
自立形水質計システム要覧

Bulletin 12A00V02-01

形　名 基本コード 付加コード 仕　様
ST401G ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 自立形水質計システム

システム機器 -FC4
-PH5
-PF5

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

無試薬形遊離塩素計（FC400G）のみ ( 注 1)
pH 計（PH450G）のみ ( 注 2)
無試薬形遊離塩素計（FC400G）＋ pH 計 (PH450G)( 注 1)( 注 2)( 注 3)

超音波発振器
（pH 計用）

-N
-U

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

なし
あり

— -A ・・・・・・・・・・ 常に -A

付加仕様 /R
/AN
/S
/ARS
/AZC1
/AZC2
/AZC3
/AZC4
/RR
/SCT
/TT3

背面配管取り合い
組み込み計器なし（現地取付）
SUS 製スタンド（注 4）
アレスタ（電源・信号ラインのみ）（注 5）
無試薬形遊離塩素計自動ゼロ校正 (100V AC 用 )（注 6）
無試薬形遊離塩素計自動ゼロ校正 (110V AC 用 )（注 6）
無試薬形遊離塩素計自動ゼロ校正 (200V AC 用 )（注 6）
無試薬形遊離塩素計自動ゼロ校正 (220V AC 用 )（注 6）
無試薬形遊離塩素計リモートレンジ切換（注 7）
ステンレスタグプレート付き
pH 計用 500 mL KCl リザーブタンク取付 ( 注 2)

ST401G はサンプリング装置のみで、無試薬形遊離塩素計や pH 計 ( 検出器、ホルダ、変換器、超音波発振器など）は含まれません（取り付け機器は別手配品です）。 
なお、このシステムに組み込む無試薬形遊離塩素計や pH 計は、（注 1)と( 注 2）の機器となります。 
ST401G の基本仕様、付加仕様により取り付ける機器の仕様が異なります。

（注 1） 無試薬形遊離塩素計（GS 12F5A1参照） 
 付加仕様の /ST（自立形水質計システム ST401G に組込）を必ず指定してください。

（注 2） pH 計（GS 12B07B02、GS 12B07C05-01、GS 12J5C2 参照） 
 pH 検出器 ：PH8EFP-03-TN-TT1-N-G*A　( 基本コード -PH5、-PF5 の場合 ) 
  ：PH8EFP-03-TN-TT3-N-G*A　( 基本コード -PH5、-PF5 で付加コード/TT3 の場合 )
 pH ホルダ ：PH8HF-PP-JPT-T-NN-NN*A（洗浄なし） 
  ：PH8HF-S3-JPT-T-NN-NN*A（洗浄なし） 
  ：PH8HF-PP-JPT-T-S3-C1*A（超音波洗浄付） 
  ：PH8HF-S3-JPT-T-S3-C1*A（超音波洗浄付）
 pH 変換器 ：PH450G-A-J　( 基本コード -PH5、-PF5 の場合 )
 超音波発振器 ：PUS400G-NN-NN- □ -J　(pH 変換器の電源仕様と合わせてください )。

（注 3） 無試薬形遊離塩素計とpH 計の電源仕様は同じとしてください。
（注 4） 標準は SECC（炭素鋼板）です。
（注 5） 基本コード ｢-FC4｣、「-PH5」を選択した場合の付加仕様です。
（注 6） 無試薬形遊離塩素計を含む基本コード ｢-FC4｣、「-PF5」を選択した場合の付加仕様です。
（注 7） 無試薬形遊離塩素計のみの基本コード ｢-FC4｣を選択した場合の付加仕様です。自動的にアレスタ付きになります。
詳しくは GS 12A00V02-01を参照してください。
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充実したラインアップで
ユーザーのニーズにお応えします。

特長
・	取り付けを簡単にした、自立形です。お客様の工事費用の削減ができます。
・	20,000台を超えるサンプリング装置の経験を生かし、水質計に最適な設計をしました。
・	実績を誇る横河電機の最新の水質計−pH計、無試薬形遊離塩素計、残留塩素計、表面散乱形濁度計
などの中から、単独あるいはそれらの組み合わせで選択することができます。

・	浄水、工業用水の水質測定に最適です。

タッチパネル採用の革新的液分析計
PH450G

無試薬形遊離塩素計
FC400G

表面散乱形濁度計
TB400G
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pH検出器

ホルダ

PH8EFP

PH8HF

約
13
70

530

pH変換器
PH450G

KClタンク
500ml

530

無試薬形遊離
塩素検出器

無試薬形遊離
塩素変換器

約
13
12

高機能・優れたメンテナンス性・各種診断
機能を備えたタッチパネル採用の革新的
4線式pH/ORP計の自立形水質計

□システム構成
4 線式 pH/ORP 変換器　PH450G

（例：PH450G-A-J）
pH 検出器　PH8EFP

（例：PH8EFP-03-TN-TT3-N-G＊A）
流通形ホルダ　PH8HF

（例：PH8HF-PP-JPT-T-S3-C1＊A/MF1）
超音波発振器　PUS400G

（例：PUS400G-NN-NN-1-J）
サンプリング装置　ST401G

（例：ST401G-PH5-U-A/R/TT3（/ARS））
pH 計の詳細は GS 12B07C05-01を
参照してください。

□仕様
材質：炭素鋼板またはステンレス鋼
塗装：マンセル 0.6GY 3.1/2.0 相当
  ポリウレタン樹脂焼付塗装
測定水条件：
 水温：0 〜 50℃
 水圧：100 〜 750 kPa
 流量：3 〜 10 L/min
質量：約 35 kg
配管取合い（背面配管）
 測定水入口：VP16 塩ビパイプ
 排水口：VP40 塩ビパイプ

pH計

高機能・優れたメンテナンス性の水質計！

外形寸法図 （単 ：mm）

40 年を超える遊離塩素分析のノウハウの
蓄積をもとに、回転電極ポーラログラフ法を
採用の EXA FC 無試薬形遊離塩素計の
自立形水質計

□システム構成
無試薬形遊離塩素計　FC400G

（例：FC400G-65＊A/ □ /ST）
（50Hz の場合）

（例：FC400G-66＊A/ □ /ST）
（60Hz の場合）

サンプリング装置　ST401Ｇ
（例：ST401G-FC4-N-A/R（/ARS））
無試薬形遊離塩素計の詳細は、GS 12F5A1を
参照してください。

□仕様
材質：炭素鋼板またはステンレス鋼
塗装：マンセル 0.6GY 3.1/2.0 相当
  ポリウレタン樹脂焼付塗装
測定水条件
 水温：0 〜 50℃
 水圧：100 〜 750 kPa
 流量：0.1 〜 10 L/min
質量：約 40 kg
配管取合い（背面配管）
 測定水入口：VP16 塩ビパイプ
 排水口：VP40 塩ビパイプ

無試薬形
遊離塩素計

外形寸法図 （単 ：mm）
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70 FC400G

FC400G
PH450G

無試薬形遊離
塩素変換器

無試薬形遊離
塩素検出器

pH変換器

KClタンク

pH検出器

pH計ホルダ
PH8EFP

PH8HF

530

500 mL

530
587

濁度
検出器

濁度変換器

中継箱

KCIタンク

pH検出器

pH計ホルダ

PH8EFP

PH8HF

pH変換器
PH450G

ゼロ濁度
フィルタ

手動弁

ヘッド
タンク

手動弁

14
50

あらゆるニーズに対応したシステム！

タッチパネル採用の 4 線式 pH 計とEXA 
FC 無試薬形遊離塩素計の組み合わせ
自立形水質計

□システム構成
4 線式 pH/ORP 変換器　PH450G

（例：PH450G-A-J）
pH 検出器　PH8EFP

（例：PH8EFP-03-TN-TT3-N-T＊A）
流通形ホルダ　PH8HF

（例：PH8HF-PP-JPT-T-S3-C1＊A/MF1）
超音波発振器　PUS400G

（例：PUS400G-NN-NN-1-J）
無試薬形遊離塩素計　FC400G

（例：FC400G-65＊A/ □ /ST）（50Hz の場合）
（例：FC400G-66＊A/ □ /ST）（60Hz の場合）
サンプリング装置　ST401G

（例：ST401G-PF5-U-A/R/TT3）
詳細は GS 12B07C05-01および12F5A1を 
参照してください。

□仕様
材質：炭素鋼板またはステンレス鋼
塗装：マンセル 0.6GY 3.1/2.0 相当
　　　ポリウレタン樹脂焼付塗装
測定水条件：
 水温：0 〜 50℃
 水圧：100 〜 750 kPa
 流量：3 〜 10 L/min
質量：約 45 kg
配管取合い（背面配管）
 測定水入口：VP16 塩ビパイプ
 排水口：VP40 塩ビパイプ

pH計と
無試薬形
遊離塩素計

外形寸法図 （単 ：mm）

タッチパネル採用の 4 線式 pH 計とEXA 
TB 表面散乱形濁度計の組み合わせ自立形
水質計

□システム構成
4 線式 pH/ORP 変換器　PH450G

（例：PH450G-A-J）
pH 検出器　PH8EFP

（例：PH8EFP-03-TN-TT1-N-T＊A）
流通形ホルダ　PH8HF

（例：PH8HF-PP-JPT-C-S3-C1＊A/MF1）
超音波発振器　PUS400G

（例：PUS400G-NN-NN-1-J）
表面散乱形濁度　TB400G

（例：TB400G-4-1-A3/PHU5）
詳細はGS 12B07C05-01および12E4A2-01
参照してください。

□仕様
材質：炭素鋼板またはステンレス鋼
塗装：マンセル 0.6GY 3.1/2.0 相当
　　　ポリウレタン樹脂焼付塗装
測定水条件：
 温度：0 〜 50℃
 圧力：20 〜 500 kPa
 流量：2 〜 10 L/min
ゼロ水、洗浄水（水道水）
 水質：濁度 2 mg/L 以下
 温度：0 〜 50℃
 圧力：100 〜 500 kPa
 流量：ゼロ水；2 〜 10 L/min
 　　　洗浄水；3 〜 6 L/min
質量：約 55 kg
配管取合い
 測定水入口：VP16 塩ビパイプ
 排水口：VP40 塩ビパイプ
 洗浄水：VP16 塩ビパピプ

pH計と
表面散乱形
濁度計

外形寸法図 （単 ：mm）
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530

変換器

検出器 ヘッドタンク

手動弁

手動弁

ゼロ濁度
フィルタ

14
50

587
530

14
50

手動弁

中継箱

濁度変換器

無試薬形遊離
塩素変換器

濁度検出器

無試薬形遊離
塩素検出器

ゼロ濁度
フィルタ

手動弁

手動弁

ヘッド
タンク

自動洗浄、レンジフリー、自動ゼロ校正
などの多機能を装備した高性能・高信頼性
E X A TB表面散乱形濁度計の自立形
水質計

□システム構成
表面散乱形濁度計　TB400G

（例：TB400G-4-1-A3）
表面散乱形濁度計の詳細は
GS12E4A2-01を参照してください。

□仕様
材質：炭素鋼板またはステンレス鋼
塗装：マンセル 0.6GY 3.1/2.0 相当
  ポリウレタン樹脂焼付塗装
測定水条件：
 温度：0 〜 50℃
 圧力：20 〜 500 kPa
 流量：2 〜 10 L/min
ゼロ水、洗浄水（水道水）：
 水質：濁度 2 mg/L 以下
 温度：0 〜 50℃
 圧力：100 〜 500 kPa
 流量：ゼロ水；2 〜 10 L/min
   洗浄水；3 〜 6 L/min
質量：約 50 kg
配管取合い
　測定水入口：VP16 塩ビパイプ
　排水口：VP40 塩ビパイプ
　洗浄水入口：VP16 塩ビパイプ

表面散乱形
濁度計

高性能、高信頼性の水質計！

外形寸法図 （単 ：mm）

EXA FC 無試薬形遊離塩素計とEXA TB
表面散乱形濁度計の組み合わせ自立形
水質計

□システム構成
無試薬形遊離塩素計　FC400G

（例：FC400G-65＊A/ □ /ST）
（50Hz の場合）

（例：FC400G-66＊A/ □ /ST）
（60Hz の場合）

表面散乱形濁度計　TB400G
（例：TB400G-4-1-A3/FC）
詳細は GS 12F5A1および 12E4A2-01を
参照してください。

□仕様
材質：炭素鋼板またはステンレス鋼
塗装：マンセル 0.6GY 3.1/2.0 相当
　　　ポリウレタン樹脂焼付塗装
測定水条件：
 温度：0 〜 50℃
 圧力：20 〜 500 kPa
 流量：2 〜 10 L/min
ゼロ水、洗浄水（水道水）：
 水質：濁度 2 mg/ L 以下
 温度：0 〜 50℃
 圧力：100 〜 500 kPa
 流量：ゼロ水；2 〜 10 L/min
 　　　洗浄水；3 〜 6 L/min
質量：約 55 kg
配管取合い
 測定水入口：VP16 塩ビパイプ
 排水口：VP40 塩ビパイプ
 洗浄水入口：VP16 塩ビパイプ

無試薬形遊離塩素計
と

表面散乱形濁度計

外形寸法図 （単 ：mm）
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ゼロフィルタ
（1μm）

濁度計
変換器

濁度計
検出器

ゼロフィルタ
（0.2μm）

電源
中継箱

配線
接続口

530

約
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52

電源
中継箱

濁度計検出器

濁度計
変換器

ゼロフィルタ
（1μm）

自動ワイパ
洗浄装置

超音波
発振器

ゼロフィルタ
（0.2μm）

配線
接続口

530

高感度
透過散乱形
濁度計

高性能、高信頼性の水質計！

濁度計の長年にわたる経験と実績を
基に、高精度測定と保守性の向上を
実現した高感度測定に最適な濁度計の
自立形水質計

□システム構成
高感度透過散乱形濁度計　TB700H

（例：TB700H-KA7-ST-DC-A3SB-1-NN）
高感度透過散乱形濁度計の詳細は、 
GS 12E01A05-01を参照ください。

□仕様
材質：炭素鋼板またはステンレス鋼
塗装：マンセル 0.6GY 3.1/2.0 相当
　　　ポリウレタン樹脂焼付塗装
測定水条件：
 温度：0 〜 50℃
 圧力：20 〜 500 kPa
 流量：1 〜 10 L/min
ゼロ水、洗浄水（水道水）：
 水質：濁度 2 mg/L 以下
 温度：0 〜 50℃
 圧力：100 〜 500 kPa
 流量：ゼロ水；2 〜 10 L/min
　　　　洗浄水；3 〜 6 L/min
質量：約 50 kg
配管取合い
　測定水入口：VP16 塩ビパイプ
　排水口：VP40 塩ビパイプ
　洗浄水入口：VP16 塩ビパイプ

外形寸法図 （単 ：mm）

濁度計の長年にわたる経験と実績を基に、
高精度測定と保守性の向上を実現した
透過散乱濁度計の自立形水質計

□システム構成
透過散乱形濁度計　TB700G

（例：TB700G-KA1-ST-DC-A3SB-1-NN）
透過散乱形濁度計の詳細は、
GS 12E01A04-01を参照してください。

□仕様
材質：炭素鋼板またはステンレス鋼
塗装：マンセル 0.6GY 3.1/2.0 相当
　　　ポリウレタン樹脂焼付塗装
測定水条件：
 温度：0 〜 50℃
 圧力：20 〜 500 kPa
 流量：1 〜 10 L/min
ゼロ水、洗浄水（水道水）：
 水質：濁度 2 mg/L 以下
 温度：0 〜 50℃
 圧力：100 〜 500 kPa
 流量：ゼロ水；2 〜 10 L/min
　　　　洗浄水；3 〜 6 L/min
質量：約 50 kg
配管取合い
　測定水入口：VP16 塩ビパイプ
　排水口：VP40 塩ビパイプ
　洗浄水入口：VP16 塩ビパイプ

透過散乱形
濁度計

外形寸法図 （単 ：mm）
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530

活性炭
フィルタ

残留塩素
検出器

残留塩素
変換器

定量ポンプ

切換バルブ
測定水-標準液

エアポンプ

電源
中継箱

ボール弁

14
50

530

試薬タンク

アルカリ度
検出器

アルカリ度
変換器

残留塩素計の長年の経験を踏まえ回転
電極式ポーラログラフ法を採用し、汚れの
多いアプリケーションには水ジェット洗浄
に加え、放流水用にも対応できるEXA RC
残留塩素計の自立形水質計

□システム構成
残留塩素計　RC400G

（例：RC400G-265T-N＊A/AP5）
（50Hz の場合）

（例：RC400G-266T-N＊A/AP5）
（60Hz の場合）

試薬タンク
（例：RC401G-B-HM＊A）
残留塩素計の詳細は、GS 12F4A1を参照
してください。

残留塩素計
□仕様
材質：炭素鋼板またはステンレス鋼
塗装：マンセル 0.6GY 3.1/2.0 相当
 ポリウレタン樹脂焼付塗装
測定水条件：
 水温：0 〜 50℃
 pH：pH3 〜 9
 水圧：20 〜 500 kPa
流量： 1 〜 4 L/min 浄水用
  5 〜 10 L/min 砂ろ過 1 筒式
  10 〜 20 L/min 砂ろ過 2 筒式
洗浄水（水道水）
 圧力：100 〜 500 kPa
 流量：10 〜 12 L/min
質量：約 70 kg（砂ろ過 1 筒式原水用）
配管取合い
 測定水入口：VP16 塩ビパイプ
 排水口：VP40 塩ビパイプ
 試薬入口：Rc1/4（めねじ）
 エアー入口：Rc1/4（めねじ）
 標準液入口：Rc1/4（めねじ）

外形寸法図 （単 ：mm）

アルカリ度計
□仕様
材質：炭素鋼板またはステンレス鋼
塗装：マンセル 0.6GY 3.1/2.0 相当
 ポリウレタン樹脂焼付塗装
測定水条件：
 水温：0 〜 40℃
 流量：1 〜 3 L/min 以下
 水圧：20 〜 500 kPa
洗浄水：
　水質：浄水相当
　温度：0 〜 50℃
 圧力：100 〜 500 kPa
 消費量：約 50 L/ 回
質量：約 70kg
配管取合い
 測定水、洗浄水入口：VP16 塩ビパイプ
 排水口：VP40 塩ビパイプ
 エアー入口：Rc1/4（めねじ）

実績ある中和滴定重量法を踏襲し、操作
性を考慮したコンパクト設計のアルカリ
度計自立形水質計

□システム構成
アルカリ度計　AL400G

（例：AL400G-2-M-5-NN-SB-A3）
アルカリ度計の詳細は、GS 12G04A01を
参照してください。

外形寸法図 （単 ：mm）
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自立形水質計システム
□形名および仕様コード

形　名 基本コード 付加コード 仕　様
ST401G ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 自立形水質計システム

システム機器 -FC4
-PH5
-PF5

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

無試薬形遊離塩素計（FC400G）のみ ( 注 1)
pH 計（PH450G）のみ ( 注 2)
無試薬形遊離塩素計（FC400G）＋ pH 計 (PH450G)( 注 1)( 注 2)( 注 3)

超音波発振器
（pH 計用）

-N
-U

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

なし
あり

— -A ・・・・・・・・・・ 常に -A

付加仕様 /R
/AN
/S
/ARS
/AZC1
/AZC2
/AZC3
/AZC4
/RR
/SCT
/TT3

背面配管取り合い
組み込み計器なし（現地取付）
SUS 製スタンド（注 4）
アレスタ（電源・信号ラインのみ）（注 5）
無試薬形遊離塩素計自動ゼロ校正 (100V AC 用 )（注 6）
無試薬形遊離塩素計自動ゼロ校正 (110V AC 用 )（注 6）
無試薬形遊離塩素計自動ゼロ校正 (200V AC 用 )（注 6）
無試薬形遊離塩素計自動ゼロ校正 (220V AC 用 )（注 6）
無試薬形遊離塩素計リモートレンジ切換（注 7）
ステンレスタグプレート付き
pH 計用 500 mL KCl リザーブタンク取付 ( 注 2)

ST401G はサンプリング装置のみで、無試薬形遊離塩素計や pH 計 ( 検出器、ホルダ、変換器、超音波発振器など）は含まれません（取り付け機器は別手配品です）。 
なお、このシステムに組み込む無試薬形遊離塩素計や pH 計は、（注 1)と( 注 2）の機器となります。 
ST401G の基本仕様、付加仕様により取り付ける機器の仕様が異なります。

（注 1） 無試薬形遊離塩素計（GS 12F5A1参照） 
 付加仕様の /ST（自立形水質計システム ST401G に組込）を必ず指定してください。

（注 2） pH 計（GS 12B07B02、GS 12B07C05-01、GS 12J5C2 参照） 
 pH 検出器 ：PH8EFP-03-TN-TT1-N-G*A　( 基本コード -PH5、-PF5 の場合 ) 
  ：PH8EFP-03-TN-TT3-N-G*A　( 基本コード -PH5、-PF5 で付加コード/TT3 の場合 )
 pH ホルダ ：PH8HF-PP-JPT-T-NN-NN*A（洗浄なし） 
  ：PH8HF-S3-JPT-T-NN-NN*A（洗浄なし） 
  ：PH8HF-PP-JPT-T-S3-C1*A（超音波洗浄付） 
  ：PH8HF-S3-JPT-T-S3-C1*A（超音波洗浄付）
 pH 変換器 ：PH450G-A-J　( 基本コード -PH5、-PF5 の場合 )
 超音波発振器 ：PUS400G-NN-NN- □ -J　(pH 変換器の電源仕様と合わせてください )。

（注 3） 無試薬形遊離塩素計とpH 計の電源仕様は同じとしてください。
（注 4） 標準は SECC（炭素鋼板）です。
（注 5） 基本コード ｢-FC4｣、「-PH5」を選択した場合の付加仕様です。
（注 6） 無試薬形遊離塩素計を含む基本コード ｢-FC4｣、「-PF5」を選択した場合の付加仕様です。
（注 7） 無試薬形遊離塩素計のみの基本コード ｢-FC4｣を選択した場合の付加仕様です。自動的にアレスタ付きになります。
詳しくは GS 12A00V02-01を参照してください。


