
土壌診断、水耕養液の管理に最適

 コンパクトで軽く防水、防塵設計

 見易い大型画面

 ワンプッシュ自動校正

 自動電源オフ

 測定時のホールド機能

 バッテリー残量表示

 校正用標準液が付属

pH COND TDS Salt

浮力のある防水（IP67）



PHﾃｽﾀｰ30PHﾃｽﾀｰ10

ｐHﾃｽﾀｰ

PHﾃｽﾀｰSoil Elite pHSpear

●用途：果物、チーズ、
ハム、ソーセージ、蒲鉾、
土壌 など

《突刺し型のｐH計》

 センサーを直接土壌に突刺し
てｐHの測定が出来ます

Expert PH

Elite pH

表示範囲 0.0～14.0pH

分解能 0.1pH

精　度 ±0.1pH

電　源 LR44(1.5V)×4

交換電極 PH3S

表示範囲 0.0～14.0pH

分解能 0.1pH

精　度 ±0.1pH

温度表示 0.0～50.0℃

電　源 LR44(1.5V)×4

交換電極 PH3S

表示範囲 0.00～14.00pH

分解能 0.01pH

精　度 ±0.01pH+1LSD

表示範囲 0～60.0℃/32.0～140.0℉

分解能 0.1℃/0.1℉

±0.5℃+1LSD（50℃迄）

50℃以上±1℃+1LSD

電　源 単4乾電池×4

交換電極 EL PH S

精　度

pH

温度

表示範囲 0.0～14.0pH

分解能 0.1pH

精　度 ±0.1pH+1LSD

表示範囲 0～50.0℃/32.0～122.0℉

分解能 0.1℃/0.1℉

精　度 ±0.5℃+1LSD

電　源 LR44(1.5V)×4

pH

温度

測定範囲 2.00～11.0pH

分解能 0.01pH

精　度 ±0.1pH（土壌測定時）

電　源 LR44(1.5V)×4

交換電極 ECFG6351101B(ｺｰﾄﾞ1m)

表示範囲 0.00～14.00pH

分解能 0.01pH

精　度 ±0.01pH+1LSD

表示範囲 0～60.0℃/32.0～140.0℉

分解能 0.1℃/0.1℉

精　度 -----

電　源 単4乾電池×4

交換電極 ELPHSP-S

pH

温度

安定マーク

安定マーク

安定マーク

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ

温度表示

温度表示

温度表示

温度表示

ダイレクト測定

ダイレクト測定

ATC

ATC

ATC
ATC

ソフトキャリングケース

電極交換

電極交換

電極交換

電極交換

電極交換

寸法・重量：45×35×285㎜・180ｇ寸法・重量：45×30×170㎜・95ｇ 寸法・重量：45×30×170㎜・95ｇ

寸法・重量：38φ×165㎜・104ｇ

寸法・重量：45×35×200㎜・183ｇ

ｷｬﾘｰｹｰｽ

pH7.00 50㎖
pH4.00 50㎖
土壌用測定容器pH7.00 50㎖

pH4.00 50㎖
土壌用測定容器

pH7.00 100㎖
pH4.00 100㎖
土壌用測定容器

pH7.00 50㎖
pH4.00 50㎖

pH7.00 50㎖
pH4.00 50㎖

pH7.00 50㎖
土壌用測定容器



ECﾃｽﾀｰ

Expert CTS

寸法・重量：45×30×170㎜・95ｇ

 ECとTDS,塩分濃度､℃

 カップ型 センサー
少量サンプルの測定に

Elite CTS CUPElite CTS PIN

ソフトキャリングケース

※カップ型センサーは少量のサンプルをカップ内に満たして測定します。
タンクや容器等に浸け込んでの測定はできません

測定範囲 0.00～20.00mS/cm

2.0mS/cm以下　10μS/cm

2.0mS/cm以上　0.1mS/cm

精　度 ±2％FS+1LSD

測定範囲 0.0～20.00ppt

2.00ppt以下　10ppm

2.00ppt以上　0.1ppt

精　度 ±1％　FS

TDS係数 0.4～1.00

測定範囲 0.00～10.00ppt

分解能 0.10ppt

精　度 ±1％　FS

レンジ 0～50.0℃/32.0～122.0℉

分解能 0.1℃ / 0.1℉

精　度 ±0.5℃+1LSD

電　源 LR44(1.5V)×4

TDS

塩分

温度

分解能

分解能EC

安定マークATC 温度表示

測定範囲 0.00～20.00mS/cm

0～199μS/cm  0.1μS/cm

200~2000μS/cm 10μS/cm

2.0mS/cm以上 0.1mS/cm

精　度 ±1％FS

温度表示 0～50℃

電　源 LR44(1.5V)×4

交換電極 ECTDSENSOR

分解能

測定範囲 0.00～20.00mS/cm

2.0mS/cm以下　10μS/cm

2.0mS/cm以上　0.1mS/cm

精　度 ±1％FS

温度表示 0～50℃

電　源 LR44(1.5V)×4

交換電極 ECTDSENSORPULS

分解能

ECﾃｽﾀｰ11 ECﾃｽﾀｰ11+

 カップ型 センサー
少量サンプルの測定に

寸法・重量：38φ×165㎜・100ｇ 寸法・重量：38φ×165㎜・104ｇ

ATC

ATC

温度表示

温度表示

電極交換

電極交換

寸法・重量：45×35×200㎜・180ｇ

0.0～200.0、200～2000μS/cm

2.0～20.00mS/cm

分解能 0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm

精　度 ±1％　FS

0.0～100.0、100.～1000ppm

0.10～11.00ppt(TDS係数による)

分解能 0.1ppm/1ppm/0.01ppt

精　度 ±1％　FS

TDS係数 0.4～1.00

測定範囲 0.00～10.00ppt

分解能 0.10ppt

精　度 ±1％　FS

測定範囲 0～60.0℃/32.0～140.0℉

分解能 0.1℃ / 0.1℉

±0.5℃+1LSD（50℃迄）

50℃以上±1℃+1LSD

電　源 単4乾電池×4

PIN: ECS PIN

CUP: ECS CUP

精　度

測定範囲

交換電極

EC

TDS

塩分

温度

測定範囲

安定マーク

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ

ATC 温度表示

電極交換 ｷｬﾘｰｹｰｽ

※TDS（総溶解固形物）は、水溶液に含まれているミネラルや塩分など不純物の総量を指し、

ppmを用いて表します。

本器ではEC値から変換係数を用いて換算しています。係数の値は溶解している物質によって

変わります。単位はppt(＝ｇ/L)とppm(＝ｍｇ/L)です。なおpptはparts per thousandの略で

、parts per trillionではありません。

1Kgあたり1mgの溶解物を含んだ水溶液のTDSは1ppmとなります。

1,413μS/cm 100㎖
l12.88mS/cm 100㎖
土壌用測定容器

1,413μS/cm 50㎖
土壌用測定容器

1,413μS/cm 50㎖
土壌用測定容器1,413μS/cm 50㎖

土壌用測定容器



ﾏﾙﾁﾃｽﾀｰ

 pH/EC./℃の測定PCT35

● 1台で複数項目の水質測定が可能

〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-29-11
TEL：０３（３９８４）１３７１ FAX：０３（３９８８）１６３８
E-mail:info@demetra.co.jp  http://www.demetra.co.jp

型番 製品名

標準液

DM0311L EC標準液　1,413μS/cm KCl    500ml

DM0313L EC標準液　12.88mS/cm KCl   500ml

DM05DL NaCl　　　0.5％標準液　　　 500ml

DM024L pH4.01標準液　　　　　　 　 500ml

DM027L pH7.00標準液 　                    　 500ml

DM0210L pH10.01標準液　                      500ml

ECRE005 pHセンサー用保存液             　 480ml

ECRE005-100 pHセンサー用保存液               100ml

ECDPCBT タンパク質洗浄液　               　 480ml

ECDPCBT-100 タンパク質洗浄液　 　 100ml

測定容器

DM30C 土壌ｐH/EC測定容器　30cc

標準液・アクセサリー　オーダーインフォメーション

保存液/クリーニング液

測定容器に
精製水を入れる

測定土壌を
加える

pH：C線まで
EC：B線まで

水位がA線に
なるまで加える

測定

《土壌の測定》

土壌と精製水を混ぜ合わせ、その上澄み液を測定します。
付属の測定容器で簡単に土壌のpH・ECの測定ができます。

30秒振る
10分おく

Elite PCTS 

マルチテスター

ＰHおよびEC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を

同時に表示します。１つの計測器で複数のパラ

メーターを測定するのに適しています。

寸法・重量：38φ×165㎜・104ｇ

表示範囲 0.0~14.0pH

分解能 0.1pH

精　度 ±0.1pH

測定範囲 0.00～20.00mS/cm

2.0mS/cm以下　10μS/cm

2.0mS/cm以上　0.1mS/cm

精　度 ±1％FS

温度表示 0～50℃

電　源 LR44(1.5V)×4

交換電極 PCSENSOR

分解能

ｐH

EC

ATC 温度表示 電極交換

 pH/EC/TDS/Salt

 液漏れ防止の透明キャップ

表示範囲 0.00～14.00pH 0.0～100.0、100.～1000ppm

分解能 0.01pH 0.10～11.00ppt(TDS係数による)

精　度 ±0.01pH+1LSD 分解能 0.1ppm/1ppm/0.01ppt

0.0～200.0、200～2000μS/cm 精　度 ±1％　FS

2.0～20.00mS/cm TDS係数 0.4～1.00

分解能 0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm 測定範囲 0.00～10.00ppt

精　度 ±1％　FS 分解能 0.10ppt

測定範囲 0～60.0℃/32.0～140.0℉ 精　度 ±1％　FS

分解能 0.1℃ / 0.1℉ 電　源 単4乾電池×4

精　度 ±0.5℃+1LSD（50℃迄） 交換電極 PCS

50℃以上±1℃+1LSD

温度

EC

pH

測定範囲

TDS

測定範囲

塩分

安定マーク

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄATC 温度表示

電極交換

寸法・重量：45×35×200㎜・183ｇ

ｷｬﾘｰｹｰｽ

■校正について

テスターの校正は定期的に行ってください。表記の精度は、適正に校正された後に測定された場合のものです。適正な校正とは,測定値に近い標準

液で校正することです。なお、一度使用した標準液は使い回すことなく廃棄してください。

pH7.00 100㎖
pH4.00 100㎖
1,413μS/cm 100㎖
土壌用測定容器pH7.00 50㎖

pH4.00 50㎖
1,413μS/cm 50㎖
土壌用測定容器
採土スプーン

ソフトキャリングケース


