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  G1400シリーズ 防水型コンパクト導電率計

Ｇ１４００シリーズはコンパクトで防水タイプの２極式センサ一体型の導電率計です。
Ｇ１４１０はグラファイト製、Ｇ１４２０はステンレス製のシャフトの測定セルが本体と
一体となっています。新しいＧ１０００シリーズの、小型で持ちやすい防水ハウジン
グを使用しています。
水族館、逆浸透フィルタ、冷却プロセス、植物栽培などの用途に最適の１台です。

型番 製品名/製品説明

G1410 防水型コンパクト導電率計（グラファイト製センサ）

G1420 防水型コンパクト導電率計（ステンレス製センサ）

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GKL100 導電率標準液　１４１３μＳ/ｃｍ　１００ｍℓ

GKL101 導電率標準液　８４μＳ/ｃｍ　８０ｍℓ

GKL102 導電率標準液　５０μＳ/ｃｍ　１００ｍℓ

GKK252 ハードケース（２３５×１８５×４８ｍｍ）

小型のプローブ一体型防水導電率計

● ＩＰ６７の防水防塵性
● １０００時間以上の電池寿命
● 温度センサ内蔵プローブ一体型
● オートレンジ

G1410 G1420
測定要素 導電率、塩分、ＴＤＳ、温度 導電率、抵抗率、温度

測定
範囲

導電率
０～２０００μＳ/ｃｍ

０.００～２０.００ｍＳ/ｃｍ
０.０～１００.０ｍＳ/ｃｍ

０.０００～２.０００μＳ/ｃｍ
０.００～２０.００μＳ/ｃｍ
０.０～１００.０μＳ/ｃｍ

抵抗率 －
０.０１００～０.２０００ＭΩｃｍ

０.０１０～２.０００ＭΩｃｍ
０.０１～２０.００ＭΩｃｍ

ＴＤＳ ０～２０００ｍｇ/ℓ －

塩分 ０.０～５０.０ｇ/ｋｇ －

温度 -５.０～＋１０５.０℃

精度
導電率 ±０.５％ｒｄｇ±０.５％ｆ.ｓ. ±１％ｒｄｇ±０.５％ｆ.ｓ.

温度 ±０.３℃

温度補正
ｏｆｆ：補正無し、ｎＬＦ：非リニアＥＮ２７８８８準拠、

ＬＩＮ：係数によるリニア補正（Ｇ１４２０）、
ＮＬｎ：弱塩化ナトリウム溶液においてＥＮ６０７４６-３準拠（Ｇ１４２０）

測定セル

本体一体型２極式温度センサ内蔵測定セルφ１２ｍｍ

２極式測定セルφ１２ｍｍ（グラファイト）
ケーブル長１.２ｍ

２極式測定セルφ１２ｍｍ（ステンレス鋼
１.４４０４、１.４４３５）　ケーブル長１.２ｍ

機能 オートレンジ、自動温度補正、最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ

電源 単３乾電池×２（１０００時間以上）

保護等級 ＩＰ６５/ＩＰ６７

本体寸法・重量
１０８×５４×２８ｍｍ（センサ無し）　ＡＢＳ製

１８０ｇ ２１０ｇ

  GMH3431/3451 導電率計

ＧＭＨ３４３１/ＧＭＨ３４５１はプローブ一体型で２極式/４極式の導電率計です。
測定レンジが広く、ＧＭＨ３４３１は２００ｍＳ/ｃｍ、ＧＭＨ３４５１は４００ｍＳ/ｃｍのレ
ンジで純水の他、多岐の用途に使用できます。導電率の高いアルコール、油など
の有機物の測定には、白金電極のＬＴＧオプションプローブの１０００μＳ/ｃｍモデ
ルもあります。

プローブ一体型導電率計

● 温度センサ内蔵プローブ一体型
● ロギング機能（ＧＭＨ３４５１のみ）

型番 製品名/製品説明

GMH3431 導電率計（２極式）

GMH3451 導電率計（４極式）

GMH3431-LTG 導電率計（２極式白金電極、ガラスシャフト）１０００μＳ/ｃｍ

GMH3451-LTG 導電率計（２極式白金電極、ガラスシャフト）１０００μＳ/ｃｍ

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GKL100 導電率標準液　１４１３μＳ/ｃｍ　１００ｍℓ

USB3100N φ３.５ｍｍジャック-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG2M φ３.５ｍｍジャック-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GAC-PTS-12V １２Ｖ ＡＣアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

測定
範囲

導電率

０.０～２００.０μＳ/ｃｍ
０～２０００μＳ/ｃｍ
０.００～２０.００ｍＳ/ｃｍ
０.０～２００.０ｍＳ/ｃｍ
０～４００ｍＳ/ｃｍ（ＧＭＨ３４５１のみ）

抵抗率 ０.００５～１００.０ｋΩｃｍ

ＴＤＳ ０～１９９９ｍｇ/ℓ

塩分 ０.０～７０.０ｇ/ｋｇ

温度 -５.０～＋１００.０℃

精度
導電率 ±(０.５％ｒｄｇ＋０.３％ｆ.ｓ.)もしくは±２μＳ/ｃｍ

温度 ±(０.３Ｋ＋０.２％ｒｄｇ)

セル補正 ０.８００～１.２００ｃｍ-１で調整可能。手動、または標準液による自動補正

温度補正
自動またはｏｆｆ温度センサ内蔵電極により
ｏｆｆ：補正無し、ｎＬＦ：非リニアＥＮ２７８８８準拠、
ＬＩＮ：係数によるリニア補正０.３～３.０％Ｋ

測定セル
導電率測定セル、シャフト内に温度センサ内蔵、電極素材：グラファイト、シャフト
素材：ＰＰＥ、ＰＳ（ＧＭＨ３４３１）/エポキシド（ＧＭＨ３４５１）
ＧＭＨ３４３１：２極/ＧＭＨ３４５１：４極

コネクタ ＰＣ接続・アナログ出力：φ３.５ｍｍジャック

接続ケーブル ＰＣ接続：ＵＳＢ３１００Ｎ、アナログ出力：ＡＡＧ２Ｍ

アナログ出力 ０～１Ｖ スケーリング可能

ロギング機能 ＧＭＨ３４５１のみ インターバル：１０,０００データ、瞬時値：１,０００データ

機能
共通：塩分測定、ＴＤＳ測定、最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ
ＧＭＨ３４５１のみ：アナログ出力、４極測定セル、ロギング機能

動作温度・湿度
本体：-２５～＋５０℃、０～９５％ＲＨ
測定セル：-５～＋８０℃（常時）最大＋１００℃（短時間）０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

電源 ００６Ｐ ９Ｖ乾電池（約１５０時間）またはＤＣ１２～１０.５Ｖ ＡＣアダプタ

本体寸法・重量 １４２×７１×２６ｍｍ/約２３０ｇ　ＡＢＳ製

特長 特長

ご注文コード
ご注文コード

■テクニカルデータ

■テクニカルデータ

GKK252



24 | www.greisinger.jp

導
電
率

  GMH5400シリーズ 防水型導電率計

ＧＭＨ５４３０/ＧＭＨ５４５０は電極交換タイプ大型二段表示ディスプレイを備え
た防水型導電率計です。用途に合わせて４種類の電極が選択できます。オート
ホールド機能で測定が安定したときの値を自動でホールドすることもできます。
ＧＭＨ５４５０はロギング機能、電圧出力を備えており、モニタリングなどにも使用
できます。

型番 製品名/製品説明

GMH5430 防水型導電率計

GMH5450 防水型導電率計（ロギング機能付き）

　同梱品：本体、電池、工場出荷検査書、取扱説明書

GKL100 導電率標準液

USB5100 ４極バヨネット-ＵＳＢケーブルアダプタ

AAG5000 ４極バヨネット-バナナプラグまたはバラ線ケーブルアダプタ

GKK3600 ハードケース（３９５×２９５×１０６ｍｍ）

GSOFT3050 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

電極交換タイプの防水型導電率計

● ＩＰ６７の防水・防塵性
● 最大/最小値、自動ホールド表示機能
● ディスプレイバックライト
● １０,０００データロギング機能（ＧＭＨ５４５０）

GMH5430 GMH5450

測定範囲

最小範囲：０.０００～５.０００μＳ/ｃｍ＊または０.０～５００.０μＳ/ｃｍ＊＊

最大範囲：０～５０００μＳ/ｃｍ＊または０～１０００ｍＳ/ｃｍ＊＊

抵抗率：０.００５～５００.０ｋΩｃｍ（セル定数に依存）
ＴＤＳ：０～５０００ｍｇ/ℓ（セル定数に依存）
塩分濃度：０.０～７０.０（塩分ｇ/水ｋｇ）
温度：-５.０～＋１００.０℃　Ｐｔ１０００またはＮＴＣ１０ｋ

対応セル定数
４.０００～１５.０００/ｃｍ、０.４０００～１.５０００/ｃｍ
０.０４０００～０.１５０００/ｃｍ、０.００４０００～０.０１５０００/ｃｍ

精度 導電率：±(０.５％ｒｄｇ＋０.１％ｆ.ｓ.)（電極により）、温度：±０.２Ｋ

温度補正
自動、オフ（温度センサ内蔵電極）、ｎＬＦ：ＥＮ２７８８８によるカーブ
ＬＩＮ：係数によるリニア補正、ＯＦＦ：温度補正無し

アナログ出力 － ０～１Ｖ スケーリング可能 分解能１３ビット

コネクタ
プローブ：７極バヨネットコネクタ
ＰＣ接続、アナログ出力、外部電源：４極バヨネットコネクタ

接続ケーブル ＰＣ接続、外部電源：ＵＳＢ５１００、アナログ出力：ＡＡＧ５０００

ロギング機能 －
インターバル：１０,０００データ

マニュアル：１,０００データ

動作温度・湿度 -２５～＋５０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）

保管温度 -２５～＋７０℃

保護等級 ＩＰ６５/ＩＰ６７

電源 単４乾電池×２（約１６０時間）、ＵＳＢ５１００

本体寸法・重量 １６０×８６×３７ｍｍ/約２５０ｇ　ＡＢＳ製

ステンレス鋼導電率電極 ガラス/白金導電率電極

LF200RW LF210

測定範囲
導電率：０～２００μＳ/ｃｍ

温度：-５～＋１００℃
導電率：０～１０００μＳ/ｃｍ

温度：-５～＋１００℃

セル定数 Ｋ＝約０.１ Ｋ＝約１

温度測定 サーミスタ（ＮＴＣ１０ｋΩ） サーミスタ（ＮＴＣ１０ｋΩ）

シャフト φ１２×７５ｍｍ　ステンレス鋼 φ１２×１２０ｍｍ　ガラス

電極 ２電極式 ２電極式/白金

用途 純水、超純水 アルコール、燃料、重油

ケーブル長 １ｍ １ｍ

４電極式グラファイト電極 ４電極式グラファイト電極

LF400 LF425

測定範囲
導電率：０～２００μＳ/ｃｍ

温度：０～＋１００℃
導電率：０～１０００ｍＳ/ｃｍ

温度：-１０～＋８０℃

セル定数 Ｋ＝約０.５５ Ｋ＝約０.４２

温度測定 サーミスタ（ＮＴＣ１０ｋΩ） Ｐｔ１０００

シャフト φ１２×１２０ｍｍ　エポキシ φ１６×１４５ｍｍ　ＰＶＣ-Ｃ

電極 ４電極式　グラファイト ４電極式　グラファイト

用途 汎用的、低コスト 高精度、ハイエンドクラス

ケーブル長 ２ｍ １ｍ

ハードケース 絶縁インターフェースケーブル

GKK3600 USB5100
その他 ３９５×２９５×１０６ｍｍ ４極バヨネット-ＵＳＢケーブルアダプタ

ＰＣソフトウェア

GSOFT3050
その他 データロギング管理用ソフトウェア（英語）

１４１３μＳ/ｃｍ ８４μＳ/ｃｍ ５０ｍＳ/ｃｍ

GKL100 GKL101 GKL102
容量 １００ｍℓ ２５０ｍℓ １００ｍℓ

特長

ご注文コード

■テクニカルデータ

■測定電極

■導電率計アクセサリ

＊セル定数０.０１/ｃｍ　＊＊セル定数０.１～１.２/ｃｍ（標準）　※使用電極により。

GKL100 GKK3600 GSOFT3050

  プローブ＆アクセサリ


