
pH校正を行うことで高精度でのpH測定が可能です。ご購入後、初めてお使いになる場
合やPH電極の交換後にはかならずpH校正液を使用し校正作業を行ってください。尚、
pH校正液は別売りとなっております。別途お買い求めください。

1.電源を入れ、先端の保護キャップを外し
ます。（図d）
続けて電池ボックス部キャップを回転さ
せ本体から外します。（図e）           
2.本品先端感知部をpH校正液に浸漬いた
します。（図f）
3.次に付属の調整用ミニドライバーを使用
し、電池ボックス部上のpH校正用アジャ
スター（図g）を左右どちらかに回転させ
表示されているディスプレイの値を7.0
となるよう調整します。次に先端感知部を
pH4.0校正液に浸透させ、pH校正用アジ
ャスター 2を回してディスプレイの値を
4.0となるよう調整します。
4.ディスプレイ表示値とpH校正液の値が合
ったところでpH校正は完了です。電池ボ
ックスのキャップを元に戻してください。

pH校正を行うことで高精度でのpH測定が可能です。ご購入後、初めてお使いになる場
合やPH電極の交換後にはかならずpH校正液を使用し校正作業を行ってください。尚、
pH校正液は別売りとなっております。別途お買い求めください。

1.電源を入れ、先端の保護キャップを外し
ます。（図d）
続けて電池ボックス部キャップを回転さ
せ本体から外します。（図e）
2.本品先端感知部をpH校正液に浸漬いた
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し、電池ボックス部上のpH校正用アジャ
スター（図g）を左右どちらかに回転させ
表示されているディスプレイの値を7.0
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はじめに取り扱いのご注意

ニッソーPHメーターNEOをお求めいただきまして、誠にあ
りがとうございました。正しく安全にお使いいただくために、
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。その後
大切に保存し、必要な時にお読みください。
本製品には「保証書」が付いていますので、必ず販売店で必
要事項の記入を受けてお受け取りください。必要事項の記
載のない保証書や、保証書の提示がない場合は保証の対象
外となりますのでご注意ください。

1.PHメーターをご購入後初めてお使いになる
場合や、しばらくの間未使用であった場合には、
PH電極感知部は乾燥（先端部に白い結晶が見
られるなど）しています。このような場合測定
値が不安定となったり、また測定再現性が低
下する場合があります。このためご使用前に
PH電極先端部を約12～24時間の間pH標準
液に浸すことで乾燥状態を取り除くことが可
能です。PH電極先端感知部は適度な湿り気が
ある場合のほうがよりpH測定を正確に行う
ことが可能です。
※図aのようにPH電極先端部を水に浸けてpH
測定を行いますが、飼育水の場合には水の流
れや濃度のバラつきがあるため測定値も若干
バラつく場合がありますので、予めご了承く
ださい。
2.先端感知部のガラス製電極は非常に薄いガラス膜（図b）で精密に製造されております。
絶対に強く擦ったりしないでください。
※電極のご使用方法につきましては十分ご注意ください。
3.PHメーターはpH標準液において最も高い測定安定性、再現性を表しますが、一般に
通常の飼育水などはpH標準液に比べ他のいろいろな物質・薬品等が混入しているため
pH標準液と同じような測定再現性が得られない場合があります。また、PH電極はたび
重なる測定により徐々にその感知部が汚染され、その結果測定安定までに長い時間が
かかったり、測定再現性の低下といった症状となってあらわれます。PHメーター
NEOはPH電極交換式となっておりますので
このようなPH電極の劣化の場合にはPH電極
の交換をお勧めします。
4.本品は電池を付属していませんので、別途ご
購入ください。（交換電池型：LR44ボタン電
池、4個）本品上部のキャップを開け＋と－を
正しく入れてください。

pH校正

pH校正の方法

pH校正を行うことで高精度でのpH測定が可能です。ご購入後、初めてお使いになる場
合やPH電極の交換後にはかならずpH標準液を使用し校正作業を行ってください。尚、
pH標準液は別売りとなっております。別途お買い求めください。

1.電源を入れ、先端の保護キャップを外し
ます。（図c）
2.本品先端感知部を軽く振りながら30～
60秒pH７標準液に浸します。（図d）
3.次に付属の調整用ミニドライバーを使用
し、電池ボックス部上のpH校正用アジャ
スター①を左右どちらかに回転させ表示
されているディスプレイの値を7.0とな
るよう調整します。次に先端感知部をpH4
校正液に浸し、pH校正用アジャスター②
を回してディスプレイの値を4.0となる
よう調整します。（図e）
4.ディスプレイ表示値とpH標準液の値が合
ったところでpH校正は完了です。電池ボ
ックスのキャップを元に戻してください。
※pH7と4の校正を2～3回くり返すと精度
が上がります。

 pH値の測定方法

※はじめに本体上部のキャップを開け、LR44
ボタン電池4個を＋と－の向きを正しく入
れてください。
1.本体中央部のON/OFFスイッチを押し本
器に電源を入れます。（図f）
2.先端の保護キャップを外します。（空気中
ではディスプレイの値はバラつきますが正
常です。）
3.次に水位レベル（図g）以下まで先端感知
部をpH測定を行う飼育水に浸します。
4.軽く本体で液を撹拌するようにしながら
ディスプレイの測定値が安定するまでの間
しばらく待ちます。（約30～60秒）
5.測定値が安定したところでpH値の読み取
りを行ってください。

pH測定の前には本器の校正作業が正しく行われていることを確認してください。（pH校
正の欄ご参照）
使用後は電源を切り、先端感知部をビーカー等に採った水道水ですすぎ、ボディー側面
の水気を拭き取りキャップを閉めてください。この際、絶対に先端ガラス電極部を擦ら
ないでください。PH電極のガラス膜を破損する可能性があります。
PHメーター NEOは高精度なガラスPH電極を使用しております。感知部のガラス部は
薄いガラス膜で製造されておりますので絶対にブラシなどで強くこすったりしないでく
ださい。ガラス膜に傷がついた場合pH測定が正しく行われなくなります。強い汚れなど
が付着してしまった場合には、ビーカーなどに約3cm程度水道水を採り、このなかに中
性洗剤を2～3滴入れ泡だてた後、PHメーターの感知部を約一昼夜程度浸漬させてくだ
さい。その後、湿らせた柔らかい綿棒などを使用して感知部の汚れを注意深く取り除いて
ください。洗浄後は、感知部を水道水ですすぎ、必ずpH標準液でpH校正を行ってから
実際のpH測定をおこなうようにしてください。

PH電極の交換方法・寿命・メンテナンスにつきまして

PH電極には測定寿命があります。測定を行う液の温度、pH値、測定後の電極感知部の
洗浄方法によりその寿命は大きく左右されます。pH電極は測定を重ねるごとに徐々に
汚染され最終的には寿命を迎えます。この『ニッソー PHメーター NEO』では電極交換
をどなたでも非常に簡単に行うことが可能です。

PHメーター NEOの先端部分が電極部とな
っております。この電極部を回転させて本体
と分離してください。次に新しい電極を本体
部の溝に合わせて差し込み、回転接合して
ください。この際、必ず電極が本体部へ完
全にすき間なく接合されるまでねじ込んで
ください。

本品の防水等級は電極、電池ボックスをしっかり閉めた状態でIP67（粉塵が内部に侵入
せず、水深1mの水中に30分間浸漬しても内部に浸水しないこと）ですが、ご使用後は
水気を拭き取って直射日光の当らない涼しい場所に保管してください。

ＦＡＱ

■pH測定が安定しないのですが？
PH電極感知部の乾燥が考えられます。PH測定器を初めてお使いになる場合や、しばら
くの間未使用であった場合には、PH電極感知部は乾燥しています。電極が乾燥している
場合、測定値は不安定となります。このような場合にはＰＨ電極先端部を12～ 24時間、
pH標準液に浸すことで乾燥状態を取り除くことが可能です。PH電極先端感知部は適度
な湿り気がある場合のほうがpH測定をより正確に、安定的に行なうことが可能です。
※飼育水の場合、水の流れや濃度が一定でないため測定値はばらつくことがあります。

■pH校正はどのくらいの頻度で行なえば良いのですか？
理想的には毎回の使用前に行なうことで最高の精度で測定が可能です。すべてのPHメ
ーター、モニターは未使用で保管してあった場合でも校正したポイントはずれてしまい
ます。一般的にpH 7.0 に調整（＝校正）した後保管した場合でも0.2 ～0.4pH程度、次回
の測定の際に誤差が発生する可能性があります。（未使用の期間が長ければ誤差の範囲も
大きくなるとお考えください。このため未使用の期間が長い場合は必ずpH校正を行なっ
てから使用するようにしてください。）

■PH電極には寿命はありますか？
PH電極には寿命があります。PH電極は測定の度に測定を行なった試料が電極先端部に
残存し、残存した成分はその後固化し電極の応答性を徐々に悪化させていきます。この
ためpH測定を行なった後には速やかに電極を試料から出し先端感知部を水道水ですす
いで汚れが残らないようにすることが大切です。PH電極の寿命はこうした測定後の洗
浄を行なった場合と、そうでない場合ではその寿命は大きく異なってしまいます。 また、
電極部にはＫＣl電解液が充填されており、PH電極感知部から徐々に染み出してpHを測
定しています。このＫＣl電解液が無くなると寿命となります。PH電極を水に浸けたまま
にしてもＫＣl電解液が流出し寿命を縮めます。

■PH電極の寿命はどうやって判りますか？
もっとも簡単に行なっていただける方法としては、まずpH7.0（または6.86）のpH校正を
行います。その後、精製水（または水道水）で電極感知部を洗浄後にもう一度pH7.0標準
液に浸けた時に1分以上経過しても安定しない、あるいはpH6.0付近の値を表示する場
合などは電極の寿命と考えられます。
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ニッソー PHメーター NEOは非常にコンパクトな形状を
持ち、PH電極の交換も可能です。2点校正で従来品よりも
正確にpH測定を行っていただくことが可能です。

本書は右記〈保証規定〉記載保証内容で無償交換を行なうこ
とをお約束するものです。上記期間中故障が発生した場合
は、本書をご提示の上交換をご依頼ください。
■保証書に販売店の印のない場合やご購入されたことが確
認できない場合は、保証の対象外となります。

■お買い求めいただきました販売店の領収書・レシート等、
お買い求めになられたことが確認される場合は、保証の
対象とさせていただきます。領収書やレシートは保証書
と一緒に保管しておいてください。

No.01

この商品は株式会社マルカンの企画・開発・管理・
基準により中国協力工場で製造されたものです。

Made in China
原産国：中国

マルカングループホームページ　http://www.mkgr.jp

PH電極の交換方法

防水等級 IP67

交換部品＆別売部品

注意

ご注意
●使用中、異常が発生した場合は使用を中止し、生体の保全と
安全のための適切な処置を行なってください。

●ご質問や不明な点がありましたら、お買い上げの販売店また
は当社にお問い合わせの上、ご使用ください。わからないま
まご使用になることは絶対におやめください。
●誤った使用方法に起因する損害は、一切補償いたしません。
●魚などの生体の病気や死亡、水草などの枯れについての補
償はいたしません。あらかじめご了承ください。

○本製品は万全の注意をはらって製造い
たしておりますが、万一故障の際には
お買い上げの店でご相談ください。
○本製品を改造したり、本書説明以外の
使用による故障及び事故について、当社
は一切責任を負いません。なお、品質
向上のため、おことわりなく仕様を変更
することがあります。あらかじめご了承
ください。

pH標準液は一度使用し
たものは破棄して、常に新
しい標準液を使用するよ
うにしてください。（この
ため、標準液は少量を小出
しにしてご使用ください)
付属の標準液がなくなり
ましたら、別途pH標準液
をお買い求めください。
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