
純水、上水、プロセス、そして排水まで…。
 水質計測シリーズ

水処理用計測システム



用水からプロセス、排水監視までトータルでご提案します。
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現場形工業用水質計 H-1シリーズ。
堅牢性　機能性　保守性を極めて登場。

現場形 工業用水質計

現場形工業用水質計H-1シリーズは、
水質の総合的な計測・管理のために必要な測定項目を
トータルにラインアップした現場設置形の水質計シリーズです。
各現場プロセスでの厳しい条件に対応するために
Tough（堅牢性）、Intelligence（機能性）、Easy maintenance（保守性）
をキーワードに自社開発。
上水処理、排水処理など、自然環境から生産設備の水処理プロセスまで
多様な用途に的確に対応するラインアップを整えています。

pH計
pH計［型式承認仕様］
ORP計
簡易フッ化物イオン濃度計
溶存酸素計（ポーラログラフ式）

溶存酸素計（光学式）

４極式電気伝導率計（導電率計）
電気伝導率計（導電率計）
電気抵抗率計（比抵抗計）
残留塩素計（ビーズ洗浄式）

MLSS計

濁度計

HP-200

HP-200-K

HO-200

HC-200F

HD-200

HD-200FL

HE-200H

HE-200C

HE-200R

HR-200

HU-200SS

HU-200TB

4線式

HP-300

HP-300-K

HO-300

HC-300F

HD-300

HE-300C

HP-300-IS

HO-300-IS

HE-300C-IS

HE-300R

2線伝送式 防爆形

HP-200-WI

HO-200-WI

HC-200F-WI

HD-200-WI

HD-200FL-WI

HE-200C-WI

HR-200-WI

HU-200SS-WI

アンモニア態窒素計 HC-200NH

残留塩素計（回転電極式） HR-200RT

濁度計（ワイドレンジ形） HU-200TB-W

濁度計（高感度形） HU-200TB-H

濁度計（レーザ式） HU-200TB-EH

濁度計（浸漬形） HU-200TB-IM

色度計 HU-200CL

Wireless Communication Tool

無線メンテナンス機能

●パソコン側専用アダプタ（表示端末側）
※表示端末（モバイルPC）は別途必要となります。
　市販のPCをご用意ください。
（対応OS：WindowsⓇ 7・WindowsⓇ XP）

現場設置型で、フィールドでの活用に最適の水質計H-1シリーズ。
高所・危険環境など、多様な空間での機器メンテナンス性を高め
るために、無線通信「H-1Link」が登場しました。離れた位置に
ある各H-1シリーズの稼働状態や、現在測定値、メンテナンス情
報などを、設置場所へ移動することなく確認できます。

遠隔校正、機器状態の把握など。H-1シリーズ水質計のメンテナンス性を大きく向上するソフトウェア、誕生。
計器室

●メッシュ型マルチホップ通信で、一カ所   
　から広範囲のH-1シリーズをメンテナン
　スすることが可能です。
　通信可能エリアを超える位置にH-1シリーズが
　あっても、途中にある各計測器を経由して無線
　通信を行う事が可能です。
　　　　　メッシュ型マルチホップ通信

●H-1シリーズのみで計測環境を構築し
　た場合は、データの集中管理にもご活
　用いただけます。
　　　　　有線ネットワーク

通信可能エリア外にH-1シリーズがあっても、
移動することなくメンテナンスが可能。



用水、プロセス、排水処理に信頼性でお応え

水質汚濁負荷量演算器
ALM-300
流量計および全窒素・全りん測定装置、自動COD測定装置
または有機汚濁物質測定装置（UV計）からの各信号出力を
受信することによって、全窒素・全りん・CODの3成分の汚濁
負荷量を演算し、時報・日報をプリントアウトします。

信頼性の高い演算機能による
水質データ集計の効率化にCOD

［測定範囲］
0～20mg/L　
0～30、40、50、100、200、500、
1000、2000mg/L（1段希釈仕様）

自動COD測定装置
CODA-500A, C      
CODA-500B

最新技術と伝統技術で可能になった、
低ランニングで最高性能の自動COD測定装置

酸性法

アルカリ性法

上下水

［測定範囲］
UV吸光度/VIS吸光度（セル10mm換算）
フルスケールが0～0.1Abs、0～5.0Absのいずれか（0.1Abs刻み設定可能）

有機性汚濁物質測定装置（UV計）
CW-150
独自の回転セル長変調方式を採用することにより、汚れによる影響を受けない高精度測定を
可能にしたUV計です。

水質総量規制、原水の水質監視
水質プロセスラインでの有機物モニタに

UV TURB換算

製薬用水・純水などの
TOC（全有機炭素）を連続測定

TOC計（全有機炭素計）
HT-110
医薬用水におけるTOC成分を安定、
高精度に連続測定。従来製品では
測定が困難であった低流量の原料
水も測定可能です。

［測定範囲］0～1000ppb

TOC

N P

［測定範囲］
全窒素：0～2mgN/L（標準レンジ）～0～1000mgN/L（最大）
全りん：0～0.5mgP/L（標準レンジ）～0～250mgP/L（最大）

自動全窒素・全りん測定装置
TPNA-500

業界No.1の低ライフサイクルコストを実現（2013年当社調べ）
総量規制対応からコンプライアンスを重視する企業まで

工業用水質計

pH

溶存酸素計（ポーラログラフ式）
HD-200/300/HD-200-WI
●隔膜破れ、プローブ浸水自己診断機能搭載
●カートリッジ方式隔膜交換と隔膜・内部液交換再生方式を両立
●大気校正時のゼロ校正不要（自動電気ゼロ機能）

DO

DO

F-
上水から排水処理まで、
水処理のあらゆるプロセスへ。

光学式センサにより、
かつてないメンテナンス性の向上

隔膜破れ、プローブ浸水
自己診断機能搭載

［測定範囲］溶存酸素濃度：0～20mg/L、飽和度：0～200％

［測定範囲］溶存酸素濃度：0～20mg/L、飽和度：0～200％

光学式溶存酸素計
HD-200FL/HD-200FL-WI
●光源異常、膜検知異常などの自己診断機能搭載
●電解液（内部液）の交換やウォーミングアップ時間不要
●メンテナンス性の向上とランニングコストの軽減を実現
●ICメモリー内蔵センサキャップ採用

pH計
HP-200/300/HP-200-WI
HP-200-K/300-K（計量法対応品）
HP-300-IS（防爆形）
●さらに使いやすくなった新ワンタッチ校正機能
●校正履歴表示
●制御出力（上下限ON/OFF、時分割比例制御）〈4線式〉

曝気槽・脱窒槽など
中和反応処理の管理に

校正機能が更に進化、
フィールドでの作業工数を大幅削減

［測定範囲］pH：0～14

［測定範囲］ORP：-2000～2000mV

ORP計
HO-200/300/HO-200-WI
HO-300-IS（防爆形）
●各種溶液の酸化・還元電位を測定
　曝気槽・脱窒槽など中和反応処理の管理に

ORP

半導体/FPD工場や
ガラス工場などの排水管理に最適

［測定範囲］フッ化物イオン濃度：0～10000mg/L

簡易フッ化物イオン濃度計
HC-200F/300F/HC-200F-WI
●半導体/FPD工場やガラス工場などの排水管理に最適
●0～10000mg/Lの広範囲測定（10段階レンジ切替）

現場形

防爆 防爆

河川・湖沼・閉鎖性海域等の全窒素・全りん
濃度を高精度で測定する装置です。測定試薬
の長寿命化（当社従来比2倍）、消費電力の
削減などにより、ライフサイクルコスト約30%
の低減※を実現しました。　
※設置条件による

最適な分注および計量方式により、従来
の測定精度を保ちながら試薬量を1/10
にすることに成功しました。また、手間の
かかる試薬の調合も、試薬デリバリーサ
ービスによって不要となります。その結果、
試薬交換時の手間を低減するとともに
ランニングコストも当社従来比の約1/2
に低減することが可能となりました。

一般排水監視から大規模な生産プ
ロセスまで、広範な分野に幅広く対
応する屋外設置型の水質測定器。
pH、ORP、フッ化物イオン濃度、溶
存酸素、電気伝導率（導電率）、電
気抵抗率（比抵抗）をラインアップ。

上水から排水処理まで、水処理の
あらゆるプロセスに対応する屋外
設置型の水質測定器。pH、ORP、
フッ化物イオン濃度、光学式とポー
ラログラフ式の溶存酸素、2極式と
4極式の電気伝導率（導電率）、電
気抵抗率（比抵抗）、残留塩素、
MLSS、濁度、アンモニア態窒素を
ラインアップ。

防爆エリアのpH、ORP、電気伝導率
（導電率）の水質連続測定システムと
してセンサの耐久性向上、変換器の
信頼性向上、新ジェットブラシ洗浄器
のラインアップを図りました。石油精
製所や化学工場などの爆発性ガス
が存在する恐れのある環境での、水
質計測の「安全」を提供します。

［特長］
●保護等級IP65防滴構造の堅牢な
アルミダイカストケース。

●充実した自己診断機能を備えた
インテリジェント機。
●充実のインターフェース。

［特長］
●保護等級IP65防滴構造の堅牢な
アルミダイカストケース。
●現場絶縁2線伝送方式を採用。
測定現場と電源箱（計器室）間の
配線も容易にでき、ケーブルの長
さは最大1kmまで延長可能です。

［特長］
●本質安全構造（Ex ia ⅡC T4）
●最新の防爆指針（2008Ex）に対応
●安全保持器（バリア）は防爆検定
に適合した市販品より選択可能
●サニタリー形センサの組合せ可能

４線式 2線伝送式 防爆形（2線伝送式）



する、HORIBA水処理用分析計ラインアップ。　　

万一の油分流出事故を、レーザと映像が監視
性能＆メンテナンス性が大幅に向上

油膜検知器（レーザ走査式）
LO-300
排水面を半導体レーザビームが走査することで、油膜の浮遊を高精度に検知するレーザ
走査式油膜検知器です。水面上や床面の浮遊油膜の検出に大きな威力を発揮します。
また監視カメラユニット付（オプション）は、警報発生の直前・直後の動画を記録できます。

［測定範囲］
0.4～10m（測定対象：汚泥界面レベル）

汚泥界面計（超音波式）
SL-200B
下水処理場や排水管理において重要になる沈殿槽での汚泥引き抜き作業。その汚泥界
面を超音波反射法による非接触測定で、正確に計測し、離れた場所からの管理や自動化
など、作業の効率化をサポートします。カラーによるグラフ表示で沈降状態をビジュアルで
わかりやすく表示します。

汚泥界面を超音波で測定
沈殿槽管理の自動化をサポート

［検知対象］
水面上および床面の浮遊油膜（ガソリン、灯油、軽油、重油、絶縁油、潤滑油など）

排  水

SL

Oil

［測定範囲］
濁度：0～2度/0～4度、色度：0～10度/0～20度、
残留塩素：0～2mg/L、水圧：0～1MPa、pH：2～12pH、
電気伝導率：0～50mS/m、水温：0～50℃

自動水質測定装置
TW-100

上水施設や上水管、給水管末箇所に設置し、
無試薬で毎日の検査項目
（濁度・色度・残留塩素）を自動監視

RC

コンパクト設計された装置は、標準4項目（濁度、色度、残留
塩素、水圧）、最大7項目（標準+pH、電気伝導率、水温）の
測定が可能。無試薬。省令準拠した測定方式です。上水施
設や上水管・給水管未箇所に設置し、毎日の検査項目（標
準4項目）を自動監視、上水の安全・安心をサポートします。

COLOR CONDpHPRESS TEMPTURB

TURB

4極式電気伝導率計（導電率計）
HE-200H
●最大2000mS/cmまでの測定が可能
●表示レンジ自動切替　
●海水塩分・Nacl塩分換算機能搭載
●硝酸・リン酸・水酸化ナトリウム濃度の自動換算機能付

最大2000mS/cmまでの測定が可能

［測定範囲］
電気伝導率：0.0～200.0mS/cm　0.00～20.00S/m

COND

Resist

残留塩素計
HR-200/200RT/HR-200-WI
●ビーズ洗浄、電気化学洗浄（HR-200）
●回転電極式によるビーズ洗浄（HR-200RT）
●チップ交換式カソード極によりメンテナンスコストを低減

プール、上水、造水装置などの
残留塩素測定に最適

［測定範囲］残留塩素濃度：0～3mg/L

RC

MLSS計
HU-200SS/HU-200SS-WI
●スパン校正が不要な透過光式
●長寿命LED光源採用
●レファレンス光モニタ内蔵により光量変動自動補正

下水放流監視から排水処理プロセス
までのさまざまな環境に対応

［測定範囲］活性汚泥：0～20000mg/L、
カオリン：0～10000mg/L、クレイ：0～20000mg/L

MLSS

濁度計
HU-200TB/TB-W/TB-H/TB-EH/TB-IM
●0～2000度のワイドレンジ対応（HU-200TB-W）
●分解能0.001度/0.0001度の高感度（HU-200TB-H/TB-EH）
●センサを測定槽に直接浸漬可能な投込み形（HU-200TB-IM）
●長寿命LED光源採用（HU-200TB-EHは半導体レーザ光源採用）
●電動式ワイパー洗浄器により長期安定測定

原水から処理水、膜ろ過水まで
幅広い測定レンジに対応

［測定範囲］最小0～2度、最大0～4,000度（ホルマジン）

超純水を高精度に測定

電気抵抗率計（比抵抗計）
HE-200R/300R
●高精度温度補償を実現
●基準温度の任意設定が可能

0.00～20.00
0.0～200.0

0.000～2.000
0.00～20.00

MΩ-cm
kΩ-m

0.01/cmセル定数
［測定範囲］

電気
伝導率

COND

電気伝導率計（導電率計）
HE-200C/300C/HE-200C-WI
HE-300C-IS（防爆形）
●純水・ボイラ水の連続測定に最適
●多様な温度補償に対応　
●USP水質判定機能を搭載

純水・ボイラ水の連続測定に最適

0.000～2.000
0.00～20.00
0.0～200.0
0～2000※

0.0～200.0
0～2000

0.000～2.000
0.00～20.00μS/cm

0.01/cmセル定数 0.1 1.0
［測定範囲］

電気
伝導率

※レンジは、サニタリーセンサ（FS-01シリーズ）のみ適用。

防爆

NH4-N イオン電極法センサにより槽内のアンモニア態窒素濃度をリアルタイムに測定

［測定範囲］濃度：0～1000mg/L、温度：0～40℃

アンモニア態窒素計
HC-200NH
●独自の特許技術によりセンサの耐久性を向上
●超音波洗浄器によるセンサの汚れ防止
●測定中にセンサ劣化診断
●光学式DOセンサ接続で２チャンネル測定可能（オプション）

COLOR

色度計
HU-200CL
●色度/濁度の同時測定が可能
●電動式ワイパー洗浄器内臓
●長寿命の紫外/可視２色（青色・赤色）ＬＥＤ光源採用

配水池などろ過水の色度の管理に
使用できます！

［測定範囲］色度：0～100度、濁度：0～50度



　用途に合わせてお選びください。

洗浄器ラインアップ

鉛フリー電極、タフ電極の採用に
より、環境負荷の少ない測定を
実現

COND Resist DO RC

●高濃度タイプ（HE-480H）では500mS/cm
　までのワイドレンジ測定が可能
●低濃度タイプ（HE-480C）では純水、ボイラ
　水の連続測定に最適

［測定範囲］0.000～2.000/20.00/50.00S/m

超純水を高精度に測定。トレサビ
リティ体系に準拠

［測定範囲］0～100.0MΩ・cm

広範囲の溶存酸素測定に最適

［測定範囲］0～20.00mg/L

●ガルバニ方式（HR-480）
●ポーラルグラフ方式（HR-480P）

［測定範囲］0～2.00mg/L

ORP

電気伝導率計
HE-480H/480C

電気抵抗率計
HE-480R

溶存酸素計
HD-480

ORP計
HO-480

残留塩素計
HR-480/480P

［測定範囲］±2000mV

HE-480H

FES-126F ERFセンサ 5400 6805 RS-1

プロセス

pH ボイラー水などの純水pH測定に

pH計
HP-8A
純水のpH値そのものを変化させてしまうKCL溶
出の影響を除去し、低イオン濃度（0.1μS/cm～）
まできわめて安定した測定を発揮します。

［測定範囲］
pH0～14/0～10/2～12/4～14/0～8/3～11/
6～14/4～10/6～12のいずれか

［浸漬形］
UCHシリーズ

［浸漬形］
JCHシリーズ

［浸漬形］
BHシリーズ

［浸漬形］
BCHシリーズ

［浸漬形］
BCHシリーズ

［浸漬形］
CCHシリーズ

［浸漬形］
CBCHシリーズ

［浸漬形］
AH-151-CH

超音波洗浄器
UCH-1X1
UCF-3X1

ジェット洗浄器
JCH-1X1
JCF-3X1

ジェット駆動式
ブラシ洗浄器
BH-1X1

ブラシ洗浄器
BCH-1X1

ブラシジェット
洗浄器
BCH-1X1J

薬液洗浄器
CCH-1X1

薬液ブラシ
洗浄器
CBCH-1X1

自動校正機能付
pH計
AH-151

独自のバースト発振
方式を採用。洗浄中
も測定値への影響が
ないので連続的に洗
浄が可能です。

水またはエアジェット
流による洗浄が行え
ます。物理的な付着
物の洗浄に効果があ
ります。

水またはエアジェットで
ブラシを回転させる洗
浄器です。ジェット源が
あれば電源供給が不
要なため防爆エリアで
の使用が可能です。

モータ駆動式のブラシ
洗浄器です。物理的
な付着物の洗浄に効
果があります。

モータ駆動式のブラシ
洗浄器とジェット洗
浄器の複合形洗浄器
です。

希塩酸による化学的
洗浄でカルシウムなど
のコーティング物質の
洗浄に最適です。

希塩酸による化学的
洗浄にモータ駆動ブ
ラシ洗浄器を組み合
わせた複合式洗浄器
です。

［流通形］
UCFシリーズ

［流通形］
JCFシリーズ

自動的に電極の薬液洗浄およ
び標準液校正を行い、pH測定
を行うためメンテナンス作業の
大幅な削減が可能。定期的な
洗浄・校正により、安定した信
頼性の高いpH測定ができます。

●コンパクトサイズから標準サイズの変換機をラインアップ
●時分割比例制御機能付（HP-480TP）は最適な中和処理を
　実現可能
●パルス比例制御機能付（HP-480PL）はパルスポンプを
　ダイレクトに駆動可能

pH

pH計
HP-480/480TP/480PL

独創的なセンシング技術を結集した
パネルマウントタイプ水質計測器 pH

［測定範囲］pH0～14

ORP

pH、ORPアンプを内蔵したDIN
規格144サイズの記録計です。

pH/ORP記録計
CPR-101/200

HP-480



工業用pH電極/ホルダ ラインアップ

●洗浄性の良いドーム形状でタフ化を実現 ●汚れに強いダ
ブルセラミック液絡採用 ●高温（100℃）、高圧（0.6MPa）、
プロセス対応 ●ジェット、ブラシ、超音波洗浄器組合せ可能
●耐酸性良好

液絡：多孔質セラミック、温度：-10～100℃
圧力：0～0.6MPa（内部液加圧にて）

●新応答膜採用により、当社従来品の性能をさらに向上
●取り扱い易い固定スリーブ液絡採用

液絡：固定型ガラススリーブ、温度：-10～80℃
圧力：0～0.03MPa（内部液加圧にて）

●耐久性の高いPPS（ポリフェニレンサルファイド）ボディ 
●ガラスチップ、液絡チップ交換型によりメンテナンス性
を向上し、ランニングコストが低減

液絡：多孔質セラミック、温度：0～100℃
圧力：0～0.03MPa（内部液加圧にて）

●耐フッ酸用の新開発応答膜採用 ●耐薬品性の良いPSU
（ポリサルフォン）ボディ ●ダブルセラミック液絡

液絡：多孔質セラミック、温度：-10～60℃
圧力：0～0.2MPa（内部液加圧にて）

●耐アルカリ用の新開発応答膜採用 ●耐薬品性の良い
PSU（ポリサルフォン）ボディ●ダブルセラミック液絡 ●アル
カリ誤差低減

液絡：多孔質セラミック、温度：-10～60℃
圧力：0～0.2MPa（内部液加圧にて）

■ 耐高アルカリpH電極■ 耐フッ酸pH電極

■ 浸漬形ホルダ ■ 流通形ホルダ ■ フロート式ホルダ

●食塩電解プロセス水や高アルカリの廃液に強い
●0.1N苛性ソーダ、60℃にて寿命3ヵ月（目安）

液絡：多孔質セラミック、温度：-10～60℃
圧力：0～0.03MPa（内部液加圧にて）

■ドーム形pH電極 ■ 固定スリーブ形pH電極 ■ 汎用pH電極（チップ交換式）

チッチッププチチ
交換式交換式交換式式
複合複合複合合

一体型一体型一体型
複合複合複合

一体型一体型一 型
複合複合合

一体型一体型
複合複合

一体型一体型一体型体
複合複合複合合

●半導体プロセスやフッ酸を含む強酸の廃液に強い
●1000ppmフッ酸、25℃、pH3～4にて寿命1ヵ月（目安）

液絡：多孔質セラミック、温度：-10～60℃
圧力：0～0.03MPa（内部液加圧にて）

（加圧タイプ） （チップ交換
タイプ）

（チップ交換
タイプ）

（垂直式）

■ 耐フッ酸pH電極（チップ交換式） ■ 耐高アルカリpH電極（チップ交換式）

チップププ
交換式
複合

チップチップチッチッ
交換式交換式交換式式
複合複合複合複合

鉛フリーガラス
鉛フリーガラスをガラス応答部
およびボディ部に採用

銀イオントラップ
銀イオンの流出を
大幅に抑制

タフ電極
タフ電極の採用で
強度&感度を大幅アップ

スリーブ
液絡の面積を広げて
測定精度アップ

（高温・高圧対応
加圧タイプ）



油分濃度計
OCMA-505/555
●n-ヘキサン法では測れない低濃度も測定が可能です。
●安全性に優れたH-997を溶媒として使用しています。
●高精度測定する場合や水中の油分計測に適しています（OCMA-505）。
●部品などの付着油分や、乾燥した土壌の油分の測定に適しています（OCMA-555）。

排水中の油分測定や、
機械部品の付着油分の計測に最適です。

河川、湖沼、井戸水・地下水・放流水などの
水質調査・検査に最適です。

マルチ水質チェッカ
U-50 Series
●最大11項目同時測定、同時表示可能。
●表示器・センサプローブ一体型なので手軽に持ち運び
　が可能。ワンポイント測定や水面付近の測定に便利。
　高感度濁度センサ内蔵で低い濁度も計測可能。

DO

SALT DOCONDpH ORP DEP GPSTEMPTURBTDS

DOCOND SALT ResistpH ORP ION TDS

COND SALT Resist TDS

Oil

●耐衝撃性・耐薬品性に優れた新素材を採用した防水構造ボディ。
●水質2項目を同時表示可能なバックライト付大画面液晶。
●フィールドでも安心のプラスチックボディ電極を採用。

電気伝導率計
ES-71

本体・電極防水構造、パソコンとの接続にも対応、
測定データメモリ・プリンタ出力対応。

タフで防水構造対応のコンパクトなボディ。
ラボ測定からフィールド測定まで幅広く活用いただけます。

溶存酸素計
OM-71

pH・水質計
D-70 Series

DO防水電極については、
水深10mまでの測定が可能です。

pHメータ
B-711/712

電気伝導率計
B-771

ナトリウムイオンメータ
B-722

カリウムイオンメータ
B-731

硝酸イオンメータ
B-743

カルシウムイオンメータ
B-751

塩分計
B-721

HORIBAの電極技術を凝縮したフラットセンサにより、わずかな試料で滴下測定・校正が可能。
防水機能搭載・簡単操作であらゆる現場の水質測定ニーズに対応。

ポータブルタイプ
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