのアウトレットからサンプ
ルガスを継続的に抽出することで、モニタリ
ングし、突然の一酸化炭素の蓄積に素早く
反応し、危険の状況になる前に予防策を講
じられるようにします。

FGA シリーズ
天然ガスやバイオマスを燃焼させるプロセス
の煙道ガス排出を測定するための、コンパクト
で信頼性の高いマルチガスアナライザー。
FGAシリーズは、煙道ガス中の一酸化炭素、酸
化窒素、および酸素の正確で信頼性の高い測
定を提供する、連続排出モニタリングシステム
（CEMS）アプリケーション向けの統合型ソリュ
ーションです。

LANCOM 4
燃焼プロセスと排出プロセスで複数の煙
道ガスを同時に測定できる、コンパクトな
ポータブルマルチガスアナライザー。 
Lancom 4はセットアップや操作が簡単で、
最新のリアルタイムの処理技術を使用し
て、主なすべての煙道ガス排出の高精度
のスポットおよび半連続ガス試験が可能
です。

主な製品ソリューション
固定式スポット 
非接触パイロメーター

固定式スポット 
非接触パイロメーター

固定式スポット 
非接触パイロメーター

NIR-B-2K
連続プロセス監視および制御アプリケーシ
ョンに幅広く対応するように設計された高解
像度短波放射赤外線ボアスコープイメージ
ングカメラです。
NIR-B 2K は、最大300万ピクセルの比類ない
解像度で、連続ライブ高解像度熱画像を生
成することで、炉の温度を最適化して、エネ
ルギーを節約し、効率を高め、排出を削減す
ることができます。

固定式サーマルイメージャー＆ 
ラインスキャナー

MWIR-B-640
連続温度測定と炉のプロファイリング
アプリケーション向けのスペクトルフィ
ルタリングを備えた高精度の赤外放射
ボアスコープイメージングカメラ。
煙や炉から出るガスを通しても明瞭な
視界が得られるMWIR-B-640では、炉/
ボイラーの耐用期間全体を通じて、非
常に精度の高い、完全な放射式温度測
定画像データの取得、保存、傾向分析
が可能です。

固定式サーマルイメージャー＆ 
ラインスキャナー

NIR-B-640 (EX)
水蒸気改質炉と分解炉管の連続温度測
定、最適化とモニタリングのために開発さ
れた、短波長赤外放射ボアスコープイメー
ジングカメラ。
実証済みのサーマルイメージャー技術を用
いた NIR-B-640-EX は、改質装置の温度を
正確かつ連続的にプロファイリングするこ
とで、データの精度を高めます。

固定式サーマルイメージャー＆ 
ラインスキャナー

SDS-640
製鋼プロセスにおけるスラグの混入を正確
でタイムリーに検出し、工場における製品
の品質向上、スラグ混入の低減、オペレー
ターの安全性向上を可能にする、実証済み
ソリューション。
SDS-640 は高解像度のサーマルイメージ
ングを使用して、鋼鉄とスラグの間の遷移
を検出し、より高い歩留まりと、高品質の鋼
鉄、コストのかかる下流プロセスの削減を
実現します。

固定式サーマルイメージャー＆ 
ラインスキャナー

LSP HD
移動行程において高度なサーマルイメー
ジングを提供するために考案されたイーサ
ネット制御のコンパクトな赤外線ラインス
キャナ。
150スキャン/秒のスキャン速度でも、1000
のデータポイントの、業界をリードするスキ
ャン性能を提供する LSP-HD は、プロセスイ
メージング解像度の新たなベンチマークを
定めます。

固定式サーマルイメージャー＆ 
ラインスキャナー

CYCLOPS L
丈夫勝つ軽量の設計で、簡単なポイント・ア
ンド・メジャー温度読み取りを提供する、高
品質で高精度のハンドヘルド高温計。
片手で使用できるよう設計された、人間工
学に基づく Cyclops L は、データロギング
にトリガー制御を使用し、後で分析できる
よう、最大9,999の読み取り値を内部保存
します。

携帯式 
非接触サーモメーター

HOTSPOTIR
コンベアベルトの材料に生じるホットス
ポットを検出するために設計された、非常
にコンパクトな高速応答赤外線スキャン
システム。
工業環境向けに設計された HotSpotIR 
は、最大100Hzの速度で1000の温度スポッ
トをモニタリングし、直径最小25 mm（1イ
ンチ）のホットパーティクルからコンベア
を保護します。

固定式サーマルイメージャー＆ 
ラインスキャナー

燃焼効率 
モニター

一酸化炭素 
検知器

一酸化炭素 
検知器

携帯式 
ガスアナライザー

炉内の熱調査
効率と生産性を高め、資産の寿命を延ばすために、正確なリアルタイムの
測定で、工業炉と工業用ボイラー内の熱プロセスに関する基本的な洞察
を提供する、ユニークなサービスです。
近赤外線ボアスコープサーマルイメージングとポータブルマルチガス分
析を組み合わせた調査は、アプリケーションの生産性と効率を高め、耐火
物を損傷から保護するのに役立ちます。

熱調査

産業の脱炭素化パンフレット

LWIR-640
過酷な産業条件や環境下で信頼性の
高い連続温度測定を提供する、長波サ
ーマルイメージャー。
スマートなインダストリー4.0機能、デジ
タルインターフェース、および双方向通
信を備えた LWIR-640 は、カメラの完全
な自律操作が必要なフィールドアプリ
ケーションに特に適しています。

固定式サーマルイメージャー＆ 
ラインスキャナー



当社グローバルサービスセンターは、お客様のシステムから最高のパフォーマンス
を確実に引き出すアフターサービスを提供します。これには、技術サポート、認定、
校正、試運転、修理、サービス、予防メンテナンス、およびトレーニングが含まれま
す。当社の熟練技術者/エンジニアがお客様の現場に立ち会い、予定されたメンテ
ナンススケジュールを実施したり、緊急故障を修理したりします。
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脱炭素化の道の次のステップに進みましょう

既存のプロセスを改善したい、あるいは変革の可能性を探りたいとお考えでしたら、是非当社の専門家にご相談くださ
い。AMETEK Land と提携することで、貴社の脱炭素化の課題に対応するために、エネルギー集約型産業間でのベストプラクティス
と知識の共有から得られるメリットを活かすことができます。
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