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Measured by 



 

ハンディ pH計 
 

�� ラボ及びプロセスのハミルトン pH、ORP 電極を接続するた

めの測定に徹したシンプルなサンテックスインスツルメンツ

社製ハンディ pH測定器です。 

�� 電極がもたらす優れた電極応答特性と安定性をそのまま生か

すため、測定信号の平均化を最小限とし、常に最速の測定値

の表示、そして電極の劣化をそのまま反映できる様にしてい

ます。 

�� プロセス電極はモデルによりオートクレーブに対応していま

す。 

�� NIST トレース付きバッファー（1回分）が証明書と共に付属

します。 

�� 防水（IP65）及び省電力設計（＞1000 時間駆動） 

�� ラボレベルあるいはプロセス管理に最適な分解能で、小数点

以下 3桁とし、電極の持つ感度に最適な仕様となっています。 

�� シリアルポートを用い PCでの測定も行えます。 

 

 

 

出荷状態について 

ご購入後すぐに使えるようあらかじめ校正されて出荷され、デュラキャルバッファー校正証明書、検査

成績書を同梱しています。急ぎの検査などの際も購入後すぐにご使用になれます。 

 

校正について 

測定信頼性を保つためには確かな校正用バッファー液が必要です。このため当社ではハミルトン社が製

造する NIST トレースのとれた高精度、長期保存性能を持つデュラキャルの使用を推奨しております。 

 

保守用消耗品 

 電極は消耗品になります。その寿命を保つには正確な保守が必要です。 

 寿命による交換が必要な場合に備え、水和化された予備電極を一本お手元に保管することを推奨します。 

  

オートクレーブ対応 pH 電極を 

取り付けたハンディ 

パッケージ外観 
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TS-110 仕様 

  

  

項目 内容 

測定項目 pH/ORP/温度 

測定レンジ 

pH -2.000～16.000pH 

ORP -1999.9～1999.9mV 

温度 -10.0～110.0℃ 

分解能 

pH 0.01/0.001pH 

ORP 1/0.1mV 

温度 0.1℃ 

精度 

pH ±0.005pH（±1Digit） 

ORP ±0.05%（±1Digit） 

温度 ±0.2℃（±1Digit） 

入力インピーダンス ≦1012Ω 

自動読取 有り 

温度補償 自動/手動選択 

pH 校正 NIST 校正証明付きバッファー液にて 2点もしくは 3点校正 

電極入力 BNC コネクター接続 

温度入力 バナナプラグ接続（NTC30KΩ, Pt1000 自動切り替え） 

外部通信 RS232C（PC 通信ケーブル同梱） 

本体データ保存機能 500 点 

測定・ロギングソフト Windows® PC 測定ソフト トリニタス（ダウンロード版のみ） 

表示器 1/2 インチ LCD表示 

自動パワーOFF 機能 ON/OFF 時間設定 

電源 アルカリ単 3電池 4本（出荷時取り付け済み） 

規格 IP65 防塵防水、CE認証 

寸法 184×98×38mm（L×W×H） 

重量 0.35Kg 

付属品（保管ケース含む） 

チェックバッファー3点 1 セット 

センサーケーブル 1m x 1 本 

NTC30KΩ温度センサー 1 本 
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ハンディの分類 
 

TS-110-S7 温度計別の pH電極用のハンディとケーブルの組み合わせ 
 

 

 

・� センサーケーブルは、電極側は S7 規格、ハンディ側は BNC

規格となっています。 

・� ケーブル長は 1mです。 

 

ケーブルはハミルトン社が製造する 2線 pH電極専用です。 

温度計はパッケージに含まれる NTC30KΩ温度センサーをハンデ

ィに接続して測定します。 

この組み合わせはラボ用電極およびプロセス用電極で温度計非内

蔵の pH電極に使用します。 

 
TS-110-VP6 温度計内蔵の pH電極用のハンディとケーブルの組み合わせ 

 
 

 

 

・� センサーケーブルは、電極側は VP6 規格、ハンディ側は BNC

規格及び温度入力用バナナプラグが主ケーブルから分岐して

います。 

・� ケーブル長は 1mです。 

 

ケーブルはハミルトン社が製造する VP6 ケーブルをハンディ用に

適合させた専用ケーブルです。対応する温度センサーは Pt1000 に

なります。 
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ハミルトン pH電極 
 

 弊社ではハンディに組み合わせる電極に、ハミルトン社スイス工場で生産される精度の高いモデルを採

用しています。 

 ハミルトン社 pH 電極はすべてスイスにて製造試験され出荷されています。このため電極先端には

3MKCl 保存液が入った保護キャップが付属します。電極は弊社にてすべて水和化処理を行い、感度を復元

します。その後 pH7（ゼロ点試験）及び pH7 から pH4、pH7 から pH10 の応答試験を実施、正常であ

ることを再確認しております。またお手元に届く際は電極先端保護キャップ内には水が満たされ、すぐに

お使いいただけるよう感度が保たれた状態となっています。 

 
ハミルトン社 pH電極の品質管理 
 

 pH 電極は使用するに従い劣化してきます。このため正確な測定を行うために定期的な校正を実施します。

校正方法は最初にバッファーを用いて電極のゼロ点、応答時間を確認し、校正に適した状態であることを

確認します。その後ハンディの校正機能を使用し、ゼロ点のズレ及び直線性を補正し電極の特性を記憶さ

せるようにします。 

 

校正を正確に行うために電極の状態を確認 
 

応答とゼロ点の判定基準 

1） 応答時間の検証：NIST バッファーを使用し確認します。 

試験前に電極の洗浄を実施してください。洗浄方法は詳細にある資料を参照してください。 

 

安定性試験とゼロ点の試験 

pH7.00：30 秒で安定 pH6.7 以上、pH7.3 未満に入ることを確認します。 

 

酸、アルカリ側安定性試験 

 pH4.01：120 秒で安定 3 分経過し安定しない場合は交換 

pH10.01：60 秒で安定 3 分経過し安定しない場合は交換 

 

2）カーブの検証：1）の検証後、2点校正を実施します。 

カーブ傾き：59.16mV/pH@25℃±5％以内であれば問題ありません。 

  56.2mV/pH より低い、62.1mV/pH より高い場合は交換してください。 
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バッファー液について 
 

バッファー液はハミルトン社デュラキャルシリーズあるいは同等品をご使用ください。品質が定まったバ

ッファー液を使用いただくことで電極の判定、精度維持が正確に行えます。 

 

 

より詳細に検査について知る必要がある場合は以下の資料をご参照ください。資料はウエッブサイトより

ダウンロードしてご利用ください。 

参考文献 

pH 電極の寿命や劣化についての詳細は「pH 測定と電極の選び方 P51 劣化」以降を参照し

てください。 

URL：http://www.tactec.jp/download/hamilton_dl/hamilton_pH_info_1.pdf 

pH4 以下、pH10 以上の領域における電極の特性例については「酸アルカリ領域における pH

電極の校正」を参照してください。 

URL：http://www.tactec.jp/download/hamilton_dl/pH_cal_hi-acid_hi-base.pdf 
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pH 電極の系統 
 

pH 電極はラボ用とプロセス用の 2 系統が用意されます。プロセス用は温度計内蔵型と非内蔵型の 2 種

類が用意されています。プロセス用電極をハンディに組み合わせることでプロセス測定の精度を統一す

ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pH 電極 ラボ用 pH 電極の特徴と選択のポイント 

・ 電極は手に持ってあるいはスタンドに固定して使用します。 

・ 測定対象に応じ様々な形状があります。 

・ 測定対象の状況に合わせ内部液にポリマーを採用、方向性を

自由としているものが用意されています。 

・ 内部電解液の消耗に対応する内部電解液補充型があります。 

・ 滅菌はサンプル測定が主なため、アルコール等での滅菌にな

ります。 

プロセス用 pH 電極の特徴と選択のポイント 

・ 電極はプロセスに接続できるよう PG13.5 ネジが電極根元に

ついています。このためフローチャンバーなどを取り付け、

連続測定が行えます。 

・ 形状はドーム型もしくはフラット型が多く、温度センサーを

内蔵しているものも用意されています。 

・ 内部電解液は機械的強度、長期耐久性、保守性から特殊なも

のを除き補充できない設計が主に採用されています。 

・ プロセスの汚染を防ぐため参照（比較）電極は厳重に

Ag/AgCl 溶出防止設計が施されています。このため厳しい基

準の食品、製薬で使用できるモデルが用意されています。 

・ プロセスでは滅菌が必要なため、ガラス電極、内部電解液、

ゲル、ポリマーが熱、薬品に対応できる素材・設計を採用し

ています。 

・ 測定箇所の条件に合わせ電極の長さが選択できるモデルが用

意されています。 
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