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PR-101α Cat.No.3442

PR-201α Cat.No.3452

PR-301α Cat.No.3462

小さなボディに充実の機能　パレットα

溶液濃度％ 希釈濃度％ 水分％ 二液混合％

液体濃度をインラインで連続測定！�

■濃度モニター　CM-780　Cat.No.3546　価格¥450,000～（税別）�

●測定範囲：Brix 0.0～78.0％ ●最小表示：Brix 0.1％�
●測定精度：Brix ±0.2％ ●測定温度：5～100℃（自動温度補正）�

pH・導電率測定に！�

■デジタルpHメーター　DPH-1　Cat.No.4310　価格¥14,000（税別）�

●測定範囲：0.0～14.0pH ●最小表示：0.1pH ●測定精度：±0.1pH ●防水保護等級：IP67�
●寸法・重量：3.8×3.8×16.7cm， 90g ●校正：3点校正（4.0,7.0,10.0） ●電源：ボタン型電池（LR44）×3個�

■デジタルECメーター　DEC-1　Cat.No.4330　価格¥14,000（税別）�

●測定範囲： 導電率0.00～19.90mS/cm ●最小表示：0.10mS/cm ●測定精度：±0.20mS/cm ●防水保護等級：IP67�
●寸法・重量：3.8×3.8×16.5cm， 90g ●校正：0.50g/100g食塩水にて ●電源：ボタン型電池（LR44）×4個�

デジタル屈折計 PR-RⅠCat.No.3480

測定項目：屈折率、温度(℃)
測定範囲：屈折率1.3306～1.4436 温度5～45℃
最小表示：屈折率0.0001  温度1℃
測定精度：屈折率±0.0002(20℃水において)

温度±1℃
温度範囲：5～45℃

デジタルイソプロピルアルコール濃度計 PR-60PA Cat.No.3477

測定範囲：イソプロピルアルコール濃度0.0～60.0％(W/W)
最小表示：0.1％
測定精度：±0.5％(濃度0～30％にて)

※濃度40％付近　±0.8％
※濃度60％付近　±1.6％

温度範囲：10～35℃(自動温度補正)

デジタルエチルアルコール濃度計 PET-109 Cat.No.3486

測定範囲：エチルアルコール濃度0.0～45.0％(W/W)
最小表示：0.1％
測定精度：±0.5％(濃度0～30％にて)

※濃度40％付近　±0.8％
※濃度45％付近　±1.2％

温度範囲：10～35℃(自動温度補正)

デジタル過酸化水素水濃度計 PR-50HO Cat.No.3478

測定範囲：過酸化水素水濃度0.0～50.0％(W/W)
最小表示：0.1％
測定精度：±0.5％
温度範囲：5～40℃(自動温度補正)

デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計 PR-40DMF Cat.No.3489

測定範囲：DMF(ジメチルホルムアミド)濃度
0.0～40.0％(W/W)

最小表示：0.1％
測定精度：±0.3％
温度範囲：5～40℃(自動温度補正)

デジタル海水濃度計 PR-100SA Cat.No.3488

測定範囲：海水濃度(Salinity) 0～100‰
最小表示：1‰
測定精度：±2‰
温度範囲：5～40℃(自動温度補正)

専用目盛モデル

屈折率表示モデル

PR-RⅠ

PR-60PA

YOSHII
スタンプ
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PR-101α Cat.No.3442 PR-201α Cat.No.3452 PR-301α Cat.No.3462

測定するサンプルに合わせて3タイプ

主な特長

各部の名称

精度は±0.1％（Brix換算）に向上
従来の測定精度±0.2％から±0.1％にアップしました。コン
パクトモデルでは最高精度です。

ユーザースケール機能搭載
ユーザースケール機能が加わりました。係数を設定することに
より、各種液体の濃度を直接表示させることができます。3種類
も登録が可能です。

便利な温度表示
温度表示機能も加わりました。スイッチを押すと温度を表示し
ます。

外光誤測定防止機能（ELI機能）搭載
従来は窓際・屋外では誤測定値を表示してしまう危険性があり
ましたが新技術のELI機能により、安心して測定できます。

安心の2年保証
本器の保証期間は、お買い上げ後2年間です。

自動温度補正機能
自動温度補正付きですので温度を気にせずに測定できます。

見やすい大型パネル
ディスプレイ部は大型液晶パネルを採用していますので、
読み取りやすく、測定結果のチェックが簡単です。

サンプルを1滴プリズム面に
滴下します。

スタート/オフ・スイッチを
押します。

矢印が3回点滅後、Brix（濃度）を
表示します。1 2 3

液晶ディスプレイ

ゼロ(基準)合わせスイッチ

スケールスイッチスタート/オフ・スイッチ

プリズム

パレットの進化はまだ終らない!
・・・・・・パレット�誕生
ユーザーの「あればいいな」を形にしました。
長年の信頼性に加えて、デザイン、操作性、性能を追求した
パレットαシリーズは究極のコンパクトモデルです。

ELI機能
（External-Light-Interference:の略：特許出願中）

強い外光は、本器のプリズムを通ってセンサーまで迷い込み正しい測定
を妨げます。お客様が正しい測定を完了することを第一に考え、万が一、
本器に直接の強い外光が検知された際はELI機能「nnn」を表示する安
心設計を採用しています。ELI機能「nnn」が現れたら、サンプルステ
ージを軽く手で覆ってもう一度STARTキーを押す習慣を付けていただ
きますと、いつでも100％確実な測定が可能となります。

1

2

3

主な用途

希釈濃度%(倍数)の管理
水溶性切削油･水系洗浄液･界面活性剤･薬液などを、水
で薄めて使用した場合、その希釈濃度%(倍数)をパレッ
トシリーズで管理することができます。

水分%の管理
作動油･洗浄液･薬液の中には使用しているうちに水分が
蒸発して、ある程度以下になると水を補給しなくてはな
らないような種類もあります。この場合の水分%の変化
をパレットシリーズで管理することができます。

二液混合%の管理
ある液体に、別の液体が溶け込んだ場合(例:洗浄液にフ
ラックスや金属加工油などが溶け込んだ)、その混合%
をパレットシリーズで管理することができます。

測定例

金属加工油
水溶性切削油／潤滑油／作動油／圧延油／焼入油／伸線
油／白色離型剤／etc.

洗浄液
水系／準水系／炭化水素系／石油系／アルカリ系／
IPA(イソプロピルアルコール)／etc.

その他
アルカリ液／アミノ酸液／アンモニア液／液状ゴム／エ
チルアルコール／海水／界面活性剤／苛性ソーダ／過酸
化水素水／凝固剤(液)／グリセリン／現像液／高分子混
合液／コーキング剤／コンパウンド／シーラント／シー
リング剤／樹脂液／消化液／食塩水／植物組織液(抽出
液)／織布処理液／スターチ／接着剤／ゼラチン／タン
パク液／DMF／凍結防止剤／動物体液(分泌液)／塗料
(メジウム)／乳化剤／熱媒液(冷凍･ソーラー用)／糊(各
種)／培養液／白液／発酵液／腐蝕剤／不凍液／フラッ
クス液／紡糸液／防蝕液／ホルマリン／水ガラス／メッ
キ液／ライニング液／冷凍食品解凍液／etc.

測定方法

本器は液体の屈折率を測定し、それを糖液濃度に換算した目盛「Brix」を表示しています。
屈折率と濃度%の関係は液体の種類により異なります。ユーザースケール機能により、係数を設定することで直接、濃度を表示できるようになりました。

表示値に
ついて

安 心 し て
使用できます
PRαは、水溶性切削油、
洗浄液、工業用液体、各
種薬品などほとんどの液
体が測定可能な材質、機
能を備えています。全く
安心して使用することが
できます。

サンプルは
わずか

1滴！
測定時間は
わずか

3秒！

！！

PR-101α PR-201α PR-301α
Cat.No. 3442 3452 3462
測定範囲 Brix0.0～45.0％ Brix0.0～60.0％ Brix45.0～90.0％
最小表示 Brix 0.1％

測定精度 Brix±0.1％ Brix±0.1％ Brix±0.1％
(5～40℃) (10～40℃) (10～30℃)

測定温度 5～40℃自動温度補正 10～40℃自動温度補正
環境温度 5～40℃ 10～40℃
サンプル量 0.1ml以上
測定時間 約3秒
電　　源 006P乾電池(9V)

防水の保護等級 JIS－C0920 4級防沫形
IEC規格529 IP64

寸法・重量 17(W)×9(D)×4(H)cm,300g (本体のみ)
価　格 90,000円 170,000円 130,000円

弊社ではISO品質マネ
ジメントシステムに沿っ
てお客様のデジタル濃
度計の校正を有料にて
承ります。校正では下記
の3点が添付されます。

※校正証明書
※トレーサビリティ証明書
※トレーサビリティ体系図

校正証明書の発行


