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YSI は水質サンプリングやモニタリング、連続監視

用の水質測定器のワールドリーダーです。　

SonTek は超音波流速・流向・流量計など信頼

性の高いドップラー計測器を提供するメーカーです。

B+S は測定技術とデジタル屈折計の時代の先端

をゆく世界のリーディングメーカーのひとつで創業

100年を迎えました。
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ご挨拶
環境規制の増加、清潔な水の量の減少、そして費用の増加（ほんの数例

ですが）は養殖業の持続の可能性に衝撃を与えます。 

養殖タンクでの水産養殖は、閉鎖循環式養殖（RAS)または、かけ流し方

式を採用しているかどうかにかかわらずそのようなことがチャレンジなの

です。

ザイレム社（Xylem)はお客様のお役に立つためにあります。　各種ブラン

ドはワールドクラスの信頼ある水質計測機器、ポンプ、殺菌法、流れと水

位管理、そしてカスタマーサービス、これらは水産養殖の機能性を高めや

ソリューション提供します。　

 

我々の焦点は、お客様の作業を容易にし、施設を改善する革新的で、費

用低減に貢献する製品とそのサービスであり、それらはこういったチャレ

ンジの解決をお手伝いします。

ザイレム社にとって新しいこういった分野は 、お客様が私どもの社員と直

に接触することで得られます　－　知識ある、我々の技術アドバイザーが

お客様の仕事に対して、新しくて最良な方法を探すお手伝いをいたします

　－　これが私どもの大きな強みです。

ザイレム社にご興味をお持ちいただいき、カタログをご覧いただき誠にあ

りがとうございます。　ご質問、関心事やご意見がございましたら是非私ど

もにご連絡いただけますようお願い申し上げます。

養殖タンクにおける   水産養殖

www.ysijapan.com
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　　　消毒（ｻﾞｲﾚﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ） 　　　　ポンプ（ｻﾞｲﾚﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ）
　
　　加温/冷却交換器（ｻﾞｲﾚﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ）
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UV
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アナリティクス サンプリング

YSI Pro Plus はいずれの（測定項目）の組み合わせ、ケーブル（測定項目

組合せと長さ）にも適合します。　このコンパクトなハンディ計はシンプルな

校正、再キャルプロンプト、自動安定表示とセキュリティパスワードがお客様

の作業を容易にしてくれます。 

 

YSI ProODO®  は市場で最も優れた蛍光式溶存酸素計です。　フレキシ
ブルな組み合わせ、フィールドに威力がある耐久性、データ管理機能はどの
ような他の機器に負けません。

２製品に共通する仕様:

• ゴムラバーに覆われたボディでIP67防水ケース（バッテリーカバー無時も）

；フローティング機能

• 3年間の機器表示器保証; 2年間のケーブル保証

• 丈夫で養殖用に適合するケーブル、センサー、とミリタリースペック

コネクター 

• あらゆる角度での1mからの落下テスト

• スクラッチ耐性レンズ; 偏光グラスでも見やすい

• メモリーは5,000 データセットの手動モード； 50,000データセット連続モード 
(セット数は測定項目の数による)

• インターバルでのデータ記録か1点ずつのデータ記録

• 簡単なネームフォルダーとデータのサイト;検索機能

• 画面上の詳細なヘルプ表示機能

• 多言語: 日本語、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ノル

ウェー語, ポルトガル語、中国語 

• 照明付ディスプレイとキーパッド 

• 詳細付の記録された校正データ

Pro Plus

• 自動pHバッファー認識

• シングル, デュアルかマルチ測定項目: 温度, DO, 電導度, 比電導度 ,
塩分, TDS, pH, ORP/Redox, Ammonium, Nitrate, Chloride

• ポーラログラフか　ガルバニックDOオプション; DO 測定範囲 0-500%; 

0-50 mg/L

• MCerts 認証

ProODO

• 蛍光式, 発光性テクノロジーではメンブレンは不要 

• メンテナンス低減 - 陰極と陽極なし

• 測定時の流速依存無し/ 硫化水素その他のガスで測定は影響をうけません

• 広いDO測定範囲 0-500%; 0-50 mg/L

• 速い応答速度
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bit.ly/YSI ProPlus
bit.ly/ ProODO
bit.ly/IUseYSI

この Pro Plusは養殖場の砂利

道上をRV車の後部につけられ

およそ800m引張られたにもか

かわらず、今日も使い続けられ

ています。

   

ProODO
蛍光式DO
温度

Pro Plus
多項目の水質
温度

NEW
ProDSS
蛍光式DO
濁度、温度
ほか17項目
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Pro2030 は溶存酸素/電導度/塩分測定用水質計で

、塩分変化によるDO値への塩分自動補正機能を持っています．

Pro1030  は電導度/比電導度と塩分、TDSおよび、pH か

ORPの組み合わせと、温度を測定します． 

仕様:

• IP67 防水機能

• 3年間の機器表示器保証; 2年間のケーブル保証

• クイックキャル機能で数秒で校正完了 

• 50 データセットメモリーで データの整合性を確保

• グラフィック型、 バックライト付ディスプレイで、暗所でキーパット

の照度の増加機能

• 多言語 

Pro2030

• 証明済みの 非常に安定した電導度電極

• ガルバニックかポーラログラフィック DOセンサーを選択

Pro1030

• 証明済みの 非常に安定した電導度電極

• ユーザー交換型 pH または ORPセンサー

 Pro20 DOメーターはシンプルに、簡単な使用方法で、

頑丈で、まさに水産養殖で即時使用できる最適な製品です。　丈

夫な表示器と耐久性のあるケーブルで数秒以内にDOを測定しま

す．　

Pro30  電導度/塩分計は正確で
使いやすく、電導度、比電導度と塩分測定に適しています。 

Pro20

• ワンタッチキャル校正機能で3秒以内に校正完了

• ガルバニックかポーラログラフィックセンサーは選択できます

•素早い応答時間; PEキャップメンブレンの交換は簡単

YSI Pro30

• 証明済みの、ケーブル組込み型の超安定型殿電導度セル 

• クイックキャルで前回の校正値を呼び出し 

YSI プロフェッショナル
クイック選択ガイド 

bit.ly/P ro20D O
bit.ly/P ro20 Ca l
bit.ly/P ro2030
bit. ly/Pro30
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アナリティクス サンプリング

エコセンス（EcoSense）. 　時折、ご予算があわず特別な機能の多い機器を購入できない

こともあります．　 そこで、データの質を下げることなくベーシックな機器で作業を遂行しま

す．　エコセンスライン製品はシンプルで使いやすい、 簡単な製品です．

pH100A

購入しやすい価格に設定された、 pHと温度測定

用の信頼性ある水質計です．　スタンダードタイ

プのpH電極や厳しいアプリケーションに使用する

フラットガラス電極を持っています．

DO200A

費用を抑え、少ない撹拌で素早く応答するPEキ

ャップメンブレンを用いることができるDO測定器

です． YSIのその他モデルのような電気化学的

なDOテクノロジーを用いています．　

EC300A

電導度、塩分、 TDSと温度を

シンプルに測定するコンパクトな測定器です． 

pH10A
pH と温度測定で費用を抑えたスポットサンプ

リングのためにうってつけな機器です．自動で

最大3点のクイックキャル校正を行います．

ユーザー交換型電極です．

 

ORP15A

正確に、ORP/酸化還元電位 (絶対的、相対的な

mV)を測定する低価格な機器を提供します．  

ユーザー交換型電極. 

EC30A

使い方が簡単で、ユーザー交換型電極をもった

電導度, TDSと温度測定用の機器で、常に

測定準備ができています．　   

 

9300 and 9500 フォトメーター

YSI 9300 と 9500は両方ともにグラフィック、バックライト付ディスプレイ;

オンスクリーン説明機能; 防水型筐体;　多様な寸法のサンプルチューブが

入るホルダー; 多言語; 100+ テストオプション; 直読濃度測定の機能を

もっています．  

測定項目は硬度、アンモニア、硝酸、 亜硫酸ナトリウム、pH、  

銅、オゾン、塩素、アルカリにティを含む多数の項目です.

 9500 は追加仕様として電源として機能する防水型USBや、500データセットメモリー、

いくつかのユーザー選択型オプションの機能があります．
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YSI フォトフレックス（pHotoFlex） 携帯型吸光光度計

は頑丈, 防水型, 多項目測定項目の吸光度計でフィールド測定に適

しています．　機器は大型画面, 照明付ディスプレイ  

防水レート, LSデータソフトウエアを用いるデータPCへの転送機能

付のデータロギング機能、ユーザー定義プログラムと2年保証の仕

様をもっています．

• 選択した方式での校正調整

• データ保存; pHotoFlex STDは100 データセット 、pHotoFlex pHは1,000デ
ータセット 保存

• 大型で読みやすい照明付のLDCディスプレイ画面

• IP67 防水筐体； 手に持ちやすく 卓上に置きやすい 
(実験室も可)

• フレキシブルで、多様なセルタイプ用の固定型アダプタは、多様な高さと
寸法に適合するようフリップ設計を特色としています; また紛失しないよう
に設置されています．　  

• ~138テスト (pHotoFlex pH); ~85 テストs (pHotoFlex STD)

• PC 接続機能でデータ管理を管理し (オプション、 LSデータソフトウエア） 
‣ファームウエアやメソッドは更新できます；バーコード適合性あり

• pHotoFlex pH はpHを直接測定したり、NH
3
値によるpH測定のため

に、BNC接続機能があります．　

pHotoFlex STD
は素早く、簡単に、正確に

約85テスト個の吸光度計

測定ソリューションに適し

ています

pHotoFlex pH

は素早く、簡単に、正確
で約138テスト個の吸光
度光度での測定ソリュー
ションに適しています．

YSI フォトフレックス pH(pHotoFlex pH) 吸光光度計は外部の 

pH センサーと接続できます. pH測定だけでなく アンモニアも直接

測定され正確なpHと温度の測定を補正します． 

他の吸光光度計に無い機能です．
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アナリティクス モニタリング&サンプリング

キャスト アウエイCTD（CstAwayCTD）Multi 3410

YSI EXO  マルチ水質測器・多項目水質計はフィールドに強い高性能水質モニタリング機器です．

EXOモニターは、灌水養殖での水質監視、海洋、河口域、河川、湖沼、などの幅広い水質計測を遂行します.　

センサー筐体は耐腐食性に優れた高強度チタン合金を採用し、センサーは銅合金コンポーネントとした

防汚ワイパーによりセンサーへの生物不着を防止します．　

SonTek キャストアウエイCTD  は GPS内蔵・LCDディスプレイ付携帯型CTD計です。　電導度、塩分、水深を

瞬時にプロファイル計測可能な世界初の携帯型投げ込み式CTD計です．　　埠頭、橋、船上などからすぐに

データ収集することができます．　

• ソーラー電源付の重量わずか25㎏の分解

組立式の水質計測ブイ．　これにEXO1か

EXO2　多項目水質計を搭載し、灌水養殖

用生簀での常時水質監視モニタリングを遂

行します．

• 主な水質測定項目は、水温、塩分、蛍光

式DO、濁度、クロロフィル、シアノバクテリ

ア、pH、ORP等です．

• 測定値は時間ごとに監視基地局内のPC

やスマートフォンでデータ受信できます．

• 高精度な塩分、電導度、水温、音速デ

ータの測定を遂行する投げ込み式の水

質計です． 

• GPS（位置情報）を元に専用ソフトエウ

ア内地図上にデータを構築します．

• タッチペンでディスブレイ操作し、デー

タをBluetoothで送信．

• 校正は1年間不要です．

水質計測ブイ、　　
EXO 多項目水質計（ワイパー付センサー）
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YSI 900 塩素計は頑丈で、素早く、正確に

全塩素と遊離塩素を測定するための専用水質計です．　

携帯型機器でコンパートメント付ハードケースに

各100パウダーパックの各試薬が入ったセットです．  

•自動データ保存；日時スタンプ付16データセット．　900シリーズ

データハブの赤外線データ転送によりデータをエクスポートします．

• 大型で読みやすい照明付のLCDディスプレイ

• IP68防水筐体；手に持ちやすく卓上にも設置しやすい

• 法規に準拠するユーザ校正（例、NIST、ISO等）

• 特別な測定範囲に対応する分解能

オプチ（OPTi ）デジタル塩分計

屈折計シリーズの中の　オプチ　デジタル

塩分計は塩分濃度と比重を同時に測定し

ます．　濃度は0～18%低濃度から高濃度

まで．　塩化ナトリウム（Nacl）に特化した温

度補正機能により正確な測定が実現でき

ます．

 表示単位はPPT か SG です．

海水濃度を高精度で迅速測定に適するコ

ンパクトなオプチは広範囲の養殖アプリケ

ーションに適しています．

• IP65レート防水デザイン

• 精密なデジタル測定

• シングルかデュアルスケールモデル

• 塩分温度補正

• “世界的な”高品質標準物質、AG 液で

の校正モード”付

Turb 430

900シリーズデータハブ
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アナリティクス モニタリング

5400 と5500D

• イーサネット TCP/IP またはワイヤレスコミュニケーション — オプション 

• データの連続記録で校正や値が上下するステータス、その他を記録します．

• １つのコミュニケーションポートに対し32台まで機器を 5200A, 5400, または 5500D
に接続できます．

• システムステータスをチェックするグラフィックインターフェース機能は

迅速かつ信頼性が高いです．

•  プラグ アンド プレイ— 設置や設定、メンテナンスが簡単．

• フレコシブルなモニタリングとソフトウエア管理．

• E-mail と SMSでの警報アラームを受信可能．

• 一定間隔ごとの画像による管理．

出力/タイマー (付属)

• 8 リレイ10 アンプ 115 VAC (5 アンプ230 VAC)

• 4タイマー— スタート/間隔設定のある10 段階の事象

• 4 フィードスマートチャネル

• イーサネットモジュールでの3件までのEメール かあるいは 

　SMS かアクアデータマネージャによる10件までのＥメール

• ローカルアラーム；組込み型のリレイ

入力 (付属)

• 4 DO プローブ入力

• 4 つのユーザー組込み温度；アナログ（0～1.0VDC, 0~5.0VDC

か4-20mV）かデジタル*

• 2 ユーザー定義入力、デジタルじかアナログ（0～1.0VDC, 0~5.0VDC

か4-20mV）*

 連続的に複数の養殖用タンク内の溶存酸素モニタリングとコントロール

遂行するシステムは必要でしょうか？　　  

特に養殖システムでは必要です！　

世界中どこからでも簡単に養殖場全体を管理したり、

あるいは養殖タンク１基を管理します．

YSI 5400 連続モニターはマルチ溶存酸素モニターで　－　 

アクアマネージャーソフトウエアとともに　－　プロセスコント

ロール、異常時の警報アラームとデータ管理を一つの機器

に統合しています．

YSI 5500D 、蛍光式 DOモニタリング&コントロール機器はす

でに養殖場で管理している水質の溶存酸素を蛍光式DOテ

クノロジーを使って連続的に監視する機器です。　１、２、４

チャンネルを選択できます．

*ユーザー設置交換型の DO, pH, TGP,  ORP, 撮影時間ほか、があります。　

いくつかのセンサーは追加のトランスミッターが

必要です。

bit.ly/RASnitr ate
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5200Aは　 

プロセスコントロール,給餌, アラームと

データ管理を1つの製品に統合した機器です．  

ＤＯ、温度、pH、ORP、電導度と自動塩分補正と

多項目測定機能をもっています．　追加のセンサーと

管理のための校正可能な2つの入力をもっています．

• イーサネット TCP/IP またはワイヤレスコミュニケーション — オプション 

• データの連続記録で校正や値が上下するステータス、その他を記録します．

• １つのコミュニケーションポートに対し32台までの機器を 5400, または
 5500Dに接続できます．

• システムステータスをチェックするグラフィックインターフェース機能は

迅速で信頼性高いです．

•  プラグ アンド プレイ— 設置や設定、メンテナンスが簡単

• フレコシブルなモニタリングとソフトウエア管理

• Eメール と SMSでの警報アラームを受信可能

• 一定間隔ごとの画像による管理

Access data remotely via iPod, 
iPhone, or iPad with the Aqua-
Viewer app.

出力/タイマー (付属)

• 各4 の 10アンプ115 VAC リレイ 
 (5 アンプ 230 VAC)

• 4 タイマー— スタート/間隔設定のある10 段階の事象•

•  1 フィード スマート チャネル

• イーサネットモジュールでの3件迄のEメール、またはアク

アマネージャーでの10件迄のＥメール． SMSアラーム 

• ローカルアラーム；組込み型のリレイ

入力 (付属)

• DO, pH, ORP, 電導度, 温度

• 2 ユーザー定義入力、デジタルかアナログ（0～1.0VDC, 

0～5.0VDC　か4-20mV）*

5200A



 



ザイレム社（Xylem )とは

ザイレム社は”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
運搬・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すすめて
まいりました。  
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人のスタッフにより幅広いアプリケーションの知見をいかし、
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．

ザイレム　ジャパン　（Xylem Japan）

（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　パレール三井ビル13F

TEL044-222-0009

FAX044-222-1102

http.//www.ysijapan.com 

ysijapan.support@xyleminc.com
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