
（センサ交換可能です）ポケットタイプｐＨ計 　　（センサは一体型のため ペンタイプｐＨ計交換はできません）

SK－610PH-Ⅱ

ｐＨ 温度 
ｐＨ 温度 No.6410-00　

SK-610PH-Ⅱ

●３点キャリブレーション機能（pH4.01・pH6.86・pH10.01）
●ホールド機能、オートパワーオフ機能
●防水規格 JIS C 0920 IPX4 に準拠（濡れた手でも操作可能です）
●自動温度補償（ATC）機能（SK-631PH／ SK-632PH）

●３点キャリブレーション機能（pH4.01・pH6.86・pH10.01）
●ホールド機能、オートパワーオフ機能
●防水規格 JIS C 0920 IPX4 に準拠（濡れた手でも操作可能です）
●自動温度補償（ATC）機能
●センサ交換が可能

SK－630PHシリーズ
No.6416-00　SK-630PH 
No.6418-00　SK-631PH 
No.6420-00　SK-632PH ｐＨ 温度 

ｐＨ 

SK-610PH-Ⅱ用センサ

ACアダプタ 

610S-Ⅱ

PH30

No.6414-00

No.6400-52 

価  格 製品番号 型 式 製 品 名 

フタル酸塩標準液 pH4.01 500ml（JCSS） 

フタル酸塩標準液 pH4.01 500ml

中性りん酸塩標準液 pH6.86 500ml（JCSS） 

中性りん酸塩標準液 pH6.86 500ml

ほう酸塩標準液 pH9.18 500ml（JCSS）  

ほう酸塩標準液 pH9.18 500ml 

炭酸塩標準液 pH10.01 500ml（JCSS）   

炭酸塩標準液 pH10.01 500ml

補充液 35ml ３本セット（640S-1,3,4,5,6 用）

No.6401-00

No.6401-10

No.6402-00 

No.6402-10 

No.6404-00

No.6404-10

No.6403-00

No.6403-10

No.6426-00

価  格 製品番号 製 品 名 

SK-610PH-Ⅱ

SK-620PHⅡ 

No.6405-00 標準液 3点セット（4.01、6.86、10.01） 
※各500ml入り JCSS品ではありません

RS-232C接続ケーブル PH33No.7687-90SK-620PHⅡ 
SK-650PH

交換用センサ 660SNo.6431-00SK-660PH
SK-661PH
SK-662PH

該当指示計

◆pＨ計　標準液◆pＨ計　オプション・消耗品

▲センサ部
センサ部

▲SK-630PH ▲SK-631PH ▲SK-632PH

※pH標準液は別売りです※pH標準液は別売りです

※SK-620PHⅡ、SK-650PHのセンサについては2ページ目下表をご参照ください。

注意：本パンフレット記載の製品は、取引証明などの用途には使用できません。

▲SK-610PH-Ⅱ

SK-630PH SK-631PH SK-632PH SK-610PH-Ⅱ型　　式
測定範囲 2.0 ～ 12.0 pH

測定精度 ±0.6 pH
分 解 能 0.1 pH

セ ン サ
電　　源

2.0 ～ 12.0 pH 温度 0.0 ～ 50.0℃

±0.5 pH 温度±1.0℃
0.1 pH 温度 0.5℃

2.00 ～ 12.00 pH 温度 0.0 ～ 50.0℃

±0.4 pH 温度±0.5℃
0.01 pH 温度 0.1℃

pH/ ガラス電極　（内部液（KCl）無補充型）　温度 /サーミスタ（SK-631PH・SK-632PH） pH/ ガラス電極　（内部液（KCl）無補充型）　温度 /サーミスタ
ボタン電池 LR44　４個

寸法・質量
材　　質

付 属 品

指示計 / ABS樹脂　　センサ電極 /ガラス
約 (W)36×(H)150×(D)25 mm　　　約 65g（電池含む）

取扱説明書 １冊　 ボタン電池 LR44 ４個

2.00 ～ 12.00 pH 温度 0.0 ～ 50.0℃

±0.2 pH 温度±0.6℃（20～ 30℃）、±0.8℃（左記以外）
0.01 pH 温度 0.1℃

コイン形リチウム電池 CR2032（3V）　２個

指示計 / ABS樹脂　　センサ電極 /ガラス
約（W）37×（H）150×（D）42 mm　　　約 77g（電池含む）

取扱説明書 １冊　レザーケース　１個　 コイン形リチウム電池 CR2032（3V） ２個

V.04

SK SATOホームページ　インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。

URL:http://www.sksato.co.jp このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。
おもとめは…

表示部

HOLDキー

キャリブレーションキー

パワー
ON/OFFキー

センサ部

上段に「pH」
下段に「温度」
同時表示

価格￥6,800（税込み￥7,480）

価格￥8,300（税込み￥9,130）

価格￥10,800（税込み￥11,880）
価格￥14,000 （税込み￥15,400）

￥8,300（税込み￥9,130）

￥8,500（税込み￥9,350）

￥5,500（税込み￥6,050）

￥5,800（税込み￥6,380）

￥4,900（税込み￥5,390）

￥1,800（税込み￥1,980）

￥4,800（税込み￥5,280）

￥1,800（税込み￥1,980）

￥5,000（税込み￥5,500）

￥1,800（税込み￥1,980）

￥5,000（税込み￥5,500）

￥1,800（税込み￥1,980）

￥5,400（税込み￥5,940）

￥4,200（税込み￥4,620）

本 社

大 阪
仙 台 営 業 所
名古屋営業所
富 山 営 業 所
福 岡 営 業 所

〒101-0045
〒101-0045
〒540-0037
〒989-1304
〒460-0011
〒939-8211
〒812-0018

東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10
宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1
愛知県名古屋市中区大須1-3-16
富山県富山市二口町5 - 2 - 3
福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル4F

03-3254-8111㈹
03-3254-8112㈹
06-6944-0921㈹
0224-83-4781㈹
052-204-1234㈹
076-494-3088㈹
092-451-1685㈹

FAX03-3254-8119
FAX03-3254-8119
FAX06-6944-0926
FAX0224-83-4770
FAX052-204-1123
FAX076-494-3090
FAX092-451-1688

東京工場　　宮城工場　　朝霞配送センター
ISO9001／宮城工場　　JCSS／宮城工場  校正技術課

東 京 営 業 所

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は 2 0 22年4月現在の価格    です。

営 業 所

esco
四角形


