
測定項目 測定範囲 測定方法

（測定物） （検出単位） 使用するセル

亜鉛 0.00～3.00mg/L ジンコン法 MF2RS-93731H-01 亜鉛測定試薬（約100回） 毒物

（Zn） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93731H-03 亜鉛測定試薬（約300回） 毒物

アルカリ度 0～500mg/L 比色法

（CaCO3換算） （1mg/L） 22mm丸型セル

アルカリ度（海水用） 0～300mg/L 比色法 MF2RS-755H-26 アルカリ度(海水用)測定試薬（約25回）

（CaCO3換算） （1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93755H-01 アルカリ度(海水用)測定試薬（約100回）

アルミニウム 0.00～1.00mg/L アルミノン法 MF2RS-93712H-01 アルミニウム測定試薬（約100回）

（Al3＋） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93712H-03 アルミニウム測定試薬（約300回）

アンモニア態窒素（LR） 0.00～3.00mg/L ネスラー法 MF2RS-93700H-01 アンモニア態窒素(LR)測定試薬（約100回） 毒物

（NH3-N） （0.01mg/L） 16mm丸型セル MF2RS-93700H-03 アンモニア態窒素(LR)測定試薬（約300回） 毒物

アンモニア態窒素（LR） 0.00～3.00mg/L ±0.10mg/Lまたは測定値 ネスラー法

（NH3-N） （0.01mg/L） の5％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

アンモニア態窒素（MR） 0.00～10.00mg/L ネスラー法 MF2RS-93715H-01 アンモニア態窒素(MR)測定試薬（約100回）

（NH3-N） （0.01mg/L） 16mm丸型セル MF2RS-93715H-03 アンモニア態窒素(MR)測定試薬（約300回）

アンモニア態窒素（HR） 0.0～100.0mg/L ±1mg/Lまたは測定値の ネスラー法

（NH3-N） （0.1mg/L） 5％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

アンモニウムイオン(HR) 0.0～100.0mg/L ネスラー法 MF2RS-93733H-01 アンモニア態窒素(HR)測定試薬（約100回） 毒物

（NH4+） （0.1mg/L） 16mm丸型セル MF2RS-93733H-03 アンモニア態窒素(HR)測定試薬（約300回） 毒物

陰イオン界面活性剤 0.00～3.50mg/L メチレンブルー法

（SDBS） （0.01mg/L） 22mm丸型セル

塩化物 0.0～20.0mg/L チオシアン酸水銀(Ⅱ)法 MF2RS-93753H-01 塩化物劇物測定試薬（約100回） 毒物/劇物

（Cl-） （0.1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93753H-03 塩化物劇物測定試薬（約300回） 毒物/劇物

遊離塩素（LR） 0.00～5.00mg/L DPD法 MF2RS-93701H-01 遊離塩素(LR)測定試薬（100回）

（Cl2） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93701H-03 遊離塩素(LR)測定試薬（300回）

遊離塩素（HR） 0.00～10.00mg/L DPD法 MF2RS-93734H-01 遊離塩素(HR)測定試薬（100回）

（Cl2） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93734H-03 遊離塩素(HR)測定試薬（300回）

遊離塩素（ULR） 0.000～0.500mg/L DPD法 MF2RS-95762H-01 遊離塩素(ULR)測定試薬（100回）

（Cl2） （0.001mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-95762H-03 遊離塩素(ULR)測定試薬（300回）

全塩素（LR） 0.00～5.00mg/L DPD法 MF2RS-93711H-01 全塩素(LR)測定試薬（100回）

（Cl2） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93711H-03 全塩素(LR)測定試薬（300回）

劇物

毒物

陰イオン界面活性剤測定試薬（約40回）MF2RS-95769H-01

アンモニア態窒素(HR)測定試薬（約25回）MF2RS-93764BH-25

品番 測定項目（測定レンジ） 毒劇

MF2RS-775H-26 アルカリ度測定試薬（約25回）

MF2RS-93764AH-25 アンモニア態窒素(LR)測定試薬（約25回）

±0.05mg/L ±測定
値の5％

±0.5mg/L ±測定値
の5％

±0.04mg/L ±測定
値の3％

±0.5mg/L ±測定値
の5％

±0.03mg/L ±測定
値の3％

±0.03mg/L ±測定
値の3％

精度@25℃

±0.03mg/L ±測定
値の3％

±5mg/L ±測定値の
5％

±5mg/L ±測定値の
5％

±0.02mg/L ±測定
値の4％ 

±0.04mg/L ±測定
値の4％

±0.020mg/L ±測定
値の3％

±0.03mg/L ±測定
値の3％



測定項目 測定範囲 測定方法

（測定物） （検出単位） 使用するセル
品番 測定項目（測定レンジ） 毒劇精度@25℃

全塩素（HR） 0.00～10.00mg/L DPD法 MF2RS-93734H-01 全塩素(HR)測定試薬（100回）

（Cl2） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93734H-03 全塩素(HR)測定試薬（300回）

全塩素（UHR） 0～500mg/L ヨウ素滴定法 MF2RS-95771H-01 全塩素(UHR)測定試薬（100回）

（Cl2） （1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-95771H-03 全塩素(UHR)測定試薬（300回）

全塩素（ULR） 0.000～0.500mg/L DPD法 MF2RS-95761H-01 全塩素(ULR)測定試薬（100回）

（Cl2） （0.001mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-95761H-03 全塩素(ULR)測定試薬（300回）

二酸化塩素 0.00～2.00mg/L クロロフェノールレッド法 MF2RS-93738H-01 二酸化塩素測定試薬（約100回）

(ClO2) （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93738H-03 二酸化塩素測定試薬（約300回）

オゾン 0.00～2.00mg/L DPD法 MF2RS-93757H-01 オゾン測定試薬（約100回）

（O3） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93757H-03 オゾン測定試薬（約300回）

カリウム（LR） 0.0～20.0mg/L テトラフェニルホウ酸塩比濁法 MF2RS-93750H-01 カリウム（LR/MR/HR共通）測定試薬（約100回） 劇物

（K） （0.1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93750H-03 カリウム（LR/MR/HR共通）測定試薬（約300回） 劇物

カリウム（MR） 10～100mg/L テトラフェニルホウ酸塩比濁法

（K） （1mg/L） 22mm丸型セル

カリウム（HR） 20～200mg/L テトラフェニルホウ酸塩比濁法

（K） （1mg/L） 22mm丸型セル

カルシウム（淡水用） 0～400mg/L シュウ酸塩法 MF2RS-937521H-01 カルシウム(淡水用)測定試薬（約50回）

（Ca2＋） （1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-937521H-03 カルシウム(淡水用)測定試薬（約150回）

カルシウム（海水用） 200～600mg/L ジンコン法

（Ca2＋） （1mg/L） 16mm丸型セル

カルシウム硬度 0.00～2.70mg/L カルマガイト法 MF2RS-93720H-01 カルシウム硬度測定試薬（約100回）

（CaCO3換算） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93720H-03 カルシウム硬度測定試薬（約300回）

銀 0.000～1.000mg/L PAN法 MF2RS-93737H-01 銀測定試薬（約50回）

（Ag） （0.001mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93737H-03 銀測定試薬（約150回）

COD（LR）EPA 0～150mg/L ±5mg/Lまたは測定値の 二クロム酸法

（O2） （1mg/L） 4％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

COD（LR）水銀フリー 0～150mg/L ±5mg/Lまたは測定値の 二クロム酸法

（O2） （1mg/L） 4％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

COD（LR）ISO 0～150mg/L ±5mg/Lまたは測定値の 二クロム酸法

（O2） （1mg/L） 4％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

MF2RS-93754AH-25

毒物

劇物

毒物

COD(LR)測定試薬（25回分）MF2RS-93754FH-25

MF2RS-93754DH-25 COD(LR)測定試薬（25回分）

COD(LR)測定試薬（25回分）

劇物カルシウム(海水用)測定試薬（約25回）MF2RS-758H-26

±0.08mg/L ±測定
値の4％

±0.020mg/L ±測定
値の5％

±0.02mg/L ±測定
値の3％

±2.0mg/L ±測定値
の7％

±10mg/L ±測定値
の7％

±20mg/L ±測定値
の7％

±測定値の5％

±3mg/L ±測定値の
3％

±0.020mg/L ±測定
値の3％

±0.10mg/L ±測定
値の5％

±0.03mg/L ±測定
値の3％



測定項目 測定範囲 測定方法

（測定物） （検出単位） 使用するセル
品番 測定項目（測定レンジ） 毒劇精度@25℃

COD（MR）EPA 0～1500mg/L ±15mg/Lまたは測定値の 二クロム酸法

（O2） （1mg/L） 3％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

COD（MR）水銀フリー 0～1500mg/L ±15mg/Lまたは測定値の 二クロム酸法

（O2） （1mg/L） 3％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

COD（MR）ISO 0～1500mg/L ±15mg/Lまたは測定値の 二クロム酸法

（O2） （1mg/L） 3％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

COD（HR）EPA 0～15000mg/L ±150mg/Lまたは測定値の 二クロム酸法

（O2） （1mg/L） 2％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

シアヌル酸 0～100mg/L 比濁法 MF2RS-93722H-01 シアヌル酸測定試薬（約100回）

（CYA） （1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93722H-03 シアヌル酸測定試薬（約300回）

シアン化物 0.000～0.200mg/L ピリジンピラゾロン法 MF2RS-93714H-01 シアン化物測定試薬（100回）

（CN-） （0.001mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93714H-03 シアン化物測定試薬（300回）

0～500PCU(度) 白金コバルト法

（1PCU） 22mm丸型セル

臭素 0.00～10.00mg/L DPD法 MF2RS-93716H-01 臭素測定試薬（100回）

（Br2） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93716H-03 臭素測定試薬（300回）

シリカ（LR） 0.00～2.00mg/L ヘテロポリブルー法 MF2RS-93705H-01 シリカ（LR）測定試薬（約100回）

（SiO2） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93705H-03 シリカ（LR）測定試薬（約300回）

シリカ（HR） 0～200mg/L モリブド珪酸法 MF2RS-96770H-01 シリカ（HR）測定試薬（約100回）

（SiO2） （1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-96770H-03 シリカ（HR）測定試薬（約300回）

硝酸態窒素 0.0～30.0mg/L カドミウム還元法 MF2RS-93728H-01 硝酸態窒素測定試薬（100回） 劇物

（NO3- -N） （0.1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93728H-03 硝酸態窒素測定試薬（300回） 劇物

硝酸態窒素 0.0～30.0mg/L ±1.0mg/Lまたは測定値の クロモトロープ酸法

（NO3- -N） （0.1mg/L） 3％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

亜硝酸態窒素(ULR)海水用 0～200μg/L EPAジアゾ化法

（NO2- -N） （1μg/L） 22mm丸型セル

亜硝酸態窒素（LR） 0～600μg/L EPAジアゾ化法 MF2RS-93707H-01 亜硝酸態窒素(LR)測定試薬（約100回）

（NO2- -N） （1μg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93707H-03 亜硝酸態窒素(LR)測定試薬（約300回）

亜硝酸塩（HR） 0～150mg/L 硫酸鉄(Ⅱ)法 MF2RS-93708H-01 亜硝酸塩(HR)測定試薬（約100回）

（NO2-） （1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93708H-03 亜硝酸塩(HR)測定試薬（約300回）

劇物

毒物

硝酸態窒素測定試薬（約50回）MF2RS-93766H-50

MF2RS-764H-25 亜硝酸態窒素(UHR)海水用
測定試薬（25回）

MF2RS-93754CH-25

MF2RS-93754GH-25

MF2RS-93754EH-2

MF2RS-93754BH-25 COD(MR)測定試薬（25回分）

COD(MR)測定試薬（25回分）

COD(MR)測定試薬（25回分）

劇物

毒物

COD(HR)劇物測定試薬（25回分） 毒物/劇物

±4mg/L ±測定値の
4％

±0.08mg/L ±測定
値の3％

±0.03mg/L ±測定
値の5％

±1mg/L ±測定値の
5％

±0.5mg/L ±測定値
の10％

±8μg/L ±測定値
の4％

±20μg/L ±測定値
の4％

±1mg/L ±測定値の
15％

±0.005mg/L ±測定
値の3％

色度
±10PCU ±測定値

の5％



測定項目 測定範囲 測定方法

（測定物） （検出単位） 使用するセル
品番 測定項目（測定レンジ） 毒劇精度@25℃

全窒素（LR） 0.0～25.0mg/L ±1.0mg/Lまたは測定値の クロモトロープ酸法

（N） （0.1mg/L） 5％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

全窒素（HR） 10～150mg/L ±3mg/Lまたは測定値の クロモトロープ酸法

（N） （1mg/L） 4％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

全硬度（LR） 0～250mg/L カルマガイト法

（CaCO3換算） （1mg/L） 22mm丸型セル

全硬度（MR） 200～500mg/L カルマガイト法

（CaCO3換算） （1mg/L） 22mm丸型セル

全硬度（HR） 400～750mg/L カルマガイト法

（CaCO3換算） （1mg/L） 22mm丸型セル

鉄（LR） 0.000～1.600mg/L TPTZ 法 MF2RS-93746H-01 鉄（LR）測定試薬（約50回）

（Fe） （0.001mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93746H-03 鉄（LR）測定試薬（約150回）

鉄（HR） 0.00～5.00mg/L フェナントロリン法 MF2RS-93721H-01 鉄（HR）測定試薬（100回）

（Fe） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93721H-03 鉄（HR）測定試薬（300回）

銅（LR） 0～1500μg/L ビシンコニン酸法 MF2RS-95747H-01 銅（LR）測定試薬（約100回）

(Cu) （1μg/L） 22mm丸型セル MF2RS-95747H-03 銅（LR）測定試薬（約300回）

銅（HR） 0.00～5.00mg/L ビシンコニン酸法 MF2RS-93702H-01 銅（HR）測定試薬（100回）

(Cu) （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93702H-03 銅（HR）測定試薬（300回）

ニッケル（LR） 0.000～1.000mg/L PAN法 MF2RS-93740H-01 ニッケル（LR）測定試薬（約50回）

（Ni） （0.001mg/L） 16mm丸型セル MF2RS-93740H-03 ニッケル（LR）測定試薬（約150回）

ニッケル（HR） 0.00～7.00g/L 比色法 MF2RS-93726H-01 ニッケル（HR）測定試薬（約100回）

（Ni） （0.01g/L） 22mm丸型セル MF2RS-93726H-03 ニッケル（HR）測定試薬（約300回）

ヒドラジン 0～400μg/L p-ジメチルアミノベンズアルデヒド法 MF2RS-93704H-01 ヒドラジン測定試薬（約100回） 劇物

（N2H4） （1μg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93704H-03 ヒドラジン測定試薬（約300回） 劇物

フッ化物（LR） 0.00～2.00mg/L SPADNS法 MF2RS-93729H-01 フッ化物（LR）測定試薬（約100回） 劇物

（F-） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93729H-03 フッ化物（LR）測定試薬（約300回） 劇物

フッ化物（HR） 0.0～20.0mg/L SPADNS法 MF2RS-93739H-01 フッ化物（HR）測定試薬（約100回） 劇物

（F-） （0.1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93739H-03 フッ化物（HR）測定試薬（約300回） 劇物

6.5～8.5pH フェノールレッド法 MF2RS-93710H-01 pH測定試薬（100回）

（0.1pH） 22mm丸型セル MF2RS-93710H-03 pH測定試薬（300回）

劇物

劇物

MF2RS-93735H-00

MF2RS-93735H-01

全硬度（HR）測定試薬（約100回）MF2RS-93735H-02

全硬度（MR）測定試薬（約100回）

全硬度（LR）測定試薬（約100回）

全窒素(HR)測定試薬（約50回）

全窒素(LR)測定試薬（約50回）MF2RS-93767AH-50

MF2RS-93767BH-50

±0.5mg/L ±測定値
の3％

pH ±0.1pH

±10μg/L ±測定値
の5％

±0.02mg/L ±測定
値の4％

±0.010mg/L ±測定
値の7％

±0.07g/L ±測定値
の4％

±3μg/L ±測定値
の3％

±0.03mg/L ±測定
値の3％

±5mg/L ±測定値の
4％

±7mg/L ±測定値の
3％

±10mg/L ±測定値
の2％

±0.010mg/L ±測定
値の8％

±0.04mg/L ±測定
値の2％



測定項目 測定範囲 測定方法

（測定物） （検出単位） 使用するセル
品番 測定項目（測定レンジ） 毒劇精度@25℃

マグネシウム 0～150mg/L カルマガイト法 MF2RS-937520H-01 マグネシウム測定試薬（約50回）

（Mg2＋） （1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-937520H-03 マグネシウム測定試薬（約150回）

マグネシウム硬度 0.00～2.00mg/L EDTA比色法 MF2RS-93719H-01 マグネシウム硬度測定試薬（約100回） 劇物

（CaCO3換算） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93719H-03 マグネシウム硬度測定試薬（約300回） 劇物

マンガン（LR） 0～300μg/L PAN法 MF2RS-93748H-01 マンガン（LR）測定試薬（約50回） 毒物

（Mn） （1μg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93748H-03 マンガン（LR）測定試薬（約150回） 毒物

マンガン（HR） 0.0～20.0mg/L 過ヨウ素酸法 MF2RS-93709H-01 マンガン（HR）測定試薬（約100回）

（Mn） （0.1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93709H-03 マンガン（HR）測定試薬（約300回）

メープルシロップ 0.00～100.00％T 直読式

（％T） （0.01％T） 10mm角型セル

モリブデン 0.0～40.0mg/L メルカプト酢酸法 MF2RS-93730H-01 モリブデン測定試薬（約100回）

（Mo6＋） （0.1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93730H-03 モリブデン測定試薬（約300回）

ヨウ素 0.0～12.5mg/L DPD法 MF2RS-93718H-01 ヨウ素測定試薬（100回）

（I2） （0.1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93718H-03 ヨウ素測定試薬（300回）

溶存酸素 0.0～10.0mg/L ウィンクラー法 MF2RS-93732H-01 溶存酸素測定試薬（約100回） 毒物

（O2） （0.1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93732H-03 溶存酸素測定試薬（約300回） 毒物

脱酸素剤 0.00～1.50mg/L 鉄還元法

（カルボヒドラジド） （0.01mg/L） 22mm丸型セル

脱酸素剤 0～1000μg/L 鉄還元法

（DEHA） （1μg/L） 22mm丸型セル

脱酸素剤 0.00～2.50mg/L 鉄還元法

（ヒドロキノン） （0.01mg/L） 22mm丸型セル

脱酸素剤 0.00～4.50mg/L 鉄還元法

（イソアスコルビン酸） （0.01mg/L） 22mm丸型セル

硫酸塩 0～150mg/L 比濁法 MF2RS-93751H-01 硫酸塩測定試薬（約100回）

（SO42-） （1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93751H-03 硫酸塩測定試薬（約300回）

リン(ULR)海水用 0～200μg/L アスコルビン酸法

（P） （1μg/L） 22mm丸型セル

リン酸塩（LR） 0.00～2.50mg/L アスコルビン酸法 MF2RS-93713H-01 リン酸塩（LR）測定試薬（100回）

（PO43-） （0.01mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93713H-03 リン酸塩（LR）測定試薬（300回）

リン(ULR)海水用測定試薬（25回分）MF2RS-736H-25

メープルシロップ測定試薬
（測定用キット）

脱酸素剤（DEHA）測定試薬
（約50回）

脱酸素剤（ヒドロキノン）
測定試薬（約50回）

脱酸素剤（イソアスコルビン酸）
測定試薬（約50回）MF2RS-96773H-01

MF2RS-96773H-01

MF2RS-96773H-01

脱酸素剤（カルボヒドラジド）
測定試薬（約50回）MF2RS-96773H-01

MF2RS-93703H-56

±5μg/L ±測定値
の5％

±0.04mg/L ±測定
値の3％

±0.03mg/L ±測定
値の3％

±5mg/L ±測定値の
3％

±5μg/L ±測定値
の5％

±0.04mg/L±測定値
の4％

±0.2mg/L ±測定値
の3％

±測定値の3％

±0.3mg/L ±測定値
の5％

±0.1mg/L ±測定値
の5％

±0.4mg/L ±測定値
の3％

±0.02mg/L ±測定
値の3％

±5mg/L ±測定値の
3％

±0.11mg/L ±測定
値の5％

±7μg/L ±測定値
の3％



測定項目 測定範囲 測定方法

（測定物） （検出単位） 使用するセル
品番 測定項目（測定レンジ） 毒劇精度@25℃

リン酸塩（HR） 0.0～30.0mg/L アミノ酸法 MF2RS-93717H-01 リン酸塩（HR）測定試薬（約100回） 劇物

（PO43-） （0.1mg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93717H-03 リン酸塩（HR）測定試薬（約300回） 劇物

酸加水分解性リン 0.00～1.60mg/L ±0.05mg/Lまたは測定値の アスコルビン酸法

（P） （0.01mg/L） 5％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

反応性リン（LR） 0.00～1.60mg/L ±0.05mg/Lまたは測定値の アスコルビン酸法

（P） （0.01mg/L） 4％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

反応性リン（HR） 0.0～32.6mg/L ±0.5mg/Lまたは測定値の バナドモリブドリン酸法

（P） （0.1mg/L） 4％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

全リン（LR） 0.00～1.60mg/L ±0.05mg/Lまたは測定値の アスコルビン酸法

（P） （0.01mg/L） 5％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

全リン（HR） 0.0～32.6mg/L ±0.5mg/Lまたは測定値の バナドモリブドリン酸法

（P） （0.1mg/L） 5％(どちらか大きい方) 13mmバイアルビン

六価クロム（LR） 0～300μg/L ジフェニルカルバジド法 MF2RS-93749H-01 六価クロム（LR）測定試薬（約100回）

（Cr6＋） （1μg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93749H-03 六価クロム（LR）測定試薬（約300回）

六価クロム（HR） 0～1000μg/L ジフェニルカルバジド法 MF2RS-93723H-01 六価クロム（HR）測定試薬（約100回）

（Cr6＋） （1μg/L） 22mm丸型セル MF2RS-93723H-03 六価クロム（HR）測定試薬（約300回）

※測定項目のLR、MRなどは測定レンジを表します。

※単位：1ppm = 1mg/L = 1000ppb = 1000μg/L； 1ppt = 1g/L = 1000ppm = 1000mg/L

※16mm丸型セルは別売りです。最下段の別売りアクセサリーをご覧ください。

　　UHR：超高濃度域　HR：高濃度域　MR：中濃度域　LR：低濃度域　ULR：超低濃度域

MF2RS-93763AH-50

MF2RS-93758CH-50 劇物

劇物MF2RS-93763BH-50

全リン(LR)測定試薬（約50回）

反応性リン(HR)測定試薬（約50回）

反応性リン(LR)測定試薬（約50回）

酸加水分解性リン測定試薬（約50回）MF2RS-93758BH-50

全リン(HR)測定試薬（約50回）

MF2RS-93758AH-50

±1.0mg/L ±測定値
の4％

±1μg/L ±測定値
の4％

±5μg/L ±測定値
の4％
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