Trade UP to ProSolo
グッバイProODO＆ウェルカムProSolo
～特別オファーキャンペーンのお知らせ～

お手持ちのハンディDO計の
超ビッグ高価下取りキャンペーン

ProSolo（プロソロ）への買い替え
チャンスです！！

お手持ちの YSI 水質計 又は
他社ブランドのハンディDO計（溶存酸素計）
を下取りします。
• ProSolo-ODO/T計ご購入時、6万円の下取り

• ProSolo-ODO/CT計ご購入時、9万円の下取り

キャンペーン終了：2022年12月15日

商品のご注文は、
キャンペーン終了日まで受付いたします。

• ProSoloの定価より下取り金額をお値引きいたします。

ProSolo ODO/CT

測定可能項目

ProSolo ODO/T

デジタル蛍光式溶存酸素・
電導度/塩分・温度メーター

デジタル蛍光式溶存酸素・
温度メーター
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堅牢型ODOセンサー

エコな充電式バッテリー型
日本語を含む多言語表示

大容量10万件セットの内部メモリー

ご注文はこちらをクリック
又はメールにてお問い合わせください
Japan.Support@Xylem.com

ProSolo

デジタル蛍光式溶存酸素・電導度・温度メーター
ProSolo 価格表

税別定価

ODO/T

PROSOLO w/ ODO/T 4m

¥290,000

PROSOLO w/ ODO/T 20m

¥336,000

PROSOLO w/ ODO/T 10m

¥300,000

PROSOLO w/ ODO/T 30m

¥348,000

PROSOLO w/ ODO/T 50m

下取り価格

下取り後、
お客様購入価格

¥230,000
¥240,000
¥276,000

¥60,000

¥288,000

¥370,000

PROSOLO w/ ODO/T 100m

¥416,000
税別定価

ODO/CT
PROSOLO w/ ODO/CT 4m

¥389,000

PROSOLO w/ ODO/CT 20m

¥461,000

PROSOLO w/ ODO/CT 10m

¥414,000

PROSOLO w/ ODO/CT 30m

¥468,000

PROSOLO w/ ODO/CT 50m

¥310,000
下取り価格

下取り後、
お客様購入価格

¥90,000

¥485,000

PROSOLO w/ ODO/CT 100m

¥356,000
¥299,000
¥324,000
¥371,000
¥378,000
¥395,000

¥525,000

¥435,000

税別定価は2022年4月1日からの改定価格です。
納期はかなりお時間を要する場合があり、
お客様のご指定はできません。
製品仕様の詳細は、
ウエブサイトの製品ページでご覧ください。https://www.xylem-analytics.jp/ysi-prosolo

ODO/CT & ODO/T 製品仕様
サイズ

直径2.46 cm、ケーブル長1、4、10、20、30、50、100mをご用意

溶存酸素（蛍光式）
単位：％空気飽和、
％空気飽和ローカル
mg/L, ppm
温度（サーミスタ）
単位：°C, °F, K
電導度
(ニッケル電極セルｘ4)
単位: μS/cm, mS/cm
#605978 沈殿用おもり
（別売り）
金属ガード先端に約138g（4.9 oz)
1個をねじ込み設置して、目的水深まで
沈降しやすくします

塩分
(その他の測定項目については
お問い合わせください)
単位: μS/cm, mS/cm
保証

範囲: 0 ～ 500%, 0 ～ 50 mg/L
精度: 0 ～200%: 読取値の±-1% または 1%空気飽和、いずれか高い方
200～500%: 読取値の ±8%
0 ～20 mg/L: ± -0.1 mg/Lまたは読取値の 1%、 いずれか高い方
20 ～ 50 mg/L: 読取値の ±8%
分解能: 0.01 mg/L ・0.1%、または0.1 mg/L ・ 1% (範囲により自動調整)
範囲: -5 ～ 70°C (DO mg/L 測定時の温度補償範囲: -5 ～ 50°C )
精度: ±0.2°C
分解能: 0.1°C または 0.1°F (範囲により自動調整)

範囲: 0 ～ 200 mS/cm
精度: 0 ～ 100 mS/cm 読取値の±0.5% または 0.001 mS/cm 、
いずれか大きい方
100 ～ 200 mS/cm 読取値の±1.0%
分解能: 0.001, 0.01, または0.1 μS/cm (範囲に依存)
範囲: 0 ～ 70 ppt
精度: 読取値の±1.0% または ±0.1 ppt、いずれか高い方
分解能: 0.01 ppt
ケーブル、プローブ、ODOセンサーキャップ2年
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