
YSI ProDSS マルチ水質センサー
pH、ORP、溶存酸素(蛍光式DO)、電導度、濁度、温度、水深など最大17項目まで測定



最大17測定項目：
•	 溶存酸素(光学式DO)
•	 濁度
•	 pH
•	 ORP	(酸化還元電位）
•	 電導度	
•	 電導度	(25℃換算値）
•	 塩分濃度	
•	 全溶存物質	(TDS)
•	 抵抗率
•	 海水密度
•	 全浮遊物質	(TSS)
•	 水深
•	 アンモニウム
•	 アンモニア
•	 塩化物
•	 硝酸塩
•	 温度



YSI ProDSS マルチ水質センサー
地表水、地下水、沿岸水、水産養殖場の水質検査のために設計
されたProDSSは、頑丈で信頼性が高く、最大で17項目の測定に
対応します。ProDSSで使用するデジタルスマートセンサーはユ
ーザーによる交換が可能で、装置に接続すると自動的に認識さ
れます。バックライト付きカラーディスプレイ、大容量メモリ、簡
便なキャリブレーション手順、充電式電池、強力なパソコン用デ
ータ管理ソフト(KorDSS)など使い勝手の良い機能が満載です。
そして、オプションのGPS機能、多彩なセンサー、多様な長さの
ケーブルがそろい、思いのままにカスタマイズすることができま
す。また軍用規格(MS)準拠のコネクターや、防水規格(IP-67)に
準拠したラバーモールドの本体ケースによって、極めて過酷な
現場環境でも長期的にサンプリングを継続できる耐久性を実現
しています。

•	 ユニバーサルポートを搭載したシングルケーブル設計で、任意の4つのセンサーと水深センサーを使用可能
•	 溶存酸素、濁度、pH、ORP、電導度、電導度(25℃換算値）、塩分、海水密度、TDS、電気抵抗率、TSS、アンモニウ
ム、アンモニア、塩化物、硝酸塩、深度、温度――最大１７測定項目まで
•	 本体とセンサーの電源は長寿命のリチウムイオン充電池
•	 カラーディスプレイとバックライト付きキーパッドで、どのような明るさの環境でもサンプリング
•	 デジタルスマートセンサーは本体で自動認識され、センサー内にキャリブレーションデータを保存
•	 ユーザーによるケーブルやセンサーの交換が可能――多用途に対応し、ダウンタイムや総所有コストが減少
•	 大容量メモリ(データセット10万件超)で、大量の地点リストやデータIDタグの保存も可能
•	 地図マッピング機能を備えた強力なデータ管理ソフトKorDSSを本体に付属
•	 パソコン接続用のUSBポート(OTG規格)を搭載し、ProDSSの充電/電源供給やUSBメモリの直接接続に対応
•	 全地球測位システム(GPS)機能(オプション)
•	 最長100メートルのロングケーブル対応と水深センサーオプション
•	 頑丈で防水規格(IP-67)に準拠したラバーモールドの本体ケース、MS(軍用規格)準拠の金属製ケーブルコネ
クター、堅牢なチタン製スマートセンサー
•	 装置本体とKorDSSは多言語対応：日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語、イタリア
語、ノルウェー語、中国語(簡体字・繁体字)
•	 装置本体は3年保証、ケーブル部品とセンサーは2年保証、pHとpH/ORPのセンサーモジュールは1年保証、ア
ンモニウム、硝酸塩、塩化物のセンサーモジュールは６ヶ月保証

 主なセールスポイント：



・ ケーブル：
ケーブル長は1m、4m、10m～100mまで10m間隔であり、水深セン
サーの有り無しをご選択

・ ProDSS本体に含まれるもの：
リチウムイオン充電池(装着済み)、ハンドストラップ、ProDSSの充電
とパソコン接続用のUSBケーブル、AC充電器、USBメモリ接続用ケー
ブル、ProDSSクイックスタートガイド、KorDSSソフトウェアと電子版
マニュアルが格納されたUSBメモリ

・ スマートデジタルセンサー：
ProDSS用センサーは、キャリブレーション情報を記憶し、装置に接続するだ
けで自動認識されるスマートセンサーです。キャリブレーション情報をスマー
トデジタルセンサー内に保持しているため、センサー着脱時におけるセンサ
ーの再校正は不要です

＊	センサー交換が便利:
-	蛍光式DOセンシングキャップ
-	各種センサーモジュール	
		（	pH・ORP、イオンセンサー）



ユーザー要望に応えたマルチ水質センサーProDSS
> 先進的な機能と耐久性に優れた設計
ProDSSはバックライト付きカラーグラフィックディスプレイとバックライト付きキーパッドを搭
載し、どのような明るさの環境でも見やすく簡単に操作することができます。ProDSSはリチウ
ムイオン充電池パックを使用します。また、構成時にGPSの有無を選択できます。GPS機能を組
み込むと、測定情報とともに位置情報を記録し、本体に付属するパソコン用データ管理ソフト
のKorDSSで地図にマッピングすることができます。ラバーモールドの本体ケースは頑丈で防
水規格(IP-67)に準拠し、金属製のケーブルコネクターは軍用規格(MS)に準拠しています。

> データのパソコンへのダウンロードとUSBメモリへの転送
ProDSSには、パソコンまたはUSBと接続するためのOTG規格マイクロUSBポートが搭載され
ています。また各製品に、パソコンで使用する強力なデータ管理ソフト、KorDSSが付属して
います。内部メモリには10万件を超えるデータセットに加え、地点リスト100件、データID100
件、GLPレコード400件を記録できます。



ProDSS一般仕様
外形寸法(幅×長×高) 8.3×21.6×5.6 cm (3.25×8.5×2.21 in)
重量(電池込み) 567 g (1.25 lbs)

電源 リチウムイオン充電池パック、電池寿命～48時間(本体のみ、バックライトオフ)

使用温度 0°C～50°C (32°F～122°F)
保管温度 電池装着0°C～45°C (32°F～113°F)、電池非装着0°C～60°C (32°F～140°F)
ディスプレイ カラー、LCDグラフィックディスプレイ
USBポート パソコン接続、ProDSSの充電/電源供給、USBメモリの直接接続のための内蔵型OTG規格マイクロUSBポート
ケーブル 1、4、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100 mを利用可能。いずれも水深センサーの有無を選択可
センサーポート ケーブル1本につきユニバーサルセンサーポート4口。いずれのポートも任意のProDSSセンサーに対応。

保証 装置本体は3年；バルクヘッド、ケーブル部品、センサーは2年；pHとpH/ORPのセンサーモジュール、ODOセン
サーキャップ、リチウムイオン電池パックは1年；アンモニウム、硝酸塩、塩化物のセンサーモジュールは6カ月

メモリ データセット10万件超
ログモード 一点または連続(自動安定機能付き)
GLPコンプライアンス 適合；400の詳細GLPレコードを保存。レコードは閲覧、ダウンロード、印刷可能

言語 英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ノルウェー語、中国語(簡体字)、中
国語(繁体字)

認証 CE；RoHS；IP-67；WEEE；FCC；国連マニュアル第3部38.3項、リチウムイオン電池の試験基準(クラス9)
GPS 内蔵GPS(オプション)；測定情報、地点リストとともに位置情報を記録
地点・データID ユーザー定義の地点100件とユーザー定義のデータIDタグ100件

ProDSSシステム仕様(本体、センサー、ケーブル)
センサー/項目 センサー種類/測定方法 キャリブレーション 最大水深 保証

温度 サーミスタ、電導度センサーに搭載 非対応 100	m 電導度/温度センサーは2年

pH ガラス複合電極、リファレンス電極（Ag/
AgCL）*ゲル化電解質使用 1、2、3点 100	m pHおよびpH/ORPセンサーは2年	pHお

よびpH/ORPセンサーモジュールは1年

ORP 白金電極、リファレンス電極（Ag/AgCL） 1点 100	m pH/ORPセンサーは2年	pH/ORPセンサ
ーモジュールは1年

溶存酸素 光ルミネセンス―寿命測定法 1または2点 100	m 光学式DOセンサーは2年	光学式DOセン
サーキャップは1年

気圧 ピエゾ抵抗 1点 ― 3年(ProDSS装置本体と統合)
電導度 ニッケル4電極セル 1点 100	m 電導度/温度センサーは2年
電導度(25℃換
算値)* 電導度と温度を用いて計算 1点 ― ―

塩分濃度* 電導度と温度を用いて計算 1点 ― ―

全溶存物質(TDS)* 電導度（25℃換算値）とユーザーが選択するTDS乗数(0.30～1.00
；初期値0.65)を用いて計算 ― ―

抵抗率* 電導度と温度を用いて計算 ― ― ―
海水密度* σは塩分濃度、温度、圧力(水深)を用いて計算
濁度 比濁分析―90°散乱光方式 1、2、3点 ― 濁度センサーは2年

全浮遊物質(TSS)* 現地の濁度測定値と、ラボでのグラブサンプルのTSS測定値に基
づきユーザーが関連づけ ― ―

アンモニウム** イオン選択電極 1、2、3点 20	m アンモニウムセンサーは2年	アンモニウ
ムセンサーモジュールは6カ月

アンモニア* アンモニウム、温度、塩分濃度、pHを用いて計算 ― ―

塩化物** イオン選択電極 1、2、3点 20	m 塩化物センサーは2年	塩化物センサーモ
ジュールは6カ月

硝酸塩** イオン選択電極 1、2、3点 20	m 硝酸塩センサーは2年	硝酸塩センサーモ
ジュールは6カ月

水深 圧力センサー 1点 ― 2年(ケーブル部品と統合)
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ProDSSシステム仕様(本体、センサー、ケーブル)
センサー/項目 範囲 精度 分解能 単位

温度 -5°C～70°C	(DO	mg/L測
定の温度補正範囲：-
5°C～50°C)

±0.2°C 0.1°Cまたは0.1°F	(ユーザ
ー選択可能)

°C、°F、K

pH 0～14	pH単位 ±0.2	pH単位 0.01	pH単位 pH、pH	mV
ORP -1999～1999	mV ±20	mV 0.1	mV mV
溶存酸素 0～500	%、0～50	mg/L 0～200%：読取値の±1%または空気

飽和の1%のいずれか大きい方
200～500%：読取値の±8%
0～20	mg/L：±0.1	mg/Lまたは読取
値の1%のいずれか大きい方
20～50	mg/L：読取値の±8%

0.1%または1%空気飽和	(
ユーザー選択可能)

0，1又は0.01mg/L（ユーザ
ー選択可能）	

空気飽和%、空気和%ロ
ーカル、mg/L、ppm

気圧 375～825	mmHg 0°C～50°Cで±1.5	mmHg 0.1	mmHg mmHg、inHg、mbar、psi,
kPA,	atm

電導度 0～200	mS/cm 0～100	mS/cm：読取値の±0.5%ま
たは0.001	mS/cmのいずれか大き
い方
100～200	mS/cm：読取値の±1%

0.001、0.01または0.1	μS/
cm	(範囲に依存)

μS/cm、mS/cm

電導度(25℃換
算値)*

0～200	mS/cm 読取値の±0.5%または0.001	mS/cm
のいずれか大きい方
ユーザーが選択する参照温度(15°C～25°C；初期値25°C)お
よび補正係数(0～4%/°C；初期値1.91%)

0.001、0.01、0.1	mS/cm μS/cmまたはmS/cm

塩分濃度* 0～70	ppt 読取値の±1.0%または±0.1	pptの
いずれか大きい方

0.01	ppt pptまたはPSU

全溶存物質(TDS)* 0～100	g/L 電導度（25℃換算値）とユーザーが選
択するTDS乗数(0.30～1.00；初期値
0.65)を用いて計算

0.001、0.01、0.1	g/L mg/L、g/L、kg/L

抵抗率* 0～2	Mohms ±0.1	フルスケール 0.001、0.01、0.1	ohms ohm-cm、kohm-
cm、Mohm-cm

海水密度* 0.0～50.0	σ、σt ― 0.1	σまたはσt σ、σt
濁度 0～4000	FNU（NTU） 0～999	FNU：0.3	FNUまたは読取

値の±2%のいずれか大きい方									
1000～4000	FNU：読取値の±5%

0.1	FNU FNU、NTU

全浮遊物質(TSS)* 0～30000	mg/L 現地の濁度測定値と、ラボでのグラブ
サンプルのTSS測定値に基づきユー
ザーが関連づけ

0.01、0.1	mg/L mg/L

アンモニウム** 0～200	mg/L	NH4-N 読取値の±10%または2	mg/Lのいず
れか大きい方

0.01	mg/L NH4-N	mg/L、NH4-N	mV

アンモニア* 0～200	mg/L	NH3-N ― 0.01	mg/L NH3-N	mg/L
塩化物** 0～18000	mg/L	Cl 読取値の±15%または5	mg/Lのいず

れか大きい方
0.01	mg/L Cl	mg/L、Cl	mV

硝酸塩** 0～200	mg/L	NO3-N 読取値の±10%または2	mg/Lのいず
れか大きい方

0.01	mg/L NO3-N	mg/L、NO3-N	mV

水深 0～328	ft	(0～100	m) 1、4、10	mのケーブル：±0.013	ft	
(±0.004	m)
20	m以上のケーブル：±0.13	ft	
(±0.04	m)

0.001	mまたは0.01	ft m、ft

*導出/計算によって求める項目
**ISEは淡水のみ；水深は最大20	mまで
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ザイレム ジャパン
（ワイエスアイ・ナノテック株式会社） 

 
〒210-0005
神奈川県川崎市川崎区東田町８番地
パレール三井ビル	13F	

TEL：	044-222-0009	
FAX：	044-222-1102
	
www.ysijapan.com/ 

Xylem社とは?
Xylem社は、“水”に関連した技術をご提供する世界のリーディン
グカンパニーです。生活、商業、農業、工業と、あらゆる分野にお
いて公共用水の搬送・処理システム、試験機器などを手掛け、効
率的な水資源の活用を進めて参りました。弊社は、業界を代表
する多くの製品ブランドを通じて現在150ヵ国以上で組織を展
開し、12000人の弊社スタッフにより、その幅広いアプリケーショ
ンの知見を活かし、世界の多くが抱える水問題に対して、地域と
ともにその解決に取り組んでいます。
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