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EXO1 モニター

ポート
センサーポート４基
電源通信ポート１基

サイズ
直径：4.7㎝
長さ：64.8㎝

重量 1.65㎏　（４プローブ、ガード、バッテリー内蔵）

EXO2 モニター

ポート
センサーポート７基（中央ワイパーポート使用時６ポート使用可能）
電源通信ポート１基
Auxポート１基

サイズ
直径：7.6㎝
長さ：71.1㎝

重量 2.65㎏　（５プローブ、ガード、バッテリー内蔵）

Sondes ゾンデ
動作温度 -5～50℃

保管温度 -20～80℃（ｐＨ及びｐＨ/ＯＲＰセンサを含む場合は、0～60℃）

水深 0～250ｍ

通信
ＰＣインターフェイス：Bluetooth、RS-485、USB
出力オプション：USB（USB-SOA）、RS232＆SDI-12(DCP-SOA)

サンプリングレート 最大４Hz

バッテリー寿命 90日**

データメモリ 512MB、約1,000,000 データ

センサー 演算出力パラメータ

電導度 ｐH 塩分

水深 温度 25℃換算電導度

溶存酸素 全藻類（クロロフィル+BGA-PC） 総溶解固形分

蛍光溶存有機物（ｆＤＯＭ） 濁度 全浮遊物質

ORP

EXO ハンディディスプレイ

サイズ
幅：12㎝
高さ：25㎝

重量 0.71Kg　電池含まず

オペレーティングシステム Windows CE 5.0

動作温度 -10～50℃

保管温度 -20～80℃

防水規格 IP-67

データメモリ ２GB、約2,000,000 データ

アクセサリー
フィールドケーブル フローセル センサーガード

キャリングケース KOR ソフトウエア キャリブレーションカップ

DCP シグナル出力アダプター（DCP-SOA） USB シグナル出力アダプタ（USB-SOA）



センサー レンジ 精度* 分解能

大気圧 375 ～ 825 mmHg ±1.5 mmHg （ 0 ～ 50°C） 0.1 mmHg

フィコシアニン 
（BGA-PC）

0 ～ 100 μg/L PC 
0 ～ 100 RFU

リニアリティ: R2 > 0.999 
検出限界: 0.03 μg/L  PC

0.01 μg/L PC
0.01 RFU

クロロフィル 
0 ～ 400 μg/L Chl  
0 ～ 100 RFU 

リニアリティ: R2 > 0.999 
検出限界: 0.07 μg/L  Chl

0.01 μg/L Chl
0.01 RFU

電導度 1 0 ～ 200 mS/cm
0 ～ 100mS/cm: 読取値の±0.5% or　
　　　　　　　　　　　0.001 mS/cm　( w. i. g. ）
100 ～ 200mS/cm: 読取値の±1% 

0.0001 ～ 0.01 mS/cm
(レンジによる)

水深

0 ～ 10 m 　2 ±0.04% FS (±0.004 m)
0.001 m  
(自動レンジ)

0 ～ 100 m　 2 ±0.04% FS (±0.04 m)

0 ～ 250 m　 2 ±0.04% FS (±0.10 m)

溶存酸素（蛍光式）

0 ～ 500%  
空気飽和度

0 ～ 200%: 読取値の±1% or 
               飽和度1% 　( w. i. g. ）
200 ～ 500%: 読取値の±5%

0.1% 空気飽和

0 ～ 50 mg/L
0 ～ 20 mg/L: ±0.1 mg/L or  
                     読取値の1% ( w. i. g. ）
20 ～ 50mg/L: 読取値の±5%

0.01 mg/L

fDOM（蛍光溶存有機物）
0 to 300 ppb 
硫酸ｷﾆｰﾈ等量 (QSE)

リニアリティ: R2 > 0.999 
検出限界: 0.03 ppb QSE

0.01 ppb QSE

ORP -999 ～ 999 mV レドックス標準溶液で±20 mV 0.1 mV

pH 0 ～ 14  
±0.1 pH （校正温度 ±10˚C 以内）
±0.2 pH （全体の温度範囲）

0.01 

塩分濃度 
（電導度と温度から換算）

0 ～ 70 ppt 読取値の±1.0% oｒ 0.1 ppt ( w. i. g. ） 0.01 ppt

25℃換算電導度 
（電導度と温度から換算）

0 ～ 200 mS/cm 読取値の±0.5% or 0.001 mS/cm ( w. i. g. ）
0.001, 0.01, 0.1 mS/cm
 (自動スケール)

温度 -5 ～ 50°C
±0.01℃  3　　（-5 ～ 35℃）
±0.05℃  3　　（35 ～ 50℃）

0.001 ℃

総溶解固形分（TDS） 
（電導度と温度から換算）

0 ～ 100,000 g/L – 可変

総浮遊物質（TSS）
（濁度とTDSから換算）

0 ～ 1500 mg/L – 可変

濁度 4 0 ～ 4000 FNU or NTU
0 ～ 999 FNU: 0.3 FNU or 
　　　　　　　　　 読取値の±2%  ( w. i. g. ） 
1000 ～ 4000 FNU: 読取値の±5% 

0  ～ 999 FNU: 0.01 FNU;  
1000 ～ 4000 FNU: 0.1 FNU

アンモニウムイオン 0 ～ ２００mg/L 読取値の±10%または2 mg/L-N (w.i.g) 0.01 mg/L
塩素イオン 0 ～ １０００mg/L 読取値の±10%または2 mg/L-CL (w.i.g) 0.01 mg/L

硝酸イオン 0 ～ ２００mg/L 読取値の±10%または2 mg/L-N (w.i.g) 0.01 mg/L
水位 (ベントレベル） 0 ～ 1０ｍ ±0.03% FS (±0.003 m) 0.01 m (自動レンジ)



ザイレム ジャパン
（ワイエスアイ・ナノテック株式会社） 

〒210-0023   
神奈川県川崎市川崎区小川町14－19
浜屋八秀ビル 3階
TEL： 044-222-0009 
FAX： 044-222-1102 
www.xylem-analytics.jp 

1) 植物の木質部。水を植物の根部から上まで運ぶ組織です
2) 水に関する技術を先導するリーディングコンパニーです

Xylem社は、一つの共通の目標のための集結したグローバルグループです。「世界中の水ニーズに対して、革
新的なソリューションを開発・創出することです。」　私たちの仕事は、未来の水の使用・保存・再利用に関す
る課題を新しいテクノロジーで改善することです。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、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。

ザイレム ジャパンについては、こちらをご覧ください：www.xylem-analytics.jp
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© 2017 Xylem, Inc. Aanderaa、 Bellingham + Stanley、 ebro、 Global Water、 HYPACK、 MJK、 OI Analytical、 Royce Technologies、 
SI Analytics、 SonTek、 Tideland Signals、 WTWやYSIはXylem Inc.またはその子会社の商標です。


