YSI マルチラボ

4010-1はpH、ORP、電導度・BOD用DOで付け替えのシングル計
4010-2、4010-3はマルチ計 (4010-Wシリーズ）

YSI マルチラボ（MultiLab）ラインは モデル4010-1 W (シングルチャ
ンネル) 、4010-2Ｗ (デュアルチャンネル)と4010-3Ｗ (３チャンネル)
の3種類で、簡単に使えて、メニュー方式の校正操作ができるラボに
適した水質計です。
マルチラボ 4010-2Ｗ、4010-3ＷはpHメーター、ORPメーター、電導
度（導電率）メーター又は、BOD用DOメーターのようなスタンドアロー
ン型又は、ラボでの複合の測定項目用メーター として実験室に理想的
です。
•

複数測定モデルはpH、ORP、DO/BOD、電導度用の2チャンネル(4010-2) 又
は3チャンネル入力 (4010-3)チャンネル入力のものです。

•

DIN、BNCのシンプルなアダプターを持つpH、ORPのIDSセンサー (他メーカ
ーのもの)が使えます。

•

データ保存・・・手動で500 データセット、
自動ロギングモードは10,000デー
タセットです。

•

2019/4 既存 5010-J 隔膜式DO電極を変換アダプタケーブルで接続！
（別売り、変換ケーブルアダプタ#902873Y 裏面画像）

•

インテリジェント デジタル センサ ーで、スピーディーにプラグ&プレイ

■インテリジェント デジタル センサー "Intelligent Digital Sensors" (IDS)
IDS センサーは固有のシリアル番号と校正データを自動的に内蔵します。

また、測定シグナルをデジタル的に処理します。 センサーを機器からほかの機
器に移動しても、校正データを維持したまま情報を伝達します。
■CMC
CMC機能はセンサーの測定範囲を頻繁に監視する機能です。 測定範囲は棒
や校正点で表され、校正点の線形として見せます。 移動するカーソルで現在
の測定値を表示し、校正範囲以内の測定にあるかどうかを示します。
■センサー品質コントロール
QSCはpH電極のコンディションを監視するシステムです．初期校正が実施され、
そして、その後、センサーの状況は監視され、その間グラフで表示されます。

YSI マルチラボ（MultiLab）
ラインは モデル
YSI マルチラボ ライン 4010-1W、4010-2 Ｗ、4010-3 Ｗ機器本体全般
測定項目
pH, ORP (mV), DO %, DO mg/L (BOD プローブ), 分圧 電導度, 抵抗値, 塩分,
TDS, 温度
1（4010-1Ｗ） 、 2（4010-2Ｗ）、 3（4010-3Ｗ）
測定チャンネル
データ保存
手動モード：500データ
自動モード：5,000データ
（4010-1） 10,000デー
タ（4010-2、4010-3）
インターフェース
ミニUSB ； USB－A
4010-1 Ｗ: グラフィック 、4010-2W、4010-3 Ｗ: カラーディスプレイ
ディスプレイ画面
キーパッド
抗菌性あり
電源
ユニバーサルパワーサプライ
有 ; ORP除く
温度補正機能
校正点
DO、電導度 = 1 ; pH = 1 ～ 5
最大10
校正履歴保存
再校正呼出タイマー
1日～999日間での設定
GLPコンプライアンス 有
CE, cETLus
証明書
保証
3年
pH 103740Y &
103741Y
2019年4月 NEW
変換アダプタケーブル設置で既
存、5010-J隔膜式電極の設置可！

2019年4月 NEW
さらに、ProOBOD光学式電極の2
本同時の設置可！

測定範囲
温度測定範囲
温度精度
リファレンス電極
膜形
ダイヤグラム
材質
寸法（全ｾﾝｻ共通）
保証

温度範囲
温度精度
セル定数
材質
保証
寸法

pH 103780Y

ORP 103790Y

0.000 ～ 14.000 (±0.004)
-1200 ～+1200mV
0 ～ 80ºC
0 ～ 100ºC
±0.2ºC
ジェル
3 mol/l KCl
円筒形
円錐状
－－－
ファイバー
セラミック
プラチナワイヤー セラミック
プラスチック
ガラス
長さ 120 mm (4.7 in); 直径12 mm (0.47 in)
1年

電導度測定範囲、精度
電極タイプ
電導度測定範囲
抵抗値
塩分
TDS

pH 103750Y

Cond 301710Y
Cond 301720Y
10 µS/cm～2,000 mS/cm 、測定値の+0.5%
4電極、
グラファイト
2電極、
ステンレススチール
0.01 µS/cm to 200 µS/cm +0.5% of value
0.5 Ohm cm to 100 kOhm cm、測定 5 kOhm cm～100 MOhm cm、
値の+0.5%
測定値の+0.5%
0.0～70.0 ppt、測定値の+0.5%
--0～1,999 mg/L; 0.0 to 199.9 g/L、測 - - 定値の+0.5%
0～100ºC
0～100ºC
±0.2ºC
0.475 cm ±1.5%
0.1 cm ±2%
エポキシ
ステンレススチール
2年
長さ120 mm ;直径 15.3 mm
長さ120 mm ; 直径12 mm

ベンチトップセンサー ライン 蛍光式DO･ＢＯＤ

IDS 4410 蛍光溶存酸素
(FDO)プローブ

センサータイプ
（スターラー付蛍光式DO）
スターラー付、
ダイナミック発光消光ライフタイム検出
溶存酸素（DO）測 0～50 mgL; 0～500%空気飽和
定範囲
DO精度
（0～20 mg/L）,±0.1 mg/L 又は 測定値の±1% ,いずれか大きい方;（20～50
mg/L）,測定値の±10%
0.01 mg/L; 0.1%
DO分解能
TDS（全溶解物質） 0～1,999 mg/L; 0.0～199.9 g/L 値の±0.5%
大気中10～40ºC； 補正 ㎎/L -5～50℃ （45℃以上は範囲外）
温度測定範囲
温度精度
±0.2ºC
温度分解能
0.1ºC
代表的な応答速度 スターラー稼働し22秒間で最終表示値の95%; スターラ稼働無 40秒で95%
保証
センサー部2年、 センシングキャップ1年
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