O2 meter

CO2 meter

pH meter
PreSens 蛍光消失時間式 非接触·非破壊 or 低侵襲

酸素濃度計／二酸化炭素濃度計／ pH計
光学的な検出方式により、非破壊または低侵襲での測定が可能
蛍光強度式よりも正確かつ高感度な蛍光消失時間式を採用
気相と液相のどちらも測定可能（pHおよびCO2計は液相のみ）
培養モニタリングや飲食品の容器のガスバリア性評価に最適です

スタンドアロン型酸素濃度計

Fibox 4 / Fibox 4 trace

（標準感度センサー用）（標準感度センサー／低濃度域用高感度センサー兼用）

■主な用途
・医薬品や飲食料における、樹脂容器やガラス瓶等の透明容器内の酸素濃度測定
・野外での土壌中、河川、湖沼、海洋の酸素濃度測定
・培養中の動物細胞や微生物の酸素消費量のモニタリング

■特長
Fibox 4はコンパクトでポータブルな完全スタンドアロン型の光学式酸素濃度計です。
ハウジングは堅牢・軽快かつ簡易な防滴構造で、フィールドで内蔵バッテリーによる携帯運用が
可能です。大容量の充電式バッテリーと、膨大なデータを保存可能な大容量メモリーの搭載で、
長時間PCから独立して測定を継続することができます。PCとの接続およびバッテリー充電はUSB
ケーブルの接続で行います。
Fibox 4 traceは上記に加え、土壌環境やガスバリア性測定に向いたppbレベルの高感度センサー
（Pst6）
が使用可能です。

■ソフトウェア

■光ファイバー測定用オプション
非破壊測定読取用光ファイバー

使用温度範囲：〜 70℃。標準は2.5mです。5mもご用意できます。

POF-L2.5-1SMA

¥30,000

POF-L2.5-2SMA

¥32,000

片側はSMA端子で本体に接続し、反対側はチップに当て
る、もしくはシングルユースフローセルに通して使用します。
両端がSMA端子のケーブルです。面ファスナーアダプター
やスティックオンアダプターで使用します。

面ファスナーアダプター

OSはWindows 10以降に対応（要Excel）。
使用時に本体機種を認識設定し、センサーを登録します。出荷時校正データに
よるセンサーの校正値を個々に入力して運用します。
測定時は数値だけでなく、グラフ表示で分かりやすい測定傾向が確認できます。

ARC

■仕様

スティックオンアダプター

型名

Fibox 4

Fibox 4 trace

タイプ

非接触。標準感度センサー用

非接触。標準＆高感度センサー用

適用センサー

PSt3タイプ

PSt3およびPSt6タイプ

測定範囲

気相：0 〜 100%O2
液相：0 〜 45ppm

PSt3使用時は左記
PSt6 気相：0 〜 4.2%O2
PSt6 液相：0 〜 1.8ppm

検出限界

0.03%O（15ppb）
2

PSt3使用時は左記
PSt6：0.002%O（
2 1ppb）

外形寸法
／本体質量

119×180×37Hmm、0.65kg
（バッテリーとプロテクションキット含まず。両者を装着した場合0.78kg）

価格

¥2,200,000

¥2,400,000

測定には別売の読取用光ファイバーが必要です
（右記参照）
。

温度センサー TEP-L5-ST62（PT100Ω）

1

¥25,000

直径25 〜 200mmの円筒状の容器に光ファイバーを固定
するためのアダプターです。
POF-2SMAを使用して接続します。

温度による酸素濃度の自動補正を行う場合必要です。価格￥65,000

SOA

¥12,000

透明なガラス容器、またはプラスチック容器に光ファイバー
を固定するためのアダプターです。POF-2SMA用。
外形寸法：20×20×7Hmm

非破壊測定読取用コースター

CFG

CFG/CFG dual

CFG dual

各¥100,000

三角フラスコやディッシュ等の容器の下に置いて使
用します。dualタイプはDOとpHの同時測定用です。
外形寸法：約93×41×16Hmm 、光ファイバー長さ：2.5m

シングルユースフロースルーセル
FTC-SU-PSt3

¥120,000（3個入）

ルアーロックの流路に通して測定します。
EtOH滅菌済み。
光ファイバーはPOF-1SMAを使用します。

■詳細な仕様
型名

Fibox 4

Fibox 4 trace

適用センサー

PSt3タイプ

PSt3タイプ、PSt6タイプ（およびPSt9タイプ（＊1）

測定範囲※（ ）内は液相時

0〜100% O（
2 0 〜 45ppm）

PSt3使用時：0〜100% O（
2 0 〜 45ppm）
PSt6使用時：0〜 4.2% O（
2 0 〜1.8ppm）

検出限界※（ ）内は液相時

0.03% O（
2 15ppb）

PSt3使用時：0.03% O（
、PSt6使用時：0.002% O（
、
2 15ppb）
2 1ppb）

分解能※（ ）内は液相時

±0.01 % O2 at 1 % O（
2 ±0.005mg/L at 0.4mg/L）
±0.05% O2 at 20.9 % O（
2 ±0.025mg/L at 9.0mg/L）

、
PSt3使用時：±0.01 % O2 at 0.21 % O（
2 ±0.14 μmol at 2.83μmol）
±0.1% O2 at 20.9 % O（
2 ±1.4μmol at 283.1μmol）
at 0.03μmol）、
PSt6使用時：±0.0007 % O2 at 0.002 % O（±0.010μmol
2
±0.0015% O2 at 0.2 % O（
2 ±0.020μmol at 2.8μmol）

測定精度

±0.4% O2 at 20.9% O2、±0.05% O2 at 0.2% O2

PSt3使用時：±0.4% O2 at 20.9% O2、±0.05% O2 at 0.2% O2
PSt6使用時：±1ppb または 測定値の±3%のいずれか高い方

90%応答時間

<6sec（気相）、<40sec（液相）

ドリフト

0.03%O（
2 インターバル1minで30日間測定）

温度影響の補正、使用環境温度範囲

自動／手動、測定可能範囲0 〜+50℃、温度センサーはオプション

適用可能な液相成分

水溶液、エタノール、メタノール

PSt3使用時：0.03% O（
2 インターバル1minで30日間測定）
PSt6使用時：±2ppb（インターバル1minで30日間測定）

測定に干渉しない要素

pH1〜14、CO2、H2S、各種イオン成分

測定に干渉する要素

アセトン、
トルエン、クロロホルム、塩化メチレン等の有機溶媒、塩素ガス

適用可能なセンサー滅菌法

オートクレーブ（＊2）、エチレンオキサイド
（EtO）

センサーのクリーニング

CIP、5% NaOH, 90℃、3% H2O2、酸性洗浄剤（HCl、H2SO4）Max. 4-5％

キャリブレーション

0% O2と100% 飽和酸素空気の2点校正

電源

単三ニッケル水素電池4個、USBから充電可能、充電用ACアダプター（DC5V、min.1A）付属

バッテリー運転時間

16時間（インターバル3sec測定、励起LED強度初期値、ディスプレイバックライトOFF、室温）

デジタルインターフェイス

USB（ケーブル付属）

ディスプレイ、内蔵メモリー

3.5インチカラー TFT液晶、320×240Pixel

本体外形寸法、質量

W119×D180×H37mm、0.65kg（バッテリーとプロテクションキット含まず。両者を装着した場合0.78kg）

標準付属品

データマネージャーソフトウェア
（Windows ）、USBケーブル、USB電源アダプター

本体価格（＊3）

¥2,200,000（別売温度センサー追加時 ¥2,265,000）

PSt3使用時：0% O2と100% 飽和酸素空気の2点校正
PSt6使用時：0% O2と1〜2% O2の2点校正

内蔵メモリー：4GB（〜 10,000,000データセット。付属のソフトウェアにてPCにエクスポート可能）

¥2,400,000（別売温度センサー追加時 ¥2,465,000）

（＊1）PSt9タイプは低濃度域用超高感度な気相測定専用のセンサーです。PSt6タイプよりも使用が限られるので、本カタログでは非掲載としています。
（＊2）
オートクレーブはセンサータイプによって可/不可があります。詳しくはお問い合わせください。
（＊3）各センサーおよび検出器は別売です。
●データ管理・分析用のパソコンは別途ご用意ください。

■センサーオプション
❶

品名

非破壊酸素測定用
センサーチップ ➊

❷

❸

接着剤

❹
❺
●

フロースルーセル式
酸素センサー ❸
シングルユース
フロースルーセル ❹
プローブ式
酸素センサー ❺

❻

インライン用
酸素センサー ❻

型名

適用機種

備考

価格

SP-PSt3-NAU-D5

Fibox 4/4 trace、OXY-1 SMA/SMA trace 標準感度、ポリエステル基盤、Φ5mm、オートクレーブ不可、20枚入

SP-PSt3-YAU-D5

Fibox 4/4 trace、OXY-1 SMA/SMA trace 標準感度、ガラス基盤、Φ5mm、厚さ約1mm、オートクレーブ可、10枚入

SP-PSt6-NAU-D5

Fibox 4 trace、OXY-1 SMA trace

低濃度域用高感度、ポリエステル基盤、Φ5mm、オートクレーブ不可、20枚入

SP-PSt6-YAU-D5

Fibox 4 trace、OXY-1 SMA trace

低濃度域用高感度、ガラス基盤、Φ5mm、オートクレーブ可、10枚入

SP-PSt3-SA ❷

標準感度、ポリエステル基盤でシールタイプ、Φ5mm、オートクレーブ不可
Fibox 4/4 trace、OXY-1 SMA/SMA trace
10枚入

お問合せ

SG-1

ー

¥10,000

FTC-PSt3

Fibox 4/4 trace、OXY-1 SMA/SMA trace 標準感度、セル内容量100±10μL、ルアーロック接続、オートクレーブ可

非破壊酸素/pH測定用センサーチップを容器に貼付するための接着剤、一般用

低濃度域用高感度、セル内容量100±10μL、ルアーロック接続、オートクレーブ
可

¥60,000
¥80,000
¥100,000
¥80,000

¥140,000
¥140,000

FTC-PSt6

Fibox 4 trace、OXY-1 SMA trace

FTC-SU-PSt3-S

Fibox 4/4 trace、OXY-1 SMA/SMA trace

DP-PSt3

Fibox 4/4 trace、OXY-1 SMA/SMA trace 標準感度、スチール保護管Φ4×100mm、オートクレーブ不可 Max.70℃

¥140,000

DP-PSt6

Fibox 4 trace、OXY-1 SMA trace

¥140,000

OIM-PSt3

標準感度、SUS製、長さ120mm、Φ12mmねじ口ポートに接続可、オートクレー
Fibox 4/4 trace、OXY-1 SMA/SMA trace
ブ可。ファーメンター等の培養システム向け

¥210,000

ー

¥120,000

インライン用酸素セン
OEC-PSt3
サー交換キャップ

、測定温度範囲：0 〜 50℃
測定範囲：0〜100% O（
2 0 〜 45ppm）
測定精度：±0.4％ O2 at 20.9% O2、応答時間<30sec、EtO滅菌済、3個入

低濃度域用高感度、スチール保護管Φ4×100mm、オートクレーブ不可

OIM-PSt3用の酸素センサー交換用キャップ、オートクレーブ可

¥120,000

■非破壊酸素測定用センサーチップ

別売の接着剤で容器の内部に貼付して、外部からサンプリングを行わずに測定が可能です。オートクレーブに対応したYAUタイプ（ガラス基盤）
と非対応のNAUタイプ（ポリエステル基
盤）があります。

■フロースルーセル式酸素センサー

液体や気体を流しながら測定が可能です。センサー部はオートクレーブが可能です。シングルユースタイプは還流培養や流路の間に入れて測定が可能です。

■プローブ式酸素センサー

センサーチップと検出部が一体型になったセンサーです。溶媒に浸けて使用が可能ですが、オートクレーブには対応しておりません。

■インライン用酸素センサー

ステンレス製の外装に酸素センサーを組み込んだプローブで、100回を超えるオートクレーブが可能です。

2

スタンドアロン型マイクロ酸素濃度計

Microx 4 / Microx 4 trace

（標準感度センサー用） （標準感度センサー／低濃度域用高感度センサー兼用）

■主な用途
・組織や器官等の生体内の酸素濃度測定 ・細胞培養容器内の酸素濃度の非接触測定
・野外での土壌中、河川、湖沼、海洋の酸素濃度測定や生物呼吸測定
・医薬品や食品および飲料品の包装内の酸素濃度測定

■特長
Microx 4はコンパクトでポータブルな完全スタンドアロン型の光学式酸素濃度計です。
ハウジングは堅牢・軽快かつ簡易な防滴構造で、フィールドで内蔵バッテリーによる携帯運用が可能
です。大容量の充電式バッテリーと、膨大なデータを保存可能な大容量メモリーの搭載で、長時間PC
から独立して測定を継続することができます。PCとの接続およびバッテリー充電はUSBケーブルの
接続で行います。
Microx 4 traceはワイドレンジの測定に対応したPSt7センサーに加え、微細な変化などの測定に向
いた検出限界3ppbレベルの高感度センサー（PSt8）
が使用可能です。

■光ファイバーおよびニードル測定用オプション

■ソフトウェア

ニードル式/固定ニードル式マイクロ酸素センサー

NTH-PSt7/8-02, NFSG-PSt7/8-02(固定式) 各¥70,000

マイクロセンサーを内蔵したニードル。サンプルに刺しての測定
に。ニードルの長さ40mm、太さ21G。
ニードル式：シリンジ型で光ファイバー先端のセンサー部をニー
ドルから出し入れできるタイプ。ゲル状〜固体のサンプルに。
固定ニードル式：センサーの固定された針先のみのタイプ、密閉
空間の気相測定用。

プロファイリング用マイクロ酸素センサー
OSはWindows 10以降に対応（要Excel）。
使用時に本体機種を認識設定し、センサーを登録します。出荷時校正データに
よるセンサーの校正値を個々に入力して運用します。
測定時は数値だけでなく、グラフ表示で分かりやすい測定傾向が確認できます。

¥70,000

インプラント用マイクロ酸素センサー
IMP-PSt7/8-02 各¥70,000

■仕様
型名

Microx 4

タイプ

非接触とニードル。標準感度センサー用 非接触とニードル。標準＆高感度センサー用

Microx 4 trace

適用センサー

PSt7タイプ

PSt7およびPSt8タイプ

測定範囲

気相：0 〜 100%O2
液相：0 〜 45ppm

PSt7使用時は左記。
PSt8 気相：0 〜 10%O2
PSt8 液相：0 〜 4.5ppm

検出限界

0.03%O（15ppb）
2

PSt7使用時は左記。
PSt8使用時：0.007%O（3ppb）
2

外形寸法
／本体質量

119×180×37Hmm、0.65kg
（バッテリーとプロテクションキット含まず。両者を装着した場合0.78kg）

価格

¥2,400,000

¥2,600,000

測定には別売の読取用ニードルセンサー、もしくは光ファイバーが必要です
（右記参照）。

3

PM-PSt7/8-02

センサーの繰り出しを微細に行えます。測定位置により濃度
変化する場合や、固体サンプルで繰り出しの加減が難しい場
合に。先端がニードルなタイプとフラットタイプがあります。

温度センサー TEP-L5-ST62（PT100Ω）
温度による酸素濃度の自動補正を行う場合必要です。価格￥65,000

動物の組織等に埋め込み測定を行う、インプラントタイプの
センサーです。ハウジング等のカバーがなく、ファイバー径
の約200μmが太さとなります。オートクレーブ不可、 蒸気
滅菌は可能です。

プローブ式酸素センサー

DP-PSt7-10/8-10 各¥120,000

Φ3mm×100Lmmのスチールで保護された液没対応のプ
ローブです。ウェル内の測定や、非接触でなくても良い場合
で活用します。

非破壊測定読取用光ファイバー

使用温度範囲：〜 70℃。標準は2.5mです。5mもご用意できます。

POF-L2.5-1ST

¥30,000

POF-L2.5-2ST

¥32,000

片側はST端子で本体に接続し、反対側はチップに当てる、
もしくはシングルユースフローセルに通して使用します。
両端がST端子のケーブルです。面ファスナーアダプターや
スティックオンアダプターで使用します。

■詳細な仕様
型名

Microx 4

Microx 4 trace

適用センサー

PSt7タイプ（PSt7-10、PSt7-02）

PSt7タイプ（PSt7-10、PSt7-02）およびPSt8タイプ（PSt8-10、PSt8-02）

測定範囲※（ ）内は液相時

0〜100% O（
2 0 〜 45ppm）

PSt7使用時：0〜100% O（
2 0 〜 45ppm）
PSt8使用時：0〜 10% O（
2 0 〜4.5ppm）

検出限界※（ ）内は液相時

PSt7-10使用時：0.02% O（
2 10ppb）
PSt7-02使用時：0.03% O（
2 15ppb）

PSt7-10使用時：0.02% O（10ppb）
、PSt7-02使用時：0.03% O（15ppb）
、
2
2
、PSt8-02使用時：0.007% O（3ppb）
、
PSt8-10使用時：0.005% O（2ppb）
2
2

分解能※（ ）内は液相時

±0.01 % O2 at 1 % O（
2 ±0.005mg/L at 0.4mg/L）
±0.05% O2 at 20.9 % O（
2 ±0.025mg/L at 9.0mg/L）

、
PSt7使用時：±0.01 % O2 at 1 % O（
2 ±0.005mg/L at 0.4mg/L）
±0.05% O2 at 20.9 % O（
2 ±0.025mg/L at 9.0mg/L）
、
PSt8使用時：±0.002% O2 at 0.008 % O（
2 ±0.7ppb at 3ppb）
±0.006% O2 at 2.5 % O（
2 ±2.5ppb at 1000ppb）

測定精度

±0.05% O2 または測定値<3%

PSt7使用時：±0.05% O2 または測定値<3%
PSt8使用時：±3ppb または 測定値<3%

90%応答時間

<3sec（気相）、<10sec（液相）

温度影響の補正、使用環境温度範囲

自動／手動、測定可能範囲0 〜+50℃、温度センサーはオプション

適用可能な液相成分

水溶液、エタノール、メタノール

測定に干渉しない要素

pH1〜14、CO2、H2S、SO2、各種イオン成分

測定に干渉する要素

アセトン、
トルエン、クロロホルム、塩化メチレン等の有機溶媒、塩素ガス

適用可能なセンサー滅菌法

オートクレーブ（＊1）、エチレンオキサイド
（EtO）

センサーのクリーニング

3% H2O2、エタノール、石けん水

キャリブレーション

0% O2と100% 飽和酸素空気の2点校正

電源

単三ニッケル水素電池4個、USBから充電可能、充電用ACアダプター（DC5V、min.1A）付属

バッテリー運転時間

16時間（インターバル3sec測定、励起LED強度初期値、ディスプレイバックライトOFF、室温）

デジタルインターフェイス

USB（ケーブル付属）

ディスプレイ、内蔵メモリー

3.5インチカラー TFT液晶、320×240Pixel

本体外形寸法、質量

W119×D180×H37mm、0.65kg（バッテリーとプロテクションキット含まず。両者を装着した場合0.78kg）

標準付属品

データマネージャーソフトウェア
（Windows）、USBケーブル、USB電源アダプター

本体価格（＊2）

¥2,400,000（別売温度センサー追加時 ¥2,465,000）

PSt7使用時：0% O2と100% 飽和酸素空気の2点校正
PSt8使用時：0% O2と1〜2% O2の2点校正

内蔵メモリー：4GB（〜 10,000,000データセット。付属のソフトウェアにてPCにエクスポート可能）

¥2,600,000（別売温度センサー追加時 ¥2,665,000）

（＊1）
オートクレーブはセンサータイプによって可/不可があります。詳しくはお問い合わせください。
（＊2）各センサーおよび検出器は別売です。 ●データ管理・分析用のパソコンは別途ご用意ください。

■センサーオプション
❶
●

品名
ニードル式
マイクロ酸素センサー

❷

❸

固定ニードル式
マイクロ酸素センサー❶
インプラント用
マイクロ酸素センサー

型名

NTH-PSt7-02
NTH-PSt8-02

Microx 4 trace、OXY-1 ST trace

NFSG-PSt7-02

Microx 4/4 trace、OXY-1 ST/ST trace

NFSG-PSt8-02

Microx 4 trace、OXY-1 ST trace

IMP-PSt7-02

Microx 4/4 trace、OXY-1 ST/ST trace

IMP-PSt8-02

Microx 4 trace、OXY-1 ST trace

プロファイリング用
PM-PSt7-02
マイクロ酸素センサー ❷
PM-PSt8-02
（先端フラットタイプ）
プロファイリング用
マイクロ酸素センサー
（先端ニードルタイプ）

❹
●

❺

Microx 4 trace、OXY-1 ST trace

PM-PSt8-02-OIW Microx 4 trace、OXY-1 ST trace

ニードルバリエーション
40mm／0.8mm（21G）

40mm／ 0.8mm（21G）

ー

40mm／ 0.8mm（21G）

40mm／ 0.8mm（21G）

型名

備考

価格

標準感度、応答時間＜3sec 、センサー先端200μm

¥70,000

低濃度域用高感度、応答時間<3sec、センサー先端200μm

¥70,000

標準感度、応答時間＜3sec、気相用
（液相は非推奨）

¥70,000

低濃度域用高感度、応答時間＜3sec、気相用
（液相は非推奨）

¥70,000

標準感度、応答時間＜3sec 、センサー先端200μm、オートクレーブ不可

¥70,000

低濃度域用高感度、応答時間＜3sec、センサー先端200μm、オートクレーブ不可

¥70,000

標準感度、応答時間＜3sec、半固体の測定に最適

¥70,000

低濃度域用高感度、応答時間＜3sec、半固体の測定に最適

¥70,000

標準感度、応答時間＜3sec、半固体の測定に最適

¥70,000

低濃度域用高感度、応答時間＜3sec、半固体の測定に最適

¥70,000

備考

価格

PreSensニードル式マイクロセンサー用のマニュアルマイクロマニピュレーター。μmの読み取り精度で3軸に移動。安全挿入
機能により、半固体・固体サンプルにセンサー先端を安全に押し出し可能。90度チルトアップも可。
移動範囲 X軸：37mm, 微細駆動10mm、Y軸：20mm、Z軸：25mm

MM

品名
プローブ式
酸素センサー ❹

Microx 4/4 trace、OXY-1 ST/ST trace

PM-PSt7-02-OIW Microx 4/4 trace、OXY-1 ST/ST trace

品名
マニュアルマイクロ
マニピュレーター ❸

適用機種
Microx 4/4 trace、OXY-1 ST/ST trace

型名

適用機種

¥560,000

備考

価格

DP-PSt7-10

Microx 4/4 trace、OXY-1 ST/ST trace

標準感度、スチール保護管Φ3×100mm、オートクレーブ不可 Max.70℃

¥120,000

DP-PSt8-10

Microx 4 trace、OXY-1 ST trace

低濃度域用高感度、スチール保護管Φ3×100mm、オートクレーブ不可

¥120,000

SP-PSt7-10-NAU-D5 Microx 4/4 trace、OXY-1 ST/ST trace

標準感度、ポリエステル基盤、Φ5mm、オートクレーブ不可、10枚入

¥80,000

SP-PSt7-10-YAU-D5 Microx 4/4 trace、OXY-1 ST/ST trace

標準感度、ガラス基盤、Φ5mm、オートクレーブ可、5枚入

¥78,000

SP-PSt8-10-NAU-D5 Microx 4 trace、OXY-1 ST trace

低濃度域用高感度、ポリエステル基盤、Φ5mm、オートクレーブ不可、10枚入

¥80,000

SP-PSt8-10-YAU-D5 Microx 4 trace、OXY-1 ST trace

低濃度域用高感度、ガラス基盤、Φ5mm、オートクレーブ可、5枚入

¥78,000

接着剤

SG-1

ー

非破壊酸素/pH測定用センサーチップを容器に貼付するための接着剤、一般用

¥10,000

非破壊測定読取用
光ファイバー

POF-1ST

Microx 4/4 trace、OXY-1 ST/ST trace

光ファイバー（接続コネクター：STコネクター）

¥30,000

POF-2ST

Microx 4/4 trace、OXY-1 ST/ST trace

面ファスナーアダプターやスティックオンアダプター用の光ファイバー、STコネクター

¥32,000

非破壊酸素測定用
センサーチップ❺

■ニードル式センサーでの測定について

細い光ファイバー先端に測定用の色素が塗布されている関係から、ビーカー等の広い液中の測定では数値が安定しません
（プローブ式センサーでの測定をお勧めします）。

■非接触センサーでの測定について

姉妹機Fibox 4およびびOXY-1 SMAよりも光ファイバーの径が細いため、ガラス容器での測定が安定しない事があります。基本的にディスポタイプの容器の測定用とお考えください。
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超コンパクト非接触·非破壊酸素濃度計

OXY-1 SMA / OXY-1 SMA trace

（標準感度センサー／低濃度域用高感度センサー兼用）

（標準感度センサー用）

■主な用途

・医薬品や飲料における、ペットボトルやガラス瓶等の透明容器内の酸素濃度測定
・培養中の動物細胞や微生物の酸素消費量のモニタリング
・土壌中、河川、湖沼、海洋の酸素濃度測定

■特長

わずか128g、手のひらサイズでUSB駆動の超小型酸素濃度計。センサーチップを内部に貼付することで、密閉空間内の酸素濃度を外部から非接
触·非破壊的に測定可能です。蛍光消失時間方式のため、蛍光強度で比較する方式よりも正確で感度および応答性に優れます。また電極式のよう
なセンサー自身による酸素消費はありません。
別売の温度センサーで温度による影響を自動補正可能。各検出器およびセンサー（別売）
は気液相両方に対応します。操作は付属ソフトPreSens
Measurement Studio 2をインストールして頂いたパソコンで行い、複数の濃度計を同時に制御でき、測定ネットワークを設定することができます。

■オプション：主な検出器とセンサー
ン：主な検出器とセンサー

OXY-1 SMA / OXY-1 SMA trace用の主な検出器とセンサー（別売）
をご紹介します。その他のセンサーや、他機種とも共通でご使用になれる
別売部品も多数ご用意しております。

非破壊酸素測定用センサーチップ

プローブ式酸素センサー

対象容器内に専用の接着剤で貼付し、外部からその蛍光を
検出器で読取ります。ガラスタイプはオートクレーブが可能。

センサーチップと検出器が一体になった投込み式のセン
サー。先端が金属管で保護されており、非常に頑丈で長期間
安定です。土砂堆積物などに直接挿入して計測することがで
きます。ステンレス部分の外径4mm、長さ10mm。

フロースルーセル式酸素センサー

温度センサー（PT100Ω）

気体／液体を流しながら測定するためのT字型フローセルに
収納したセンサーです。チューブ用ルアーロックアダプターで
接続しオートクレーブが可能です。

温度による酸素濃度の自動補正を行う場合に必要です。
白金センサー PT100、ケーブルの長さ5m。

SP-PSt3/6
-YAU（ガラス基板） 各¥80,000（10枚入）
-NAU（ポリエステル基板） 各¥60,000（20枚入）

FTC-PSt3/6

TEP-L5-ST62 ¥65,000

各¥140,000

※オプションの詳細はP1-2を参照ください（Fibox 4/4 traceと共通）

■仕様
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DP-PSt3/6 各¥140,000

型名

OXY-1 SMA

適用センサー

PSt3タイプ

OXY-1 SMA trace
PSt3タイプおよびPst6タイプ

測定範囲※（ ）内は液相時 0〜100%O（
2 0 〜 45ppm）

PSt3使用時は左記参照。PSt6使用時：0〜5%O（
2 0〜2ppm）

検出限界※（ ）内は液相時 0.03%O（
2 15ppb）

PSt3使用時は左記参照。PSt6使用時：0.002%O（
2 1ppb）

分解能※（ ）内は液相時

±0.01 %O2 at 0.21 %O（
、
2 ±0.004mg/L at 0.091mg/L）
±0.1%O2 at 20.9 %O（
2 ±0.04mg/L at 9.1mg/L）

PSt3使用時は左記参照。
PSt6使用時：±0.0007 %O2 at 0.002 %O（±0.0003mg/L
at 0.001mg/L）
、
2
±0.0015%O2 at 0.2 %O（
2 ±0.0006mg/L at 0.09mg/L）

測定精度

±0.4%O2 at 20.9%O2、±0.05%O2 at 0.2%O2

PSt3使用時は左記参照。PSt6使用時：±1ppb or 測定値毎の±3%、いずれか高いほう

90%応答時間

<6sec（気相）、<40sec（液相）

ドリフト

<0.03%O（
2 インターバル1minで30日間測定した場合）

温度影響の補正

自動／手動、測定可能範囲は0 〜+50℃（温度センサーは別売）

適用可能な液相成分

水溶液、エタノール、メタノール

測定に干渉しない要素

pH1〜14、CO2、H2S、SO2、各種イオン成分

測定に干渉する要素

アセトン、
トルエン、クロロホルム、塩化メチレン等の有機溶媒、塩素ガス

キャリブレーション

PSt3使用時：0%O2と100%飽和酸素空気の2点校正

本体外形寸法／質量

30×95×34Hmm、128g

PSt3使用時は左記参照。
PSt6使用時：<2ppb（いずれもインターバル1minで30日間測定した場合）

PSt3使用時は左記参照。PSt6使用時：0%O2と1〜2%O2の2点校正

電源、標準付属品

DC5V、標準付属品：操作用ソフトウェア
（Windows）、USB 2.0 A-mini Bケーブル

本体価格（＊）

¥2,000,000（別売温度センサー追加時 ¥2,065,000）

¥2,100,000（別売温度センサー追加時 ¥2,165,000）

（＊）検出器およびセンサーは別売です。 ●4チャンネルの酸素濃度計もご用意しております。 ●操作用のパソコン
（Windows 10以降。要Excel）
は別途ご用意ください。

超コンパクト非接触・非破壊＆ニードル式マイクロ酸素濃度計

OXY-1 ST / OXY-1 ST trace

（標準感度センサー／低濃度域用高感度センサー兼用）

（標準感度センサー用）

■主な用途

・紙パックやレトルトパック等の不透明な包材内の酸素濃度測定
・医薬品や食品、飲料の酸素濃度測定による品質管理
・組織や器官等の生体内の酸素濃度測定 ・細胞培養容器内の酸素濃度の非接触測定

■特長

わずか128g、手のひらサイズでUSB駆動の超小型酸素濃度計。センサーチップを内部に貼付することで、密閉空間内の酸素濃度を外部から非接
触·非破壊的に測定可能です。またニードル式センサーを穿刺して、密閉空間内の酸素濃度を低侵襲で測定することもできます。蛍光消失時間を測
定しているため、蛍光強度で比較する方式よりも正確で感度および応答性に優れます。電極式のようなセンサー自身による酸素消費はありません。
別売の温度センサーで温度による影響を自動補正可能。酸素センサー（別売）は気液相両方に対応します。操作は付属ソフトPreSens
Measurement Studio 2をインストールして頂いたパソコンで行い、複数の濃度計を同時に制御でき、測定ネットワークを設定することができます。

■オプション：主な検出器とセンサー

OXY-1 ST / OXY-1 ST traceは、非破壊・非接触測定用センサーチップと、低侵襲なニードル式マイクロ酸素センサーの両方を使用できます。
またマイクロ酸素センサーはμLボリュームでの微量サンプル測定や微小部位の測定に使用できます。

非破壊酸素測定用センサーチップ

ニードル式/固定ニードル式マイクロ酸素センサー
NTH-PSt7/8-02, NFSG-PSt7/8-02(固定式) 各¥70,000

SP-PSt7/8-10-NAU-D5 ¥80,000（10枚入）
SP-PSt7/8-10-YAU-D5 ¥78,000（5枚入）

ニードルに内蔵したマイクロセンサーです。シリンジ
型で光ファイバー先端のセンサー部分をニードルか
ら出し入れできるタイプと、センサーの固定された針
先のみのタイプの2種類があります。測定対象に針を
刺して内部の酸素濃度を測定します。

対象容器内に専用の接着剤で貼付し、外部からそ
の蛍光を検出器で読取ります。YAUはガラスタイプ
のチップで、オートクレーブが可能です。

プロファイリング用マイクロ酸素センサー

マニュアルマイクロマニピュレーター

センサーの繰り出しを微細に行える光ファイバー酸
素センサーです。測定位置を変え局在する濃度差を
3次元的に測定する際に最適です。土壌や動植物の
組織、果実など柔らかいサンプルの測定が可能です。

ニードル式マイクロセンサー用に設計されたマニピュ
レーター。マイクロセンサーをμmの読み取り精度で
3軸に振動なく移動させ、またセンサー先端部を安全
に押し出すことができます。動物実験の器官・組織の
測定や位置決めが必要な場合に便利です。

MM ¥560,000

PM-PSt7/8-02 ¥70,000

※オプションの詳細はP3-4を参照ください（Microx 4/4 traceと共通）

■仕様
型名

OXY-1 ST

適用センサー

PSt7タイプ

OXY-1 ST trace
PSt7タイプおよびPSt8タイプ

測定範囲※（ ）内は液相時 0〜100%O（
2 0 〜 45ppm）

Pst7使用時は左記参照。Pst8使用時：0 〜 10%O（
2 0 〜 4.5ppm）

検出限界※（ ）内は液相時 0.03%O（
2 15ppb）

Pst7使用時は左記参照。Pst8使用時：0.007%O（
2 3ppb）

分解能※（ ）内は液相時

±0.01 %O2 at 1 %O（
、
2 ±0.005mg/L at 0.4mg/L）
±0.05%O2 at 20.9 %O（
2 ±0.025mg/L at 9.06mg/L）

Pst7使用時は左記参照。
、
Pst8使用時：±0.002 %O2 at 0.008 %O（
2 ±0.7ppb at 3ppb）
±0.06%O2 at 2.5 %O（
2 ±2.5ppb at 1000ppb）

測定精度

±0.05%O2 or 測定値毎の±3%、いずれか高いほう

Pst7使用時は左記参照。Pst8使用時：±3ppb or 測定値毎の3%、いずれか高いほう

90%応答時間

センサーチップ・プローブ使用時：<6sec（気相）、<40sec（液相）

温度影響の補正

自動／手動、測定可能範囲は0 〜+50℃

適用可能な液相成分

水溶液、エタノール、メタノール

測定に干渉しない要素

pH1〜14、CO2、H2S、各種イオン成分

ニードル・インプラント式センサー使用時：<3sec（気相）、<10sec（液相）

測定に干渉する要素

アセトン、
トルエン、クロロホルム、塩化メチレン等の有機溶媒、塩素ガス

キャリブレーション

0%O2と100%飽和酸素空気の2点校正

本体外形寸法／質量

30×95×34Hmm、128g

PSt7使用時は左記参照。PSt8使用時：0%O2と2 〜 4%O2の2点校正

標準付属品

DC5V、標準付属品：操作用ソフトウェア
（Windows）、USB 2.0 A-mini Bケーブル

本体価格（＊）

¥2,000,000（別売温度センサー追加時 ¥2,065,000）

¥2,200,000（別売温度センサー追加時 ¥2,265,000）

（＊）検出器およびセンサーは別売です。 ●温度センサーは別売です。 ●4チャンネルの酸素濃度計もご用意しております。 ●操作用のパソコン
（Windows 10以降。要Excel）
は別途ご用意ください。
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酸素濃度計

本体とセンサーの選定フローチャート
酸素濃度測定
＊非接触測定
（サンプリングなしで測定）
は全機種対応＊

YES

ニードル測定
（微少・微量サンプル、早い応答）
をしたい

NO

Fibox 4 / 4 trace または

ポータブル
（移動が容易、PCなしでも測定可）

OXY-1 SMA / SMA trace
据付でよい
＋複数台を同時に測定

低濃度を高感度で測定する

NO

YES

Fibox 4 または OXY-1 SMA

Fibox 4 trace または OXY-1 SMA trace

測定する方法
（センサー）
を選択

測定する方法
（センサー）
を選択

非接触チップ

流路

液没

非接触チップ

流路

液没

※接着剤SG-1が必要

気体・液体

※非接触測定ではない

※接着剤SG-1が必要

気体・液体

※非接触測定ではない

非接触チップ
SP-PSt3YAU/NAU/SA

フロースルーセル
FTC-PSt3

プローブ
DP-PSt3

非接触チップ
SP-PSt3YAU/NAU/SA

フロースルーセル
FTC-PSt3

プローブ
DP-PSt3

YAU：オートクレーブ可
NAU：オートクレーブ不可
SA：接着剤不要のシール
タイプ、オートクレーブ不可

FTC-SU-PSt3-S

オートクレーブ可

オートクレーブ不可

標準感度

SP-PSt6-YAU/NAU

シングルユース
オートクレーブ不可

高感度

標準感度、オートクレーブ可 標準感度、オートクレーブ不可

FTC-PSt6

高感度、オートクレーブ可

DP-PSt6

高感度、オートクレーブ不可

FTC-SU-PSt3-S

標準感度、シングルユース
オートクレーブ不可

■非接触チップの測定対象について
SP-PSt3-YAU-D5

本体のタイプ

（ハンディ測定）
ポータブル
（ハンディ測定） 据付（Windows PCが必要） ポータブル
標準感度
高感度・超高感度対応
標準感度

据付（Windows PCが必要）
高感度対応

本体型名

Fibox 4

OXY-1 SMA trace

センサー
型名

SP-PSt3-SA

OXY-1 SMA

Fibox 4 trace

気液両用、標準感度

SP-PSt3-YAU-D5（オートクレーブ可）
SP-PSt3-NAU-D5（オートクレーブ不可）
SP-PSt3-SA（接着剤不要のシールタイプで貼付容易、オートクレーブ不可）

気液両用、低濃度域用高感度

ー

SP-PSt6-YAU-D5（オートクレーブ可）
SP-PSt6-NAU-D5（オートクレーブ不可）

■測定容器によるアダプターの選択
瓶形状

品名／型名

面ファスナーアダプター ARC

適用容器

瓶など円筒状の容器（直径25 〜 200mm）

備考

平面

品名／型名

スティックオンアダプター SOA

適用容器

平面状の透明なガラス容器、またはプラスチック容器

備考

フラスコ・シャーレ
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CFG

CFG dual

円筒形の容器側面に光ファイバーを固定するためのアダプターです
別売の非破壊測定読取用光ファイバー POF-L2.5-2SMAを2本接続することができます
（光ファイバーは標準2.5m。ほか5mもご用意できます、お問い合わせください）

アダプターのサイズ 20×20mm
別売の非破壊測定読取用光ファイバー POF-L2.5-2SMAを使用して本体と接続します
（光ファイバーは標準2.5m。ほか5mもご用意できます、お問い合わせください）

品名／型名

非破壊測定読取用コースター CFG

適用容器

三角フラスコやシャーレ、ディッシュ等。容器の下に置いて使用

備考

CFG は酸素測定用
光ファイバー長さ：2.5m

非破壊測定読取用コースター CFG Dual

CFG dual は酸素とpHの同時測定用
光ファイバー長さ：2.5m

酸素濃度計

本体とセンサーの選定フローチャート

ニードル測定対応機種

Microx 4 / 4 trace または

OXY-1 ST / ST trace

ポータブル
（移動が容易、PCなしでも測定可）

据付でよい
＋複数台を同時に測定

低濃度を高感度で測定する

NO

YES

Microx 4 または OXY-1 ST

Microx 4 trace または OXY-1 ST trace

測定する方法
（センサー）
を選択

測定する方法
（センサー）
を選択

ニードル

流路（気体・液体）

液没

ニードル
NTH-PSt7

フロースルーセル
FTC-PSt7

プローブ
DP-PSt7

針先からセンサー出入可

オートクレーブ可

NFSG-PSt7

インプラント
IMP-PSt7

針先にセンサー固定

PM-PSt7

任意の容器内を、深さを
変えながら測定可能。
測定にはマニピュレー
ターが必須

オートクレーブ不可

オートクレーブ不可

非接触チップも使用可能
FTC-PSt7-YAU/NAU

YAU：オートクレーブ可、NAU：オートクレーブ不可
※接着剤SG-1が必要

ニードル

ニードル
NTH-PSt7 出入可
NFSG-PSt7 固定
PM-PSt7 出入可
標準感度

NTH-PSt8 出入可
NFSG-PSt8 固定
PM-PSt8 出入可

高感度

流路（気体・液体）

フロースルーセル
FTC-PSt7 標準感度
FTC-PSt8 高感度

オートクレーブ可

液没

プローブ
DP-PSt7 標準感度
DP-PSt8 高感度

オートクレーブ不可

インプラント
IMP-PSt7 標準感度
IMP-PSt8 高感度

オートクレーブ不可

非接触チップも使用可能
SP-PSt7-YAU/NAU 標準感度
SP-PSt8-YAU/NAU 高感度
※接着剤SG-1が必要

■非接触チップの測定対象について
本体のタイプ

ポータブル、標準感度

据付、標準感度

ポータブル、高感度対応

据付、高感度対応

本体型名

Microx 4

OXY-1 ST

Microx 4 trace

OXY-1 ST trace

センサー
型名

気液両用、標準感度

SP-PSt7-10-YAU-D5（オートクレーブ可）、SP-PSt7-10-NAU-D5（オートクレーブ不可）

気液両用、低濃度域用高感度

ー

SP-PSt8-10-YAU-D5（オートクレーブ可）、SP-PSt8-10-NAU-D5（不可）

■ニードルによる測定対象の違いについて
Microx 4

本体型名
センサー
型名

シリンジ型のニードル

低濃度域用高感度

ー

OXY-1 ST

Microx 4 trace

OXY-1 ST trace

NTH-PSt8-02

臓器等の固形物、気相

備考

シリンジ型で光ファイバー先端のセンサー部分をニードルから出し入れ可。ニードル形状：長さ40mm、Φ0.8mm（21G）。エタノールによる洗浄可
標準感度

NFSG-PSt7-02

低濃度域用高感度

ー

NFSG-PSt8-02

測定対象

容器内の気相

備考

センサーの固定された針先のみのタイプ。ニードル形状：長さ40mm、Φ0.8mm（21G）
。エタノールによる洗浄可

センサー
型名

プロファイリングニードル

NFH-PSt7-02

測定対象

センサー
型名

固定ニードル

標準感度

標準感度

PM-PSt7-02

低濃度域用高感度

ー

PM-PSt8-02

測定対象

半固形物
（果肉等）
や液相および気相

備考

センサーの繰り出しを微細に行える。ニードル形状：長さ40mm、Φ0.8mm（21G）
。エタノールによる洗浄可

■測定容器によるアダプターの選択
品名／型名
瓶形状

適用容器
備考

面ファスナーアダプター ARC1-ST
瓶など円筒状の容器（直径25 〜 200mm）
円筒形の容器側面に巻きつけて面ファスナーで固定し、
別売の非破壊測定読取用光ファイバー POF-L2.5-2STを1本接続することができます
（光ファイバーは標準2.5m。ほか5mもご用意できます、お問い合わせください）
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超コンパクト非接触·非破壊二酸化炭素濃度計

pCO2 -1 SMA

pCO2 -1 SMA
※非破壊測定読取用光ファイバー
および操作にはパソコンが必要

■主な用途

•酒類や発酵食品の二酸化炭素濃度測定による品質管理
•細胞や微生物などの培養環境中の二酸化炭素モニタリング
•バイオ燃料研究における、藻類培養での二酸化炭素消費量のモニタリング
•組織や器官等の生体内のCO2測定（pCO2 micro）

■特長

わずか128g、手のひらサイズでUSB駆動の超小型二酸化炭素濃度計。密閉空間内の溶液のCO2濃度を外部から非接触·非破壊的に測定可能で
す。pCO2-1 SMAは、二酸化炭素濃度に依存したセンサー材の蛍光消失時間をみることで測定する方式を用いています。センサー材は消失時
間が大幅に異なる別の蛍光物質を内部標準として持つため、正確な測定が可能です。
付属の温度センサーで温度による影響を自動補正。検出器およびセンサー（別売）は液相に対応します。操作は付属のソフトウェアをインストールしてい
ただいたパソコンで行います。

■オプション：主な検出器とセンサー

pCO2-1 SMA用の主な検出器とセンサー（別売）
をご紹介します。
非破壊二酸化炭素測定用センサーチップ
SP-CD1-D5-S（滅菌済）/US（未滅菌） 各¥70,000（10枚入）

対象容器内に専用の接着剤
（kwik-Sil, 別売）
で貼付し、
外部からその蛍光を検出器で読取ります。放射線滅菌済
と未滅菌の2種類をご用意。オートクレーブはできません。

プローブ式二酸化炭素センサー
DP-CD1

¥120,000

センサーチップと検出器が一体になった投込み式のセンサー
です
（本センサーは非接触·非破壊ではありません）
。消耗品
が必要ないため、非接触または非破壊での測定が不要な場
合にはコストリーズナブルです。

非破壊測定読取用光ファイバー
POF-L2.5-1SMA/2SMA

¥30,000/¥32,000

POF-L2.5-1SMAは片側がSMA端子の光ファイバーです。
SMA端子で本体に接続し、反対側はチップに当てて使用しま
す。POF-L2.5-2SMAは両端がSMA端子。面ファスナーアダプ
ターやスティックオンアダプター（P1参照）
との接続用です。

■仕様
型名

pCO2 -1 SMA

タイプ

非接触・非破壊

測定範囲

液相および蒸気、1〜25%CO（
2 大気圧下）

分解能

±0.06% at 2%CO2、±0.15% at 6%CO（
2 +20℃）

90%応答時間

<3min（+20℃、2%→5%CO2）

温度影響の補正

自動／手動、測定可能範囲は+15℃〜 +45℃

適用可能な液相成分 水溶液、pH4 〜9
測定に干渉する要素

高濃度の塩分や酸、塩素ガスなど

安定性に影響する要素 有機溶媒、pH4未満またはpH9より大きい環境
キャリブレーション

済み（添付のキャリブレーションデータをもとに手入力も可能）

本体外形寸法／質量 210×120×50Hmm、約0.65kg
標準付属品

操作用ソフトウェア
（Windows）、Pt1000温度センサー、パソコン接続用RS-232Cケーブル、USBケーブル、USBドライバー CD

本体価格（＊）

お問合せ

（＊）
検出器およびセンサーは別売です。●測定結果はアナログ出力も可能です
（0 〜 4V対応）
。●濃度計本体はメーカー校正が可能です。●操作用のパソコン
（Windows 10以降。要Excel）
は別途ご用意ください。
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超コンパクト非接触·非破壊pH計

pH-1 SMA LG1

pH-1 SMA LG1
※非破壊測定読取用光ファイバー
および操作にはパソコンが必要

■主な用途

•バイオ医薬品生産における、

動物細胞や微生物などの培養環境中のpHモニタリング

•iPS細胞などの培養条件の検討

■特長

pH-1 SMA LG1は、わずか128g、手のひらサイズでUSB駆動の超小型pH計。溶液中のpHを非接触で測定可能。
水素イオン濃度に依存したセンサー材の蛍光消失時間をみることで測定する方式を用いています。センサー材は消失時間が大幅に異なる別
の蛍光物質を内部標準として持つため、正確な測定が可能です。
付属の温度センサーで温度による影響を自動補正します。検出器およびセンサー（別売）は複数のバリエーションをご用意しております。
操作は付属のソフトウェアをインストールしたパソコンで行います。

■オプション：主な検出器とセンサー

pH-1 SMA LG用の主な検出器およびセンサー
（別売）
をご紹介します。
非破壊pH測定用センサーチップ
（pH-1 SMA LG用）
SP-LG1-SA-S

¥70,000（pH4.0-7.5、10枚入）

pH4.0-7.5が測定可、背面がシール状で容器への貼付が容易
です。β線滅菌済。
オートクレーブはできません。

非破壊測定読取用光ファイバー
POF-L2.5-1SMA/2SMA

シングルユースフロースルーセル
（pH-1 SMA LG1用）
FTC-SU-LG1-S

￥140,000（3個入）

フロースルーセルにセンサーを一体化し小型化しており、灌
流システムにおける非侵襲的なpHモニタリングを可能にし
ます。セル内容量300μL、放射線滅菌済。
セル内部のセンサーとpH-1 SMA LG1とは非破壊測定読取
用光ファイバー
（POF-L2.5-1SMA、￥30,000）
で接続します。

¥30,000/¥32,000

POF-L2.5-1SMAは片側がSMA端子の光ファイバーです。
SMA端子で本体に接続し、反対側はチップに当てて使用しま
す。POF-L2.5-2SMAは両端がSMA端子。面ファスナーアダプ
ターやスティックオンアダプター（P1参照）
との接続用です。

■仕様
型名

pH-1 SMA LG1

タイプ

非接触・非破壊

適用センサー

LG1タイプ

測定範囲

pH4.0 〜7.5

分解能

±0.01pH（pH6.5時）

90%応答時間

<120sec（pH6.5時）

温度影響の補正

自動／手動、測定可能範囲は+5℃〜+50℃

適用可能な液相成分 水溶液、エタノールやメタノール（いずれも10%v/vまで）、pH2 〜10
測定に干渉する要素

高濃度の塩分、高濃度の可視域の小さな蛍光分子

キャリブレーション

済み（添付のキャリブレーションデータをもとに手入力も可能）

本体外形寸法／質量 30×95×34Hmm、約128g
標準付属品

操作用ソフトウェア
（Windows）、Pt1000温度センサー、パソコン接続用RS-232Cケーブル、USBケーブル、USBドライバー CD

本体価格（＊）

お問合せ

（＊）検出器およびセンサーは別売です。●測定結果はアナログ出力も可能です
（0 〜 4V対応）。●濃度計本体はメーカー校正が可能です。●操作用のパソコン
（Windows 10以降。要Excel）は別途ご用意ください。
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O /pH/Biomass

DO/pH/OD（バイオマス）の同時モニタリング。フラスコ 1 本架。
2
SFR vario
•フラスコ1本架のSFR、振とう培養時のDO ／pHに加えバイオマス（OD）の非接触オンラインモニタリングが可能
•細胞株のスクリーニングや培養条件の最適化に
SFR varioは125mL 〜 2Lフラスコが1本架けられ、フラスコ内培養液のDO、pH、バイオマスを非接
触・リアルタイムで同時モニタリングすることができます。また、酸素摂取速度（Oxygen Uptake Rate :
OUR）
を酸素測定値の傾きから算出することもできます。
SFR varioは一般的な振とう培養機に適合しており、振とう台に簡単に装着することができます。2個の
大容量＆充電可能なバッテリーにて駆動し、測定デ ータはPCにBluetooth経由でワイヤレス転送され
ますので、振とう培養機からの邪魔な配線が一切ありません。
付属のSFR varioソフトウェアでは4台までの SFR vario を制御することができます。

Bluetooth

恒温振とう培養機内で培養しながら測定

Sensor spots

センサー部分

Optics for
O2 & pH sensors

Sensor module
for biomass

SFR vario について、詳しくはお問い合わせください。

■検出のしくみ

各フラスコ底には DO/pH のセンサーチップが貼付されています。装置からの励起光でフラスコ内の酸素
/ 水素イオン濃度に依存してチップが蛍光を発し、その蛍光時間を非侵襲的に読み取ります。培養時の酸
素摂取速度は O2 の値から算出することができます。
バイオマス（濁度）は LED 光が培養液中の懸濁粒子に当たって反射されたものを、フォトダイオードで検
出して求めています。SFR vario には加速度センサーが組み込まれており、振とう中のデバイスの位置を
測ることで、液面が高い時にあわせてバイオマス測定のタイミングを調整することができます。

SFR vario

型名

（OD600 1 〜 80） 各1ch
センサー（および測定範囲） 酸素：PSt3（0 〜 100% O2）、pH：HP5 / HP8（5.5 〜 8.0）、バイオマス：集積アンプ付きシリコンPINフォトダイオード
電源

ニッケル水素充電池7.2V / 2700mAh

インターフェイス

USB Bluetoothアダプター付属

再充電には付属の充電器を使用のこと

使用環境温度、湿度

+5 ～ 40℃、～ 85％ RH（結露なきこと）

外形寸法、質量

190×190×47Hmm 、1.66 kg（アタッチメント含む。ツメクランプとセンサーフラスコは含まず）

本体価格

¥2,180,000（測定用のソフトウェアモジュール別売）

（＊1）
センサーフラスコおよびツメクランプは別売です。下記参照。 ●操作用のパソコン
（Windows 10以降。要Excel）
は別途ご用意ください。

【ソフトウェアモジュールについて】
SFR vario 本体に付属の制御ソフトウェア、PreSens Flask Studioは基本バーションで提供されます。
DO/pH/バイオマスの測定を実行するには、測定したいパラメータの各ソフトウェアモジュールを別途購入しインストールする必要があります。
SFR vario v2-Module DO：溶存酸素濃度（DO）
の測定に必要、￥168,000
SFR vario v2-Module pH：pHの測定に必要、￥168,000
SFR vario v2-Module Biomass：バイオマスの測定に必要、￥168,000

■オプション：センサーフラスコ
型名

専用ツメクランプ

備考

価格

型名

備考

価格

SFS-HP5-PSt3-125

ディスポ125mL、5個入

¥86,000

SFS-U125

9個入

¥106,000

SFS-HP5-PSt3-250

ディスポ250mL、5個入

¥92,000

SFS-U250

9個入

¥108,000

SFS-HP5-PSt3-500

ディスポ500mL、5個入

¥96,500

SFS-U500

9個入

¥142,000

SFS-HP5-PSt3-1000

ディスポ1000mL、5個入

¥99,000

SFS-U1000

5個入

¥100,000

SFS-HP5-PSt3-2000

ディスポ2000mL、1個入

¥39,000

SFS-U2000

1個入

¥43,000

●酸素およびpH測定用
（SP-PSt3-NAU-D5とSP-HP5-D5が貼付、放射線滅
菌済）。3Lおよび5Lのセンサーフラスコとクランプについてはお問合せください。

Amplitude[rel.AU]

16000
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20

6.4

0

6.2

pH

複合培地での酵母培養モニタリング

12000

型名

備考

ポリエステル基盤
SP-PSt3-NAU-D5
オートクレーブ不可、20枚入

SP-PSt3-YAU-D5

ガラス基盤
オートクレーブ可、10枚入

価格

¥60,000
¥80,000

●対象容器内に専用の接着剤で貼付。

手持ちのフラスコに貼付し使用したい場合に。

●非破壊測定を阻害しないよう位置決めできる構造となっています。

DO[%]

SFR varioでの実験例
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非破壊酸素測定用センサーチップ

K.marxianus（耐熱性酵母）を培養しながら、SFR varioでDO/pH/バイオマスの
測定を行いました。
K.marxianus はグルコースを基質としてフラスコで振とう培養する際に、二段階
の増殖を示します。
・第一段階では好気性条件下でグルコースが消費され、酸素含有量が連続的に
下がり5% air sat.以下まで減少すると共に、代謝産物にてpHが7から6.1まで下
がりました①。
・培養9hrでグルコースは完全に消費され（サンプリングし測定。データには示さ
ない）
、再びpHが上昇しました。第二段階（低酸素下）において、K.marxianus は
第一段階で産生したグルコース代謝産物を使いながら、ゆっくりと増殖しました
②。この増殖速度の変化は散乱光（=バイオマス）の測定から明瞭に観察すること
ができました。
Schmidt-Hager et al., Eng. Life Sci 14, No. 5, 467 - 476, 2014
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O2/pH

マイクロプレートでの培養モニタリング（O2 , pH）
SDRシステム (Sensor Dish Reader system)
•ウェルプレート（ディッシュ）を用いた細胞培養時の溶存酸素濃度（DO）
／pHの非接触オンラインモニタリング
•多検体スクリーニングに最適

24ウェルや6ウェルセンサーディッシュ内のDO／pHを非接触で自動測定します。また、4mLセンサーバイアル中の
溶存酸素も測定可能です。防水構造
（IP64）
なので、CO2インキュベーターやマルチガスインキュベーターでの使用
に最適です。
プレートは溶存酸素測定用
（OxoDish®）
、pH測定用
（HydroDish®）
をご用意しております。また、6ウェルプレート
で両方測定できるプレートもあります。センサーディッシュは滅菌・校正済みでお届けします。
SDRはスプリッターを介しPCで一括管理することで、最大10台まで接続可能
（240サンプルの測定が可能）
です。
スプリッター
センサーディッシュ

PCへ

SDR

マルチガスインキュベーター
＆ 窒 素ガス発 生 装 置との 組
み合わせ例。低酸素培養時の
DO、pHをモニタリング

グラフィカル表示画面。測定データはExcelにエクスポート可

※2台接続例

■仕様

■検出のしくみ
各ウェルの底にはDOや pHのセンサーチップ
が貼付されています。ディッシュ下の SDR から
の励起光により、ディッシュ内の酸素あるい
は水素イオン濃度に依存してチップが蛍光を
発します。この蛍光時間を非侵襲的に読み取
ります。蛍光時間は酸素あるいは水素イオン
にのみ依存します。

型名

SDR

電源

SDR：DC18 〜 24V、150mA
スプリッター：DC18 〜 24V、1.5A

外形寸法、質量

SDR：163×89×22Hmm、380g
スプリッター：124×80×45Hmm、240g

価格

¥2,400,000

●操作用のパソコン
（Windows 10以降。要Excel）
は別途ご用意く
ださい。

■オプション：センサーディッシュおよびセンサーバイアル
センサーディッシュ

センサーバイアル

OxoDish®/ HydroDish®/OxoHydroDish

SV-PSt2/SV-PSt5

底面に濃度測定用のセンサーチップが貼付されたマルチ
ウェルディッシュです。DO測定用のOxoDish® 、pH測定用
のHydroDish® 、DO/pH両用のOxoHydroDish があります。

底に非破壊測定用センサーチップを貼付した2mLおよび
4mLのガラスバイアルです。非滅菌、オートクレーブ不可
（必要に応じEtOH噴霧等で処理下さい）
。密閉ができるの
で、海洋生物の呼吸活性測定などの用途に適しております。

センサー種類

溶存酸素（DO）

pH

測定範囲

0 〜 50% O2（０〜 22.5ppm）

6.0 〜 8.5pH

オキソディッシュ

OD6-10

DO

6穴

分解能

±0.4％ O2（at 20.9％ O2 ）

±0.05pH（at pH＝7）

オキソディッシュ

OD24-10

DO

24穴

測定精度

±1％ O2（at 20.9％ O2 ）

バッチ校正時：±0.2pH（at pH＝7）
再校正時：±0.1pH（at pH＝7）

ハイドロディッシュ

HD6-10

pH

6穴

ハイドロディッシュ

HD24-10

pH

24穴

安定性（ドリフト）

品名

＜0.2％ O2（インターバル10minで7日 ＜0.1pH（インターバル10minで7日間
間測定した場合）
（＊）
測定した場合）
（＊）

型名

センサー

オキソハイドロディッシュ OHD6-10

容器

DOとpH 6穴

備考

価格

¥110,000

10枚入、Tissue culture treated、
放射滅菌済。
¥110,000
＊ディッシュは細胞毒性および増殖
¥110,000
抑制がないことをDIN ISO 10993-5
(1999) および EN 30993-5 (1994)に ¥110,000
即し検証済み。

¥110,000

SV-PSt5-2mL DO

2mL

12個入、非滅菌、オートクレーブ不可 ¥110,000

使用温度範囲

15 〜 45℃

センサーバイアル

90％応答時間

＜30秒

センサーバイアル

SV-PSt5

DO

4mL

10個入、非滅菌、オートクレーブ不可 ¥110,000

使用可能な成分

水溶液、エタノールおよびメタノール（いずれも10％ v/v）
、pH2 〜 10

センサーチップ

SP-PSt5

DO

-

任意容器に貼付使用。オートクレーブ不可

測定に干渉する要素

イオン強度（塩濃度）、高濃度な可視域の小さな蛍光分子

キャリブレーション

工場で校正済み

お問合せ

（＊）生理的塩類溶液中にて測定した場合

■関連製品：蛍光プレートリーダーで溶存酸素／ pHを測定できる96ウェルセンサープレート
（消耗品）
OxoPlate / HydroPlate

市販のプレートリーダーで溶存酸素濃度またはpHを蛍光強度として測定できる96ウェルのマイクロプレートです
（消耗
品）
。センサーチップがウェル底に貼付されています。OxoPlateにはラウンドボトムとフラットボトムの2種類があります。
HydroPlateはラウンドボトムのみです。

OP96U

OP96C

品名／型名
測定範囲、使用環境温度範囲

HP96U

※本カタログの他製品（蛍光時間消失式）
と異なり、本製品は蛍光強度式です。
※プレートリーダーは、ボトムリーディングタイプでデュアルモードにて測定できる機能が必要です。

OxoPlate（ラウンドボトム）OP96U

OxoPlate（フラットボトム）OP96C

HydroPlate（ラウンドボトム）HP96U

0 ～ 30% O2 、+15 ～ +45℃

pH 5.0 – pH 8.0、+15 ～ +45℃

90%応答時間（37℃時）

<30秒

<30秒

分解能

/ ±0.6% O（
±0.2% O（
2 at 0.21% O2 ）
2 at 20.9% O2 ）

± 0.05 pH（at pH 7）

測定精度

/ ±1% O（
±0.4% O（
2 at 0.21% O2 ）
2 at 20.9% O2 ）

± 0.1 〜 0.2 pH（at pH 7）

フィルター

インディケーター Ex: 540nm / Em: 650nm、リファレンス Ex: 540nm / Em: 590nm

インディケーター Ex: 485nm / Em: 538nm、リファレンス Ex: 485nm / Em: 620nm

価格

￥100,000（10枚入り）

￥100,000（10枚入り）

￥100,000（10枚入り）

■測定原理
励起

発光

O2と衝突

消光

I/Imax
t0：酸素非存在下での蛍光寿命
t1：酸素存在下での蛍光寿命
t0

t1

センサーチップ

time[μs]

I ：酸素存在下での光強度
Imax：酸素非存在下での光強度

ある種の蛍光物質では、酸素分子との衝突によるクエンチング（蛍光消失）現象がみられます。これは、
基底状態にある三重項酸素が蛍光物質との衝突により蛍光エネルギーを吸収し、励起状態の一重項酸
素となるためです（酸素による蛍光消失の速さは、酸素濃度に依存）。
PreSens社の酸素濃度計は、このような蛍光物質と現象をセンサーに応用しました。具体的には「蛍光
が発生してから消失するまでの時間」
を測定しています。消失時間（蛍光の寿命）は同製品で採用してい
る蛍光物質と酸素の関係に特有（つまり絶対的な値）
であるため、外的影響を受けにくいという特長が
あります。従って、外的影響（反射や劣化等）
を受けやすく測定毎に基準と比較しないと強弱を判断でき
ない蛍光強度（すなわち相対値）
でみるよりも、正確かつ感度に優れています。また、測定に際して別途
リファレンスをとる必要もありません。
一方、二酸化炭素濃度計およびpH計はプレセンス特許のDLA(Dual Lifetime Referencing)測定原理
を用いています。センサーに青色の光を当てると、センサー内の色素が励起され蛍光を放出します。各
センサーはCO2(pH)濃度に依存して蛍光時間の変化する色素と、CO2(pH)濃度に依存しないリファレン
ス色素を含んでおり、この2種類の色素それぞれの蛍光により正確にCO2(pH)濃度を測定することがで
きます。
ニードル式センサーを
穿刺することにより、密
閉空間や組織内の酸素
濃度を低侵襲で測定す
ることが可能です。

光ファイバー
非接触タイプは測定用セン
サーチップを容器内に貼付
しておき、容器外から光学
的に検出する方式です。

■校正について

機器本体の定期校正（IQ/OQ）
は日本で実施可能です。また、校正証明書の発行も行えます。
消耗品のチップやニードルはプロファイリング値を入力することで補正を行いますが、製品により消費期限
がございますのでご注意ください。

工場排水試験法JIS K 0102 が2016年3月22日改正され、溶存酸素の測定法に光学式センサーを用いた測定法が追加
されました。
プレセンス社製の酸素センサーはISO17289:2014（水質−溶存酸素の定量－光学センサ法）にも整合しております。
光学式センサはメンテナンスが容易で、また測定部は腐食に強いため長期間測定を行う場合にも優れております。
校正に対応した機器として是非、導入をご検討下さい。

●すべての製品写真の容器は付属しません。

●すべての表示価格は消費税を含みません。
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