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※製品の詳細は弊社ホームページをご覧ください。 「オガワ精機(株)　国内第二営業部」で検索

防塵防水保護等 IP67

寸法 200 x 85 x 50 mm

重量 280 g

NaCl
　0~400.0% (Mi306)

　測定値の±1% (Mi306)

DO
　0～45.00ppm (Mi605)

フルスケールで±1.5% (Mi605)

EC
　0~200mS/cm (Mi306),0~3999μS/cm (Mi805),0~20.00μm/cm (Mi806)

　±1% (Mi306),±2% (Mi805･806)

TDS
　0~400g/l (Mi306),0~1999ppm (Mi805),0~10.00ppt (Mi806)

　±1% (Mi306),±2% (Mi805･806)

Temp
　-5~105℃ (Mi105･106),0~60℃ (Mi306.805.806),0~50℃ (Mi605)

　±0.5℃ (Mi105･106･605･805･806),±0.01℃ (Mi306)

ORP
　-2000~+2000mV (Mi106)

　±2mV (Mi106)

　-2.00~16.00pH (Mi105･106), 0~14.00pH (Mi805.806)

　±0.02pH (Mi105/106),±0.01pH (Mi805･806)

ポケットテスター~複数パラメータ~

測定項目

品番

OSK47NXMi105

OSK47NXMi106

OSK47NXMi306

OSK47NXMi605

OSK47NXMi805

OSK47NXMi806

pH

Miシリーズは基本的なpH・温度測定は通常完備の上

ORP・EC・TDS・NaCl・DOの測定も可能です。

高性能バッテリーにより最長500時間稼働も可能

付属の電極計で測定後、計測値を本体に保存できます。

主な特徴

１台でpH・EC・TDS・温度などの名項目の測定が可能。

電池残量を起動のたびパーセント表示。

測定項目をホールド、自動更新の恐れなし。

持ち運び簡単な

キャリングケース付



　　※全製品に9V電池、取扱説明書は標準付属です。

　※詳細は弊社「オガワ精機(株)　国内第二営業部」にお問い合わせください。

 〒169-0072  東京都新宿区大久保2-2-9　22山京ビル

TEL : 03-3200-0234 , FAX : 03-3200-0373 

 Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

DO電極、電極用ろ過フィルター、電解液 20ml

pH/EC/TDS/温度電極 、pH 4.01/pH 7.01 緩衝液 20 mL

1413 µS/cm 較正液 20 mL×２、電極洗浄液 20ml×２

pH/EC/TDS/温度電極、pH 4.01/pH 7.01 緩衝液 20 mL

12880 µS/cm 較正液 20ml×２、電極洗浄液 20ml×２

OSK47NXMi105

OSK47NXMi106

OSK47NXMi306

OSK47NXMi605

OSK47NXMi805

OSK47NXMi806

DO電極用比較電極内部液 (230 mL)

電極ホルダー

アプリケーションソフトウェア

電極用ろ過フィルター(5個)

OSK47NXMA851D/1 

OSK47NXMA923D/1 

OSK47NXMA814D/1

OSK47NXMA840/3 

OSK47NXM10004B 

OSK47NXM10006B 

OSK47NXM10007B 

OSK47NXM10010B 

OSK47NXM10000B 

OSK47NXM10030B 

OSK47NXM10031B 

OSK47NXM100335B 

1413 µS/cm 較正液 (230 mL)

84 µS/cm 較正液 (230 mL)

111.8 mS/cm 較正液 (230 mL)

塩化ナトリウム較正液 (230 mL)

5000 µS/cm較正液 (230 mL)

pH 9.18 緩衝液 (230 mL)

pH 10.01 緩衝液 (230 mL)

電極保存液 (230ml)

電極洗浄液 (230ml)

12880 µS/cm 較正液 (230 mL)

1413 µS/cm 較正液 20 mL 小袋 (25 個)

111.8 mS/cm 較正液 20 mL 小袋 (25 個)

pH 4.01 緩衝液 (230 mL)

pH 6.86 緩衝液 (230 mL)

pH 7.01 緩衝液 (230 mL)

pH6.86 緩衝液 20 mL 小袋 (25 個)

pH7.01 緩衝液 20 mL 小袋 (25 個)

pH10.01 緩衝液 20 mL 小袋 (25 個)

電極洗浄液 20 mL 小袋 (25 個)

12880 µS/cm 較正液 20 mL 小袋 (25 個)

pH/EC/TDS/温度電極 DIN コネクター付き

pH/ORP/温度電極 DIN コネクター付き

EC 電極 DIN コネクター付き

DO電極

pH 4.01 緩衝液 20 mL 小袋 (25 個)

OSK47NXMA914BR/1

品番 内容

pH/温度電極 BNC & RCA コネクター付き

アクセサリー

OSK47NXMA9065

OSK47NXMA9066 

OSK47NXMA9069

OSK47NXMA9071 

OSK47NXMA9351

OSK47NXMi5200 

OSK47NXMA841

pH/温度電極、pH 4.01/pH 7.01 緩衝液 20 mL、2x20 mL 電極洗浄液

品番 内容

OSK47NXMA9015 

OSK47NXMA9016 

OSK47NXMA9060 

OSK47NXMA9061 

OSK47NXMA9063

OSK47NXMA9004 

OSK47NXMA9006 

OSK47NXMA9007 

OSK47NXMA9009 

OSK47NXMA9010
上記、各製品に対応するアクセサリーです。

右記、各製品に対応可能アクセサリーです。

pH/ORP/温度電極、pH 4.01/pH 7.01 緩衝液 20 mL、2x20 mL 電極洗浄液

EC 電極、12880 µS/cm 較正液 20ml×２

アプリケーションソフトウェア、電極ホルダー


