
溶存オゾン(ハンディタイプ)

メーカー ㈱業実原荏トンイョジルガリ
20-01-NＺＯ021-101-MO06-101-MO03-P101-MO式型 PL-620

検知方法 紫外線吸光方式 紫外線吸収式

0～30mg/L 0～60mg/L 0～120mg/L
(最小表示　0.1mg/L) (最小表示　0.1mg/L) (最小表示　1mg/L)

直線性 ±2％FS以内 ±4％FS以内 ±4％FS以内 ±1%FS以内

繰り返し再現性 ±1％FS以内 ±2％FS以内 ±2％FS以内 1%FS以下

電源 DC24V　±5％(2A以上) AC100V～220V±10%　50/60Hｚ

消費電力 50VA以下

外形寸法 80×126×72mm 130（W）×318(H)×320(D)ｍｍ

質量 gk6約gk1約

アナログ出力 DC0～1V(標準)　DC4～20ｍA(絶縁出力)

デジタル出力 RS232C(標準)　通信ソフト(オプション)

低圧水銀ランプ　交換周期：二年、保証期間：納入後：一年

三方電磁弁　交換周期：三年、保証期間：納入後：一年

ランニングコスト  紫外線ランプ　定価10,000円 低圧水銀ランプ　価格40,000円

価格 ￥200,000- ￥1,100,000-

特長

■　電源を入れて通水するだけの簡単操作。
■　配管の流水を即時測定し、24H濃度の監視・管理
可能
■　パネルスイッチ操作で正確なオゾン水濃度の計
測や警報設定・ゼロ校正も簡単に行える。
■　プラント・ユニットへの組み込み可能なシンプル設
定。

■　持ち運び可能な筐体にサンプリング部品や必要性の
高い機能を凝縮しました。
■　現場でのクロスチェックや性能確認、実験室での連続
測定など様々なシーンで活躍します。
■　ゼロガス(水)と試料ガス(水)切替え用の電磁弁を内
蔵。自動でゼロ補正をおこないます。
■　試料ガス温度、試料ガス圧力(オプション)補正機能を
内蔵できます。
■　自己診断・テストモード機能の充実により誤使用や不
具合を未然に防ぎます。
■　データ通信ソフト(オプション)によりパソコンでのデータ
収集・解析が容易になりました。

製品画像

備考
他の製品より、小型で軽量なので持ち運びは可能。
しかし精度が±15％FSと少し誤差がある。

制御部と検出部が一体型になって、持ち運びができる。
OM-101シリーズよりも（直線性・繰り返し再現性が）高精
度

0～　9.99　20.0　30.0　50.0　99.9mg/L 

ＵＶランプを一年に一度交換。　交換後に、ゼロ点・スパン調整を行う。　　

※ポンプの交換の場合は一度返却し、メーカーでの作業となる。

※電圧出力　DC0～1V(絶縁型)

0～10mg/L

※精度　±15％ＦＳ

紫外線ランプ（1年毎）

DC4～20mA DC0～10V(負荷抵抗　R≧10kΩ)　

■ 小型軽量
　　　・ポンプ・流量計内蔵で、重量が約５ｋｇと持ち運びが
　　　・容易なポータブルタイプとなっています。
■ 簡単な測定方式
　　　・煩わしいサンプリング操作は必要ありません。
　　　・少流量での濃度測定が可能なだけでなく、連続測定なので濃度がリアル
タイムで確認できます。
■ 操作性
　　　・シンプルな構造でしかもスパン校正は内蔵のチェック板を使用して簡易
チェックが出来るなど取り扱いが極めて容易です。
■ 出力
　　　・ＤＣ０～１Ｖの電圧出力を標準装備しています。

制御部と検出部が一体型になって、持ち運びができる。
レンジが120mg/Lと広い範囲で濃度を測定できる。

測定範囲

メンテナンス性

交換部品　ＵＶランプ　定価47,000円

￥1,000,000-

※負荷抵抗　10KΩ以上

250(W)×140(H)×290(D) 突起物含まず

約5kg

アプリクス

紫外線吸光光度法

AC100V±10％　50/60Hz

約50VA

タムラテコ

TOM-05F

紫外線吸収方式

±1%FS以内

1%FS以下

AC100V　50/60Hｚ

3W

200(W)×136(D)×185(H)

■ 測定誤差が±1％未満
　　　・今まで不可能だった、塩素を含んだ水でも正確な測定が
可能。
■ 世界最小・最軽量
　　　・小さくて軽く、持ち運びが可能。
■ 自吸式ポンプ内蔵[特許申請中]
　　　・溜水でも、オゾン水濃度が簡単に測定できます。
■ お手軽メンテナンス
　　　・内蔵UV照度が30%ダウンすると、エラー点灯。簡単にラン
プ取替ができます。

UVランプ交換のみなので、誰でも簡単にメンテンスができる。
そして、低コスト低ランニング。小型で持ち運びが便利。

0.00～4.99mg/L 0.00～29.99mg/L

紫外線ランプ　交換周期：一年　保証期間：一年

紫外線ランプ　価格25,000円

￥500.000-

2.6kg

オプション　・上、下限値設定用ボード　・測定値出力用ボード

(4～20mADC、1～5VDC)



溶存オゾン濃度計

メーカー 荏原実業㈱
型式 EL-600

測定方式 紫外線吸収式
～0L/gm0.03/0.01～0囲範定測 ,04 　0,03　0,02　0,01　～0L/gm002/L/gm021/0.06 0　50,0　60,0　99,9　120mｇ/L

内以SF%1±内以%4±.S.F内以%2±.S.F性線直
下以SF%1内以%2±.S.F内以%1±.S.F性現再し返り繰

電源 AC100V～220V±10%　50/60Hｚ
消費電力 50VA MAX

表示器　96【mm】(W)×96【mm】(H)×51【mm】 (27　)型ＶＣ6Ｌ(部御制)D( Ｗ)×200(Ｈ)×200(Ｄ)mm
検出器　58【mm】(W)×114【mm】(H)×170【mm】 　)型MS6L(部出検)D( 100(W)×155(H)×135(D)mm

質量 制御部：1.6kg　　検出部：1.6kg

アナログ出力 ＤC0～1ＶまたはＤＣ0～10V　DC4～20mA(絶縁出力)

デジタル出力 RS２３２C(オプション)　通信ソフト(オプション)
メンテナンス性 水銀ランプ(二年ごとに交換)　※保障期間は一年

ランニングコスト 水銀ランプ　定価40,000円～

価格 ￥850.000-

特長

■　検出部と演算・制御部を分離することによって設置・取付の自由度が広がりまし
た。
■　連続測定式のため応答速度が速くなりました。
■　特殊セル構造の採用により、圧力損失が少なくなり大流量を流せます。
■　高耐圧セルの開発により、インラインプロセスでの使用が可能になりました
 

製品画像

制御部と検出部が別になっているので、離れたところでもオゾンを測定できる。

。度精高が006-LE、てし較比とLON。るきで定測を度濃の囲範い広とL/gm002がジンレ

外形寸法

表示器と検出器が別になっているので、離れたところでもオゾンを測定できる。

￥1,000,000～1,200,000-

ＵＶランプを一年に一度交換する。　交換後に現地にてゼロ点・スパン調整を行う。
交換部品　ＵＶランプ　定価47000

■　小型軽量
　　　・表示器はDIN　96×96mm
　　　・検出器分離型　(検出器単体での使用可)
■　リアルタイム測定方法
　　　・オゾン水を、リアルタイムで直接測定が可能
　　　・独自のセル構造により気泡の影響をうけづらい構造
■　操作性
　　　・ゼロ・スパンの校正が自動調整で可能
　　　・表示器なしでもパソコンから設定が可能(専用ソフトあり)

備考

RS-232C

アプリクス

1kg未満

突起物含まず

DC4～20mA (絶縁型)　

NOL-UW
紫外線吸光光度法

DC24V
最大0..4A



リークモニター

メーカー 荏原実業㈱
1ＭＬＥK010-ME-GZO10-ＣＥ-ＧＺＯ10-CGOA10-MOT式型

式収吸線外紫式散拡式散拡式方サンセ式方サンセ式方定測
ｍｐｐ1～0mpp00.1～0ｍｐｐ00.1～0mpp2.0～0mpp41.0～0囲範定測
下以ＳＦ%5内以％5±内以％5±％01±SF％01±性し返り繰

メンテ  )プンラ銀水圧低(年１)命寿力出(年2　)命寿正校無(年1)命寿力出(上以年2　)命寿正校無(年1
　％01±Ｖ001ＣＡzH06/05　％01±V001CAｚＨ06/05　％01±Ｖ001ＣＡ％01±V21CDV21CD源電

)用使ータプダア用専(Ａ3.0AV01約ＡＶ01約W1約Am003力電費消
(67×)H(311×)W(451ｍｍ)D(67×)H(311×)W(451mm03×38×26約mm58×53×06法寸形外 D)mm　突起物含まず 200(Ｗ)×125(Ｈ）×54(Ｄ）ｍｍ

ｇｋ5.1約g057約ｇ057約g58約ｇ041約量質
ランニングコスト オゾンセンサー部のほこり等の汚れを定期的に掃除 ～円000,04価定　プンラ銀水円000,92価定　サンセ円000,92価定　サンセ

-000.063￥-000691￥-000.651￥-00006￥-000,821￥格価

特長

■　応答が早く、長期安定型のオゾンセンサーモジュールを採用。
■　オゾン濃度をLEDバーグラフ表示。
■　簡単にオゾン濃度を判定、オゾンの安全活用に。

■　制御出力
上限値：60ppb、80ppb、100ppb
下限値：40ppb、60ppb、80ppb
■　暖気時間が3分。

■ センサ交換はコネクタの抜差しで簡単に行えます。また、初期
校正はゼロ調整後、センサ補正係数に合わせるだけでスパン調
整が行えます。
■ 伝送出力によりオゾン濃度がリアルタイムで出力されていま
すので遠隔での濃度監視ができます。
■ 警報出力として接点1ｃを採用していますので設定値に対して
ON/OFF ができます。

■ センサ交換はコネクタの抜差しで簡単に行えます。また、初
期校正はゼロ調整後、センサ補正係数に合わせるだけでスパ
ン調整が行えます。
■ 伝送出力によりオゾン濃度がリアルタイムで出力されてい
ますので遠隔で濃度監視ができます。
■ 警報出力として接点1ｃを採用していますので設定値に対し
てON/OFF ができます。また、電源OFF 時は警報出力ON とな
ります。

■　リークモニタとして卓越した性能
■　フルスケール±5%以内で測定器としても機能させる
ことが十分可能（濃度出力標準）
■　長期間安定してオゾンリーク監視が可能
■　センサの出力変化に対する定期的な調整が不要
■　干渉成分による影響を原理上補正しながら測定す
るため、オゾンガス濃度を確実キャッチすることが可能
■　長期安定性の高い光学センサによりお客様が簡単
に行える範囲のメンテナンス作業で性能の維持が可能

製品画像

小型で持ち運びが便利なので、どこでもオゾンを測定でき表示部がないが、他の機器より小型で軽量。 OZG-EM-010Kの機能を少し削って、イニシャルコストを下げる。 ＯＺＧ-ＥＣ-01と違い、モニター付きで電源OFF 時は警報出力がランプの交換は、お客様でも取替えできる簡単な構造で

表示部がLEDインジケーターなので、確認しやすい。 定期的に掃除するだけで、ランニングコストがかからない。 荏原のELM1より、低コストで軽量。 。るいてれ優に性スンナテンメ、でのるいてきで。すまりなに NO

米国製を改良し、電源AC100V　50/60HZ対応製品。

アプリクスタムラテコ

備考

1年に１回校正検査

OPEN



オゾンガスモニター

メーカー ㈱業実原荏スクリプア
ⅢＥ007－ＧＥ20-ＢＥ-ＧＺＯ）Ⅱ40－ＴＢ（ⅡG01-MOTＤＨ01－ＭＯＴ式型
式収吸線外紫式散拡式方サンセ式方サンセ法方知検
ｍｐｐ01　1～0ｍｐｐ0.01～0ｍｐｐ01～0ｍｐｐ01～0囲範定測

下以SF％1内以％5±SF％01±ＳＦ％01±性現再し返り繰
ュジモーサンセンゾオ（回一に年1テンメ 銀水(年２)命寿力出(年2　)命寿正校無(年1）ルー ランプ)

Ｖ4±Ｖ42ＣＤ本4　池電三単リカルアV42～21CDV21CD源電
AV9.0約×Am003Aｍ003力電費消

)Ｈ(631×)Ｗ(041ｍｍ04×061×031mm52×001×05法寸形外 1×)Ｈ(002×)Ｗ(072ｍｍ)Ｄ(68× 10(Ｄ)　(単位：ｍｍ　但し、突起物は含みません)
gk5約)ずま含サンセ・池電(ｇ005約ｇ041約ｇ071量質

ランニングコスト オゾンセンサーモジュール（１年毎）　定価45,000円 セ 円000,04価定　プンラ銀水　本4　池電三単リカルア　＋　円000,92価定　サン
定価 ￥198, 000.009～000.008￥-000.052￥-000062￥-000

特長

■　長期安定型のオゾンセンサーモジュール採用、測定がより
早く・正確に。
■　軽量・小型サイズで現場での仕様に最適。
■　電源を入れるだけで、オゾン濃度の測定ができる。

■　高濃度オゾンを測定管理。
■　他の機器と接続できるシステム連動型。
■　濃度と湿度の影響を防止する温度湿度補正機能付。

■ 480 時間以上の長寿命(電池の寿命)
■ 暖機運転をおこなわずに、すぐに測定をおこなえます。
（電池交換・センサ交換時後は、暖機運転が必要になります）
■ 電池の残量を確認することが出来ますので、長時間使用する場合も安心で
す。
■ センサ交換はコネクタの抜差しで簡単に行えます。また、初期校正はゼロ調整
後、センサ補正係数に合わせるだけでスパン調整がおこなえます。
■ REC 出力（0～1V）を標準で装備していますので、記録計などと接続すること
で、データの記録も可能です。（オプション使用）

■　紫外線吸収式採用で非常に高精度です
■　小型・軽量を実現
■　6種類の自己診断機能があります
■　ランプ交換が容易な設計になっています

製品画像

ほかの製品と違って、電池式なのでどんな場所でも持ち運びできる。 ランプの交換は、お客様でも取替えできる簡単な構造でできているので、

。るいてれ優に性スンナテンメ。グンニンラ低、でのな）本４（池電三単はのもう使

（このページの）他の製品より高価だが高精度。

タムラテコ

濃度計と検出部がセパレートで遠隔監視が可能。
米国製を改良し、電源AC100V　50/60Hz対応製品。

充電式でコンパクトだからポケットに入れて持ち運びが出来る。
米国製を改良し、電源　AC100V　50/60Hzにて充電可能。
低コスト低ランニング。備考

1年に１回校正検査

OPEN



高精度オゾンガス濃度計

メーカー
OZG-6305 OZG-6306 OZG-6307 OZG-6308 OZG-6309
OZG-6505 OZG-6006 OZG-6007 OZG-6008 OZG-6009

検知方法
0～5ppm 0～200ppm 0～999ppm

0～10ｇ/m3 0～50g/m3 0～300g/m3
使用場所 未反応オゾン濃度を測定。 排オゾン処理装置の出口オゾン濃度の監視。
直線性 ±0.005ppm以内

繰り返し再現性 ±0.005ppm以下
電源

消費電力
外形寸法

質量
ランニングコスト

定価

特長

製品画像

水銀ランプ（1年に1回）　定価40,000円～

±0.5％FS以内
±0.5％FS以下

約12kg
　ＵＶランプ（1年に1回）　定価47,000円

482W×345D×132.5H　(単位：mm)　※突起物を除く
約45VA

AC100～220V±10%、50/60Hｚ

約12kg

±0.5％

■ 指示が安定した紫外線吸光光度法
■ 測定範囲は、低濃度（0～99.9ppm）から
超高濃度（0～200g/m3） までの４段階から選択可能
■ 測定モードは２０秒サイクルで濃度の
有効表示は３桁
■ オゾン濃度の外部アナログ出力（0～1V）
およびデジタル出力（RS232C）を標準装備
■ 制御用にアラーム濃度を２段階設定可能
出力はリレー接点出力
■ ラックマウント型とポータブル型の２タイプを用意

￥1.550.000～1.800.000￥730.000-
内部メモリによるデータロギング機能を標準装備（オプションにて外部メモリへのデータの取り込みが可能）
■　サブ表示器によるユーザーフレンドリーを操作ボタンで簡易設定（面倒なDIPスイッチの操作は不要）
■　新型UVランプの採用で異常点灯の防止と光量低下による分解能の低下を補正（特許取得済　異常検出機能有）
■　PCなどから設定及び濃度監視が可能（オプション）
■　髙分解能化を実現し、最大6桁の表示が可能（最上位桁は1または0の表示）

型式 F0003-GED0003-GE

測定範囲

紫外線吸収式
0～1000　2000　3000　4000　5000　10000ppm

0～10　20　40　50　100　200　1000ppm 0～1ppm

荏原実業㈱

紫外線吸光光度法

アプリクス

オゾン発生意より供給されるオゾン濃度を測定。オゾン発生意より供給されるオゾン濃度を測定。 未反応オゾン濃度を測定。
0～10　20　40　50　100　200g/m3(N)

ＥＧ－3000A(B)

±0.5％

荏原のEG-3000シリーズと性能はほぼ変わらないが、こちらの方が安価。
備考

校正証明書あり　￥10000-校正証明書なし

約10VA
OZG-6000：幅225、高さ150、奥行き490(mm)OZG-6300：幅486、高さ135、奥行き450(mm)

100V±10% 1.5A（電源投入時3A）
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